
⾒積書

アドバイザーマンツーマン（20%割引）

下記の通り御⾒積もり申し上げます。

⼩計 消費税 合計⾦額

154,000円 15,400円 169,400円

:⾒積⽇ 2021年10⽉31⽇

:⾒積書番号 150

詳細 数量 単価 ⾦額

授業料 1個 120,000 120,000

20%割引 1個 -24,000 -24,000

教材費（ テキスト代） 1個 16,000 16,000

ケモタイプ⼩事典 1個 8,000 8,000

実習費 1個 20,000 20,000

⽬でみるからだのメカニズム（書籍） 1個 3,000 3,000

別途：ナード ･ ジャパン年会費 1個 11,000 11,000

アロマクオーレ

〒663-8003

兵庫県 ⻄宮市上⼤市2-17-9

電話: 0798-51-2266

振込先

ゆうちょ銀⾏ 

記号:14310 

番号:91269931 

他の⾦融機関からの振込 

店名四三⼋ 

（読みヨンサンハチ） 

店番438 

普通預⾦ 

9126993 

本多⼩枝⼦

三井住友銀⾏ 

甲東⽀店 

普通預⾦ 

0251013 

本多⼩枝⼦



備考欄

ナード ･ アロマ ･ アドバイザーコース マンツーマンレッスンでのお⾒積もりです（12⽉31⽇契約までの価格） 

授業料2割引のお⾒積もりです 

授業開始は2022年度上半期（6⽉末）までのスタートで⼤丈夫です（応相談）

別途  

ナード ･ ジャパン年会費 12,100円(税込）（⼊学時 ･ 更新時協会へ納付） 

⼊学時はアロマクオーレがお⾦を預かって諸費⽤と⼀緒に振り込みます

⼀括払いでお⽀払いいただいた場合は、⽬でみる体のメカニズムをプレゼント、 

もしくはアロマクオーレでご購⼊された商品の3,300円分のクーポンを差し上げます。 

⽣徒様は卒業後もプラナロム ･ ケンソーカタログ商品を２割引でご購⼊いただけます。

分割払いは3回分（授業料分）まで承ります。 

初回は授業料の分割分 ･ 教材費 ･ 実習費  

2回⽬ ･ 3回⽬ 授業料の分割分



⾒積書

アドバイザーグループ（30%割引）

下記の通り御⾒積もり申し上げます。

⼩計 消費税 合計⾦額

142,000円 14,200円 156,200円

:⾒積⽇ 2021年10⽉31⽇

:⾒積書番号 149

詳細 数量 単価 ⾦額

授業料 1個 120,000 120,000

30%割引 1個 -36,000 -36,000

教材費（ テキスト代） 1個 16,000 16,000

ケモタイプ⼩事典 1個 8,000 8,000

実習費 1個 20,000 20,000

⽬でみるからだのメカニズム（書籍） 1個 3,000 3,000

別途：ナード ･ ジャパン年会費 1個 11,000 11,000

アロマクオーレ

〒663-8003

兵庫県 ⻄宮市上⼤市2-17-9

電話: 0798-51-2266

振込先

ゆうちょ銀⾏ 

記号:14310 

番号:91269931 

他の⾦融機関からの振込 

店名四三⼋ 

（読みヨンサンハチ） 

店番438 

普通預⾦ 

9126993 

本多⼩枝⼦

三井住友銀⾏ 

甲東⽀店 

普通預⾦ 

0251013 

本多⼩枝⼦



備考欄

ナード ･ アロマ ･ アドバイザーコース グループレッスンでのお⾒積もりです（12⽉31⽇契約までの価格） 

授業料３割引のお⾒積もりです 

授業開始は2022年度上半期（6⽉末）までのスタートで⼤丈夫です（応相談）

別途  

ナード ･ ジャパン年会費 12,100円（⼊学時 ･ 更新時協会へ納付） 

⼊学時はアロマクオーレがお⾦を預かって諸費⽤と⼀緒に振り込みます

⼀括払いでお⽀払いいただいた場合は、⽬でみる体のメカニズムをプレゼント、 

もしくはアロマクオーレでご購⼊された商品の3,300円分のクーポンを差し上げます。 

⽣徒様は卒業後もプラナロム ･ ケンソーカタログ商品を２割引でご購⼊いただけます。

分割払いは3回分（授業料分）まで承ります。 

初回は授業料の分割分 ･ 教材費 ･ 実習費  

2回⽬ ･ 3回⽬ 授業料の分割分



⾒積書

インストラクターマンツーマン（20%割引） 御中

下記の通り御⾒積もり申し上げます。

⼩計 消費税 合計⾦額

248,000円 24,800円 272,800円

:⾒積⽇ 2021年10⽉31⽇

:⾒積書番号 148

詳細 数量 単価 ⾦額

授業料 1個 240,000 240,000

20%割引 1個 -48,000 -48,000

教材費（インストラクターテキスト） 1個 16,000 16,000

実習費（24回分） 1個 40,000 40,000

アロマクオーレ

〒663-8003

兵庫県 ⻄宮市上⼤市2-17-9

電話: 0798-51-2266

振込先

ゆうちょ銀⾏ 

記号:14310 

番号:91269931 

他の⾦融機関からの振込 

店名四三⼋ 

（読みヨンサンハチ） 

店番438 

普通預⾦ 

9126993 

本多⼩枝⼦

三井住友銀⾏ 

甲東⽀店 

普通預⾦ 

0251013 

本多⼩枝⼦



備考欄

ナード ･ アロマ ･ インストラクターコース マンツーマンでのお⾒積もりです（12⽉31⽇契約までの価格） 

授業開始は2022年度上半期（6⽉末）までのスタートで⼤丈夫です（応相談）

別途  

ケモタイプ精油事典 ･ 処⽅集 34,650円（税込） 

ハーブウォータハンドブック 550円（税込） 

お持ちでない⽅はご購⼊する必要があります

⼀括払いでお⽀払いいただいた場合は、アロマクオーレでご購⼊された商品の3,300円分のクーポンを差し上げま

す。 

⽣徒様は卒業後もプラナロム ･ ケンソーカタログ商品を２割引でご購⼊いただけます。

分割払いは3回分（授業料分）まで承ります。 

初回は授業料の分割分 ･ 教材費 ･ 実習費 70,400円、17,600円、44000円 1回⽬合計132,000円 

2回⽬ ･ 3回⽬ 授業料の分割分（70,400円）×2回  2回⽬ ･ 3回⽬合計140,800円



⾒積書

インストラクターグループ（30%割引）

下記の通り御⾒積もり申し上げます。

⼩計 消費税 合計⾦額

224,000円 22,400円 246,400円

:⾒積⽇ 2021年10⽉31⽇

:⾒積書番号 147

詳細 数量 単価 ⾦額

授業料 1個 240,000 240,000

30%割引 1個 -72,000 -72,000

教材費（インストラクターテキスト） 1個 16,000 16,000

実習費（24回分） 1個 40,000 40,000

アロマクオーレ

〒663-8003

兵庫県 ⻄宮市上⼤市2-17-9

電話: 0798-51-2266

振込先

ゆうちょ銀⾏ 

記号:14310 

番号:91269931 

他の⾦融機関からの振込 

店名四三⼋ 

（読みヨンサンハチ） 

店番438 

普通預⾦ 

9126993 

本多⼩枝⼦

三井住友銀⾏ 

甲東⽀店 

普通預⾦ 

0251013 

本多⼩枝⼦



備考欄

ナード ･ アロマ ･ インストラクターコース グループレッスンでのお⾒積もりです（12⽉31⽇契約までの価格） 

授業開始は2022年度上半期（6⽉末）までのスタートで⼤丈夫です（応相談）

別途  

ケモタイプ精油事典 ･ 処⽅集 34,650円（税込） 

ハーブウォータハンドブック 550円（税込） 

お持ちでない⽅はご購⼊する必要があります

⼀括払いでお⽀払いいただいた場合は、アロマクオーレでご購⼊された商品の3,300円分のクーポンを差し上げま

す。 

⽣徒様は卒業後もプラナロム ･ ケンソーカタログ商品を２割引でご購⼊いただけます。

分割払いは3回分（授業料分）まで承ります。 

初回は授業料の分割分 ･ 教材費 ･ 実習費 61,600円、17,600円、44,000円 1回⽬合計123,200円 

2回⽬ ･ 3回⽬ 授業料の分割分（61,600円）×2回  2回⽬ ･ 3回⽬合計123,200円


