
 

(第１号報告) 

 平成２６年度 事業報告書 

 

Ⅰ．概況報告 

 

平成２６年度の日本経済は、消費税増税や景気回復の遅れなどから、全体として消費需要の

力強さに欠ける１年でありました。また、アロマテラピーに限らず、資格全般について伸び悩

み傾向がみられるなど、協会を取り巻く事業環境も予断を許さない状況で推移いたしました。 

こうした中にあって、当協会は、引き続き公益法人としての責務の適正な遂行を目指し、自

然の香りある豊かな環境（アロマ環境）の保全と創造及びアロマテラピーの健全な普及と発展

に向けて、前年度にも増して多岐にわたる事業活動に注力いたしました。 

一方で、協会の主力事業であるアロマテラピー検定受験者数は、前年度を下回り、その影響

で新規入会者数は減少しましたが、９１％という高い会員更新率により、個人正会員数は前年

度比微減にとどまりました。 

以下、平成２６年度の事業活動の概況につき、ご報告申し上げます。 

 

（１）アロマ環境の保全・創出に寄与する取り組み 

環境カオリスタ検定及び香育の普及啓発促進、「みどり香るまちづくり」企画コンテス

ト共催、復興への願いを込めて「会津」をテーマとしたイメージフレグランスコンテスト

並びにその関連イベントの実施など環境への取り組みを着実に進展させました。 

また、特記事項として、環境省の仲立ちのもと、国から「環境未来都市」や「バイオマ

ス産業都市」などに認定され環境先進自治体として知られる北海道下川町と友好・交流協

定を締結し、今後、森林、アロマ、環境等の各分野にわたる友好的な交流と協力関係を構

築し、相互の持続的な発展を目指すことといたしました。 

 

（２）アロマテラピーの普及啓発活動の一層の推進 

アロマテラピー検定及び各種資格認定事業の実施、認定校制度の運営、各種セミナー・

シンポジウムの開催、「アロマの日」をはじめとする一般向けのアロマテラピー啓発活動の

実施など、アロマテラピーの一層の普及促進と専門人材の育成に努めました。特に、地区

セミナーや専門セミナーは大盛況で過去最高の参加者を記録いたしました。 

また、学術研究事業においては、専門家との共同研究を実施するとともに、アロマテラ

ピー研究論文の調査収集活動を推進して、有益な学術論文・データの情報発信に注力する

などエビデンスに裏付けられたアロマテラピーの有用性についての認知向上に努めました。 

 

（３）会員の活動の支援やサービスの充実 

会員の香育活動やボランティア活動への支援制度の実施、会員のつどいや各種勉強会な

ど会員向けイベントの開催、さらには、資格者のスキルアップ支援策として、動画配信サ

ービス「アロマチャンネル」の本格稼働（年間１６本の番組公開）やアロマテラピーイン

ストラクター及びアロマセラピスト向け「フォローアップセミナー」の開催（４回）など

を実施しました。 

また、機関誌や公式サイトのコンテンツを充実させ、会員への情報提供サービスの強化

を図るとともに、協会主催イベントや公的機関との提携による地域イベントへの出展など



 

を通して会員の活動機会の積極的な創出に努めました。 

 

（４）協会ＰＲ広報活動の積極推進 

協会の認知向上や各種事業の広報宣伝に向けた PR広報活動を一段と強化しました。 

アロマテラピー検定の広告プロモーション施策に加え、学術研究情報、アロマテラピー

活用法の提案などの情報コンテンツ開発に基づくプレスリリース(年間１５件)の配信など

パブリシティ活動にも注力し、各種メディアへの数多くの記事露出を獲得しました。 

また、上位資格広報特設サイト「アロマの現場」インタビュー公開（年間２３本掲載）、

各種キャンペーン毎の特設サイトの開設、公式 Facebookの運営など公式サイト上での WEB

広報の強化推進を図りました。 

 

続きまして、事業領域別に個々の事業活動につき、ご報告申し上げます。 

 

Ⅱ．事業活動 

 

１．環境事業の推進 

 

（１）環境カオリスタ関連事業 

① 環境カオリスタ検定の実施・運営 

 平成２６年度受験者数：２，０４６名 

 

② 環境カオリスタ交流イベントの企画・実施 

夢の島公園熱帯植物館ツアーの実施 

・平成２６年６月１７日（火） 東京都夢の島熱帯植物館（東京都江東区） 

森林体験イベントの実施 

・平成２６年９月２０日（土） かながわやどりぎ水源林（神奈川県足柄郡） 

 

③ 環境カオリスタ WEB サイト「環境カオリスタ net」「環境カオリスタ公式 Facebook」の

管理・運営 

 

（２）環境イベントの開催等 

① 第９回「みどり香るまちづくり」企画コンテストの共催 

主 催：環境省 

共 催：（公社）日本アロマ環境協会、（公社）におい・かおり環境協会、 

（一社）日本植木協会 

内 容：まちづくりに「かおり」の要素を取り込むことで、良好なかおり環境を創出し

ようとする地域の取り組みを支援することを目的として、「みどり香るまちづ

くり」企画コンテストに参画。 

受賞企画：２５件の応募があり、環境大臣賞の「くにたち路地庭プロジェクト 地域を

結ぶ香りの路地庭みち」、日本アロマ環境協会賞の「季節の香りと彩りを、か

けがえのない思い出に」など７点の受賞企画が決定。また併せて募集したキャ

ッチフレーズについては、８１６件の応募があり、１点を優秀賞として選出。 

 



 

② 「イメージフレグランスコンテスト２０１４」の企画・運営 

主 催：（公社）日本アロマ環境協会 

後 援：環境省、福島県、会津若松市、猪苗代町、極上の会津プロジェクト協議会 

内 容：「会津」をイメージしたナチュラルフレグランスを募集。 

受賞作品：１６９点の応募があり、環境大臣賞の「望郷の香り」など５点の受賞作品が

決定。 

表彰式：平成２６年１１月９日(日)ホテルリステル猪苗代（福島県猪苗代町）において、

表彰式を含む記念イベントを実施、また、会場でアロマテラピー体験イベントを

開催。 

 

③「第３回いきものにぎわい企業活動コンテスト」の実施 

   主 催：いきものにぎわい企業活動コンテスト実行委員会 

   ＜構成団体＞（公社）日本アロマ環境協会、（公社）国土緑化推進機構、 

（公財）水と緑の惑星保全機構 

   後 援：環境省、農林水産省 

   内 容：日本の企業等による生物多様性の保全や持続的な利用等の実践活動を募集し、

優れた取組みを顕彰するもので、７３件の応募の中から、環境大臣賞、農林水

産大臣賞など１０件の受賞活動が選ばれた。 

 

④「エコプロダクツ２０１４」への出展 

開催日：平成２６年１２月１１日（木）～１３日（土） 

 会 場：東京ビッグサイト（東京都江東区） 

 内 容：・環境カオリスタ検定公式テキスト販売 

・香りのサシェ作り 

・各種協会広報物及びパネル展示、精油蒸留デモンストレーション 

        ワークショップ参加者：約９００名 

 

 ⑤「子ども霞が関見学デーin環境省」への出展 

   開催日：平成２６年８月６日（水） 

   会 場：環境省第一会議室 

   内 容：・環境カオリスタと学ぼう みんなでアロマクイズ 

・香育体験講座 親子でアロマテラピー体験 

 

 ⑥ 北海道下川町と友好・交流協定の締結 

内 容：AEAJと北海道下川町とは、平成２７年３月２５日環境省の仲立ちにより「まち・

ひと・しごと創生 友好・交流に関する基本協定」を締結。今後、それぞれの

環境に関わる取組みをベースに、森林、アロマ、環境等の各分野にわたる友好

的な交流と協力関係を構築し、相互の持続的な発展を図ることとなった。 

 

（３）香育普及の推進 

① 会員の AEAJ学校香育サポート制度（旧名称：SEP活動支援制度）の運営 

 平成２６年度実績： 

・実施校数：全国の公立・私立の小中高等学校 １１９校 



 

・AEAJ支援実施回数：２６１回（複数回支援校含む） 

 

② 香育用教材の作成・配布 

 香育テキスト「かおりのはなし」の会員向け無料配布 

 副教材「香りのうちわ」、「香りプレート」の各種イベントでの活用 

 

③ 香育体験イベントの実施 

「親子で楽しむアロマ体験」の実施 

・開催日：平成２６年６月２９日（日） 

・会 場：会津稽古堂（福島県会津若松市） 

・内 容：バスボム＆ルームスプレー作り 

・参加者：親子７５名 

・イメージフレグランスコンテスト関連イベントとして実施 

 

④ ５月１９日「香育の日」記念キャンペーンの実施 

 平成２６年４月２６日（土）から６月１日（日）の期間に「香育の日」特設サイトを開

設し広報活動を展開するとともに、以下のイベントを全国で実施。 

 AEAJ主催 香育イベント「香りの学校 in柏の葉」の実施 

  ・開催日：平成２６年５月１７日(土)～１８日(日) 

  ・内 容：アロマクイズ、香りのスタンプラリー 

  ・参加者：約１，５００名 

 AEAJ認定スクール主催「親子で香育体験」イベントの実施 

・全国１３６校の認定スクールが参加 

 

（４）ボランティア活動支援事業 

① ボランティア活動支援制度の運営（実施費用の助成など） 

 平成２６年度適用実績：３０件 

 

② ボランティア勉強会の企画・実施 

 下記５都市で勉強会（ボランティア入門講座）を開催 

・沖縄：平成２６年６月１日（日）   参加者２８名 

・大阪：平成２６年７月２７日（日） 参加者１４１名 

・旭川：平成２６年８月３０日（土）  参加者２６名 

・甲府：平成２６年１０月２６日（日） 参加者３５名 

・東京：平成２７年１月２５日（日） 参加者１４４名 

内容：ボランティアについて、活動事例紹介、香りのクラフト作り、参加者交流会 

 

２．学術研究事業の推進  

 

① 協会研究事業の企画・実施 

 平成２６年度協会研究事業として下記２件の共同研究を実施 

・テーマ：精油の香りが、小学生の集中力及び心の安定度に及ぼす影響  

・テーマ：女性の不定愁訴を緩和し得るエストロゲン・テストステロンを増加させる精



 

油の探索 

共同研究：長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科神経機能学分野 篠原一之教授 

 

② 研究支援制度の運営 

 平成２６年度研究支援制度 

・申請年５件、採択決定４件 

 

③ 「第２１回専門セミナー」の実施 

 開催日：東京 平成２６年８月３１日（日） 

      大阪 平成２６年９月６日（土） 

 会 場：東京 東京国際フォーラム ホールB7（東京都千代田区） 

      大阪 大阪国際会議場 イベントホールAB（大阪府大阪市） 

 テーマ：「アロマテラピーと一次予防を考える」 

講演①：「精油の香りによる自律神経と生理機能の変化」 

大阪大学名誉教授 永井克也氏 

講演②：「精油による認知症予防」 

鳥取大学医学部教授 浦上克哉氏 

参加者：東京９０１名、大阪４９１名 

 

④ 「第１７回アロマテラピーシンポジウム」の実施 

 開催日：平成２７年３月２９日（日） 

 会 場：東京国際フォーラム ホールB7（東京都千代田区） 

 テーマ：「アロマテラピーと一次予防を考える ～輝く明日のための『睡眠』～」 

講演①：「輝く明日のための睡眠とは」 

     杏林大学医学部教授 古賀良彦氏 

講演②：「ストレス、睡眠障害に対するアロマテラピーの効果」 

     明治国際医療大学附属統合医療センター教授 今西二郎氏 

講演③：「アロマテラピー最新研究」 

     AEAJ常任理事、学術・精油委員会委員長 熊谷千津 

講演④：「アロマセラピストとしてサロンで行った研究報告」 

     AEAJ認定アロマセラピスト 小川佳苗氏  

 参加者：６５５名 

 

 ⑤ 精油に関する勉強会の実施 

開催日：平成２６年１１月１９日（水） 

会 場：TKP東京駅前カンファレンスセンター（東京都中央区） 

講演①：「アロマ市場と関連法規の最新動向」 行政書士  小林泰三氏 

講演②：「わかりやすく解説！アロマテラピーの最新研究 

    ～ここまで解ってきた精油の効用～」 

     AEAJ常任理事、学術・精油委員会委員長  熊谷千津 

 参加者：法人正会員関係者 ３４社 ５３名 

 

 



 

⑥ 「アロマテラピー学雑誌 第１５巻第１号」の編集発行（平成２７年３月３１日発行） 

アロマテラピー学雑誌編集委員会の審査を経て本号に掲載された論文は、原著論文１２

本、研究ノート２本（内、当協会の研究助成金制度及び研究支援制度による助成を受け

て実施された研究の論文は７本、委託により実施された研究の論文は５本）。 

 

⑦ 学術情報、知見の調査収集及び発信 

文献調査部会を設置し、アロマテラピー研究論文の調査収集活動を実施。 

有益な学術論文・データは、AEAJ公式サイト「アロマ研究室」やAEAJ機関誌「アロマ最

新研究」「精油図鑑」に掲載するとともに、プレスリリースによる情報発信を実施。 

 

⑧ 「AEAJ表示基準適合精油」認定制度の運営 

 平成２６年度 認定実績：新規８ブランド 

 

⑨ 他団体との学術交流の推進 

 （公社）におい・かおり環境協会等の学術団体との交流を実施。 

 

３．広報事業の推進 

 

① 協会及び協会活動の PR広報の企画・推進 

 パブリシティ活動の一環として、プレスリリースの配信（年間１５件）及びメディアキ

ャラバンを実施し、各種メディアへの記事露出を獲得。 

＜内容＞  

  ・アロマテラピーに関する学術研究情報 

  ・アロマテラピー活用法に関する提案及び安全な使用方法に関する啓発 

  ・各種協会イベント、キャンペーンなどの告知 

 

 WEBサイト「Yahoo！ヘルスケア」にアロマ活用法の記事を連載（年間２１本掲載） 

       

② 協会のコーポレートアイデンティティ及びコーポレートブランディングに係る企画・推進 

  各種リーフレット等の広報ツールの制作 

 AEAJ ビジュアル・アイデンティティマニュアルの改訂 

 

③ 機関誌の編集・発行 

 年間４号を発行 (第７２号～第７５号) 

 

④ AEAJ公式サイト上での WEB広報の強化推進 

「アロマの日」特設サイト、アロマテラピー検定特設サイト、「運動にアロマを」特設サ

イト等の開設を含め、AEAJ公式サイト上での広報活動を強化。 

AEAJ公式 Facebookの運営 

・平成２７年３月末現在ファン数：１７，５９７名（前年度末比１０，１５４名増加） 

 

 ⑤ メール配信サービスの実施 

AEAJメールマガジンの配信 （イベント情報、資格情報、アロマ情報など計１４回） 



 

環境カオリスタメールマガジンの配信（環境カオリスタ関連情報 計２回） 

 

⑥ アロマテラピー検定の広告宣伝の企画・実施 

アロマテラピー検定 PRプロモーション施策の企画・実施 

 ・特設サイトの企画・制作 

 ・店頭ポスター、チラシなど各種広報ツールの企画・制作  

 ・交通広告（公共交通機関の車内広告等）・雑誌広告・WEB広告 

 

⑦ アロマセラピスト他上位資格の PR広報活動の企画・実施 

 特設サイト「アロマの現場」インタビュー公開（年間２３本掲載） 

 広報ツール「アロマテラピー ステップアップガイド」の制作・配布 

 

 ⑧ 「運動にアロマを」キャンペーンの実施 （平成２７年２月１９日～３月４日） 

 アロマ活用啓発プロモーション施策の一環として、運動へのアロマの活用法を提案、紹

介する取組み「運動にアロマを」キャンペーンを実施。 

 ・４０代の一般女性を対象とした「運動にアロマ」意識・実態調査の実施 

 ・特設サイト「運動にアロマを」の開設 

 ・リーフレット、POP、ポスターなどの広報ツールの制作 

 ・全国の法人正会員のショップ・サロンにて、キャンペーンにちなんだセール、イベン

トなどを実施 

 

 ⑨ 会員特典及び活動サポート制度に関する情報の周知強化のための広報ツールの制作 

  「会員サービスガイド」の制作（リニューアル） 

  「会員優遇サービス提供店一覧」リーフレットの制作（新規） 

  「会員優遇サービス提供店」ステッカーの制作（新規） 

   

４．資格教育事業の推進 

 

（１）資格制度 

① アロマテラピー検定１級・２級の試験実施及び資格認定 

  第３０回アロマテラピー検定試験（１級・２級）の実施 

・実施日：平成２６年５月１１日（日） 

・実施都市：３４都市 

・受験申込数：１５，４５３名(１級・２級計) 

 

 第３１回アロマテラピー検定試験（１・２級）の実施 

・実施日：平成２６年１１月２日（日） 

・実施都市：３４都市 

・受験申込数：１６，８１９名(１級・２級計) 

 

② アロマテラピーアドバイザー認定講習会の実施及び資格認定 

 第３０回アロマテラピーアドバイザー認定講習会の実施 

・実施日：平成２６年８月３日（日） 



 

・実施都市：１５都市 

・受講申込数：１，０５５名 

 

 第３１回アロマテラピーアドバイザー認定講習会の実施 

・実施日：平成２７年２月８日（日） 

・実施都市：１５都市 

・受講申込者数：９２４名 

 

③ アロマテラピーインストラクター資格試験の実施及び資格認定 

 第３４回アロマテラピーインストラクター試験の実施 

・実施日：平成２６年９月２８日（日） 

・実施都市：１５都市 

・受験申込者数：３，１７６名 

 

 第３５回アロマテラピーインストラクター試験の実施 

・実施日：平成２７年３月２２日（日） 

・実施都市：１５都市 

・受験申込者数：１，０８１名 

 

④ アロマセラピスト学科試験・実技試験・カルテ審査の実施及び資格認定 

 第３０回アロマセラピスト学科試験の実施 

・実施日：平成２６年５月２５日（日） 

・実施都市：１０都市 

・受験申込者数：１，１３６名 

 

 第３１回アロマセラピスト学科試験の実施 

・実施日：平成２６年１１月２３日（日） 

・実施都市：１０都市 

・受験申込者数：１，１７１名 

 

⑤ その他資格制度に関する事項の企画・推進 

 

（２）認定スクール制度 

① 認定スクール申請の審査及び認定の実施 

 第２９期認定の実施（平成２６年４月受付） 

 第３０期認定の実施（平成２６年１０月受付） 

 

② 認定スクールに関する事項の企画・推進 

 第１回認定スクールセミナーの実施 

・テーマ：スクールの問題解決に役立つロジカルシンキング（講師：橋本 尚久氏） 

スクール受講者を安定的に増やすための集客セミナー（講師：五十嵐 和也氏） 

・実施都市：東京、大阪 

・実施日：東京 平成２６年１０月２７日（月）、大阪 平成２６年１１月１０日（月） 



 

・参加者数：東京９４名、大阪６１名 

 

（３）資格制度・認定スクール制度の推進 

① 「トリートメント実技試験」登録試験官講習会の実施 

・第３回「トリートメント実技試験」登録試験官講習会 

大阪 平成２６年６月３日(火)、東京 平成２６年６月１０日(火) 

 

② カルテ指導会の実施  

札幌  平成２６年１０月 ３日(金)、福岡 平成２６年１０月１７日(金) 

名古屋 平成２６年１１月２０日(木)、大阪 平成２６年１１月２７日(木) 

東京  平成２６年１２月 ４日(木) 

 

③ 認定スクールにおけるアロマテラピーアドバイザー認定講習会開講の実施 

・アロマテラピーアドバイザー認定講習会への認定スクール関係者聴講の実施 

 

④ その他制度改正に関する事項の企画・推進 

 

（４）資格者支援のための企画・実施 

 ① 動画配信サービス 「アロマチャンネル」 

平成２６年度公開番組(１６件) 

・カルテ指導会 制度改正と「カルテ作成指導」・「カルテ演習」【スクール向け】 

・アロマセラピストのためのコミュニケーション法【会員向け】 

・実技モデルケース【スクール向け】 

・ホリスティック・メンタルヘルス【会員向け】 

・ケイ武居の実践！ボディと相性の良いフェイスタッチ【会員向け】 

・スクール受講者を安定的に増やすための集客セミナー【会員・スクール向け】 

・「アロマの日」記念トークイベント２０１４ 

アロマはいつだって、わたしの味方 ～脳科学でひもとく、香りと心のつながり～【会員向け】 

・アロマテラピー最新研究 【会員向け】 

・アロマセミナー２０１４ in鹿児島【会員向け】 等 

 

② 資格者支援フォローアップセミナー（イン・セラ対象） 

 第３回フォローアップセミナー 

・テーマ：ホリスティック・メンタルヘルス 

・講師：降矢 英成氏 

・実施日：平成２６年８月２５日（月） 

・実施都市：東京 

・参加者数：１７４名 

 

 第４回フォローアップセミナー 

・テーマ：「ケイ武居の実践！ボディと相性の良いフェイスタッチ」 

～基礎情報とすぐに役に立つ簡単技術～ 

・講師：ケイ 武居氏 



 

・実施日：平成２６年９月２５日（木） 

・実施都市：東京 

・参加者数：１６４名 

 

 第５回フォローアップセミナー 

・テーマ：精油の有効性・安全性と最近のトピックス 

・講師：林 眞一郎氏 

・実施日：平成２７年２月２４日（火） 

・実施都市：東京 

・参加者数：１５６名 

 

 第６回フォローアップセミナー 

・テーマ：漢方アロマテラピートリートメント～ツボに精油を塗るとどんな変化が起こるのか？～ 

・講師：橋本 和也氏 

・実施日：平成２７年３月２日（月） 

・実施都市：大阪 

・参加者数：１７４名 

 

５．催事の企画運営等 

 

（１）「アロマの日」記念企画 

① 第１３回「アロマの日」の普及広報活動の実施 

 主 催：（公社）日本アロマ環境協会内「アロマの日」実行委員会 

 後 援：環境省、（公社）におい・かおり環境協会、英国大使館等７カ国の大使館 

 統一テーマ：『Girls Be Aromatic！』アロマはいつだって、わたしの味方 

広報・広告：新聞広告、交通広告、WEB広告、プレスリリース、テレビ番組タイアップ 

 

② 「アロマの日」記念トークイベントの企画・実施 

 開催日：平成２６年１１月３日（月・祝） 

 会 場：よみうりホール（東京都千代田区） 

 内 容： 

・トークショー： 「松島花のアロマな日々とキレイのひみつ」 

  ゲスト：松島 花氏（モデル・女優） 

・トークセッション：「アロマはいつだって、わたしの味方 

       ～脳科学でひもとく、香りと心のつながり～」 

パネラー：中野 信子氏（脳科学者）、栗山 貴美子氏（AEAJ認定アロマセラピスト） 

 参加者：７６８名 

 

③ 「アロマテラピーフェア２０１４」の企画・実施 

 期 間：平成２６年１０月２９日（水）～１１月４日（火） 

 会 場：プランタン銀座本館５Fエスパース・プランタン及び１F正面口（東京都中央区） 

 主 催：（公社）日本アロマ環境協会内「アロマの日」実行委員会 

 共 催：（株）プランタン銀座 



 

 内 容： 

・アロマ関連商品の販売（出店企業２９社） 

・アロマテラピーセミナー開催(７日間４０講座)、アロマテラピーミニ体験コーナー 

・プランタン銀座本館１F正面入口展示 

ラベンダーはさがけ展示、精油蒸留デモンストレーション他 

 

④ 「アロマウィーク２０１４」の実施 

 期 間：平成２６年１０月２９日（水）～１１月４日（火） 

 内 容：アロマライフ応援キャンペーンの実施 

全国のAEAJ会員のショップ、スクール、サロンにて、「アロマの日」にちなんだセ

ール、イベントやセミナーなどを実施。法人・個人あわせて２１１の会員が参加

（実施拠点数４１３箇所） 

 

（２）会員向け企画他 

① 「第１７回会員のつどい アロマフェスタ２０１５」の開催 

 開催日：東京：平成２７年２月１５日（日） 

大阪：平成２７年２月２２日（日） 

 会 場：東京：東京国際フォーラム展示ホール１・２（東京都千代田区） 

大阪：グランキューブ大阪（大阪国際会議場）イベントホール（大阪府大阪市） 

 内 容： 

＜セミナー会場＞ 

・セミナー１：「現代医療と自然療法の融合～ハーブの可能性を探る～」 

講師：入谷 栄一氏（いりたに内科クリニック院長） 

・セミナー２：「アロマある暮らしの提案～香りの旅は終わらない～」 

講師：佐々木 薫氏（AEAJ資格教育委員） 

・カフェタイム：軽食を提供 

＜セール会場＞ 

・会員感謝セール（出店法人：東京４５社、大阪３２社） 

・AEAJブース設置（広報物やパネル展示、アロマクラフト展示など） 

 来場者（セール会場のみの来場者を含む）：東京２，７８９名、大阪１，４５２名 

 

② 地区イベント「アロマセミナー２０１４」の開催 

札幌：平成２６年７月１３日（日）TKPガーデンシティ札幌（参加者：２０２名） 

・セミナー①「心と体に響くタッチングテクニック」 

講師：中安 一成氏 

・セミナー②「他分野に活かす「香り」の価値を伝える」 

講師：平野 佐和氏 

仙台：平成２６年７月６日（日） TKPガーデンシティ仙台 （参加者：２０３名） 

・セミナー①「女性トップアスリートへの、アロマセラピストとしての取り組み」 

講師：下川路 さやか氏 

・セミナー②「日本の精油の魅力～その研究情報と活用法～」 

講師：村上 志緒氏 

新潟：平成２６年５月３１日（土） 朱鷺メッセ （参加者：８７名） 



 

・セミナー①「自然治癒力を高める呼吸・睡眠法！～今日からできる、簡単セルフケ

ア～」 

講師：橋本 和也氏 

・セミナー②「アロマでトータルビューティー」 

講師：羽鳥 冬子氏 

金沢：平成２６年６月２８日（土）金沢勤労者プラザ （参加者：８３名） 

・セミナー①「植物の力でやさしいメンタルコンディショニング」 

講師：松尾 祥子氏 

・セミナー②「香りの手作りスキンケア」  

講師：手島 佐枝子氏 

名古屋：平成２６年１０月１３日（月・祝） 名古屋国際会議場（参加者：２８３名） 

・セミナー①「健康維持に関わる植物の香り」 

講師：谷田貝 光克氏 

・セミナー②「輝く女性のアロマライフ」 

講師：佐佐木 景子氏 

＜同時開催＞ アロマグッズ特別割引セール 

・出店法人正会員企業：２１社 

・来場者：セール会場のみの来場者含め、７８３名 

広島：平成２６年１２月１３日（土） 広島国際会議場 （参加者：１７９名） 

・セミナー①「アロマセラピストからランナーに向けたスポーツアロマ」 

講師：神﨑 貴子氏 

・セミナー②「香りの植物ハーブで五感を磨く！バラづくしのハーバルセミナー」  

講師：榊田 千佳子氏 

松山：平成２６年８月２４日（日）ひめぎんホール （参加者：６６名） 

・セミナー①「家庭でできる高齢者のためのアロマテラピー」  

講師：西村 真理子氏 

・セミナー②「アロマで楽しむ美肌ケア～簡単セルフケアのヒント～」 

講師：野松 慶子氏 

福岡：平成２６年６月１５日（日） 福岡ファッションビル（参加者：３０７名） 

・セミナー①「メンタルヘルス・心のケアの基本と植物療法」  

講師：降矢 英成氏 

・セミナー②「アーユルヴェーダでアンチエイジング」  

講師：西川 眞知子氏 

鹿児島：平成２６年１１月１５日（土）NCサンプラザ（参加者：１１７名） 

・セミナー①「女性のライフサイクルにそったセルフケア」  

講師：橋口 玲子氏 

・セミナー②「香料と調香（ブレンド）について～調香（ブレンド）の方法と実体験～」 

講師：堀田 龍志氏 

沖縄：平成２６年１２月７日（日）沖縄コンベンションセンター（参加者：９９名） 

・セミナー①「栗山貴美子のビューティレッスン～美人を作る５つの掟～」  

講師：栗山 貴美子氏 

・セミナー②「スタイリッシュなアロマクラフト作り！」  

講師：神本 美智子氏 



 

 

③ 「SAITAMA Smile Women フェスタ２０１４」への出展 

開催日：平成２６年９月１３日（土）・１４日（日） 

会 場：さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ（埼玉県さいたま市） 

主 催：SAITAMA  Smile Womenフェスタ実行委員会（埼玉県他地元団体等で構成） 

内 容：①アロマ体験ワークショップ（参加者：約３，２００名） 

・ハンドトリートメント体験、バスソルト作り等 

②ミニセミナー 

・アロマクラフト作り、アロマの資格活用セミナーの開催 

 

 ④ 「柏の葉公園オータムフェスタ２０１４」への出展 

   開催日：平成２６年１０月１８日（土）・１９日(日) 

   会 場：県立柏の葉公園（千葉県柏市） 

   主 催：千葉県立柏の葉公園指定管理者 柏の葉みどりの公園グループ 

   内 容：香りのスタンプラリー、バスソルト作り 

   参加者：約１，２００名 

 

 ⑤ 「北総花の丘公園クリスマスフェスタ２０１４」への出展 

   開催日：平成２６年１２月６日（土）・７日（日） 

   会 場：千葉県立北総花の丘公園（千葉県印西市） 

   主 催：（一財）千葉県まちづくり公社（北総花の丘公園指定管理者） 

   内 容：バスソルト作り、ハンドトリートメント体験 

   参加者：約２５０名 

 

 ⑥ 会津アロマツアー「会津の伝統工芸と香りを楽しむ２日間」の実施 

   実施日：平成２６年６月７日（土）・８日（日） 

   内 容：イメージフレグランスコンテスト関連イベントとして実施 

・会津名所の見学・伝統工芸体験 

・フレグランス作りセミナー（猪苗代ハーブ園） 

   参加者：１２名 

 

 ⑦ 「会津田島祇園祭」への出展 

   実施日：平成２６年７月２２日（火）・２３日（水） 

   内 容：イメージフレグランスコンテスト関連イベントとして実施 

       ・「会津のイメージ」投票アンケート、香りのうちわ、受賞作品展示 

   参加者：約２６０名 

 

６．東日本大震災復興支援プロジェクトの推進 

 

① 協会主催によるアロマテラピーボランティア活動の実施 

 活動内容：会員からボランティアを募り、現地に出向き、ハンドトリートメント、香り

の折り紙・うちわ、アロマスプレー、ハーブティーの提供などのボランティア

活動を実施。 



 

 活動実績：計３回、カッコ内は参加会員数 

・平成２６年６月１４日（土）・１５日（日） 

宮城県東松島市コミュニティセンター 

NPO法人ベビースマイル石巻主催のイベントに出展 （１８名） 

・平成２６年７月１２日（土）・１３日（日） 

宮城県石巻市内仮設住宅３か所 （ボランティア支援部会及び事務局職員） 

・平成２６年８月９日（土）・１０日（日） 

福島県会津若松市内仮設住宅４か所（２６名） 

 

② 会員によるアロマテラピーボランティア活動の支援 

 会員のアロマテラピーボランティア活動支援制度を設けて材料費の助成を実施。 

平成２６年度適用実績：２５件 

 

７．試験問題関係 

 

① アロマテラピー検定、アロマテラピーインストラクター資格試験、アロマセラピスト学

科試験の試験問題の作成・採点・管理 

② 制度改正後の新試験に対応した試験問題の見直し 

 

８．その他 

 

① アロマテラピー賠償責任補償制度の運営 

 個人正会員を対象に、アロマテラピー活動中に生じた他人に対する事故から PL 事故まで

をカバーする AEAJ独自の賠償責任補償制度を運営。（入会・更新時に自動加入） 

 

② 求人情報メール配信サービス及び求人情報の WEB掲載 

 有資格者支援サービスの一環として、アロマテラピーアドバイザー、アロマテラピーイ

ンストラクター及びアロマセラピスト資格取得者をお探しの企業・団体等から寄せられ

る求人情報のメール配信サービスを実施。 

平成２６年度配信実績：３６９件   のべ１８１，５５７名 

 会員企業から寄せられたアロマテラピーに関する求人情報を WEBサイトにおいて掲載。 

平成２６年度掲載実績：３４１件  

 

③ 新年賀詞交歓会の開催 

 開催日：平成２７年１月１４日（水） 

 会 場：学士会館（東京都千代田区） 

 参加者：協会関係者、環境省関係者、招待者 合計１８６名 

 

Ⅲ．定例会及び委員会 

 

１．平成２６年度（第３回）定時総会 

 日 時：平成２６年６月２２日（日）１３：３０～１５：００ 

 会 場：学士会館（東京都千代田区） 



 

 出席数：社員総数２５１名中１７１名出席 

（うち書面表決１４６名、委任出席１名、会場出席２４名) 

２．理事会(６回) 

  ・第１回臨時理事会 ：平成２６年 ５月１９日（月） 

  ・第１回定例理事会 ：平成２６年 ６月２２日（日） 

  ・第２回臨時理事会 ：平成２６年 ６月２２日（日） 

  ・第２回定例理事会 ：平成２６年 ９月 １日（月） 

  ・第３回定例理事会 ：平成２６年１２月 １日（月） 

  ・第４回定例理事会 ：平成２７年 ３月１６日（月） 

 

３．委員会 

・ 基本戦略委員会： 宇田川 僚一 委員長 （開催回数：４回） 

・ 総務委員会： 加藤 正男 委員長  （開催回数：１回） 

・ 環境カオリスタ委員会： 藤田 成吉 委員長  （開催回数：２回） 

・ 学術・精油委員会： 熊谷 千津 委員長  （開催回数：３回） 

・ 企画広報委員会： 荻原 哲也 委員長  （開催回数：２回） 

・ 資格教育委員会： 塚田 弘行 委員長  （開催回数：４回） 

・ 試験問題委員会： 加藤 正男 委員長 

 

Ⅳ．会員数・認定関係 （平成２７年３月３１日現在） 

 

１．会員数 

 ① 個人正会員 ５７，２７８名  

（更新：５２，６３０名、更新率９０.７％、新規：４，６４８名）  

  ② 法人正会員    ２８１社  

 （更新：２６５社、新規：１６社）  

  ③ 法人登録会員 １，８１６名  

 

２．各資格認定者数（累計） 

① アロマテラピー検定試験合格者数         ３２９，３５０名 

１級：２３７，６８２名、２級：９１，６６８名 

② アロマテラピーアドバイザー認定者数     １０８，８３７名 

③ アロマテラピーインストラクター認定者数    ２７，４５５名 

④ アロマセラピスト認定者数             ８，９３９名 

⑤ 環境カオリスタ検定合格者数           ２７，１２７名 

  

３．認定教室・認定校 

① 認定教室（アロマテラピーアドバイザー）     ６１５教室 

  ② 認定校                     １７８校 

     内、アロマテラピーアドバイザー認定校     １７６校 

アロマテラピーインストラクター認定校   １７０校 

アロマセラピスト認定校          １４６校 

 



 

 

４．AEAJ表示基準適合認定精油 

  ５３社 ６９ブランド 

 

５．協会イベントにおける有資格者の活動機会の創出実績 

協会イベントの協力スタッフ（クラフト作り、ハンドトリートメント他）として、２１８

名の方に参加していただきました。 

 

 


