
 

(第１号報告) 

 平成２７年度 事業報告書 

 

Ⅰ．概況報告 

 

平成２７年度の日本経済は、新興国経済の減速や原油価格下落により基調としては緩やかな

回復となりました。また、企業の有効求人倍率は高水準となっていることから、資格取得意識

の低下とともに、協会の資格受験者数の伸び悩み傾向が顕在化するなど、協会を取り巻く環境

も予断を許さない状況となっています。 

こうした中にあって、当協会は、引き続き公益法人として、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、アロマテラピーの

魅力の再構築を図ることを主軸に、会員の活動支援やサービスの充実、学術情報の収集・発信、

協会認知度向上のための活動に注力いたしました。また、アロマテラピーの活動の場をさらに

広げるため、平成２８年度スタートに向けて新たな「専科制度」を推進いたしました。 

 

以下、平成２７年度の事業活動の概況につき、ご報告申し上げます。 

 

（１）環境保全、とりわけアロマ環境の保全・創出に寄与する取り組み 

環境カオリスタ検定の実施及び「みどり香るまちづくり」企画コンテストの共催、阿波踊

りなど「徳島」をテーマとしたＡＥＡＪイメージフレグランスコンテストの実施など環境へ

の取り組みのほか、全国の小中学校および高等学校において香育活動を実施いたしました。 

 

（２）アロマテラピーの魅力の再構築と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、認定スクール制度の運営、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、アロマテラピーの普及促進と専門人材の育成に係る事業を実施しました。 

特に、平成２７年度においては、アロマテラピーの魅力である「精油の香り」と「タッチ

ング・トリートメント」に関して、精油の香りの楽しみ方を深化させるアロマブレンドデザ

イナー資格及び人の手による触れ合い・温もりをアロマハンドトリートメントとして体験し

広く普及を図るアロマハンドセラピスト資格を創設いたしました。 

さらに、アロマテラピー資格の魅力化のため、アロマテラピー検定公式テキストの大幅な

改訂を実施いたしました。１級テキストは「アロマテラピーを知る」、２級テキストは「ア

ロマテラピーを楽しむ」をそれぞれコンセプトとして構成の見直しや内容の整理を行いまし

た。 

また、学術研究事業においては、研究機関との共同研究を推進したほか、内閣府革新的研

究開発推進プログラム（ＩｍＰＡＣＴ）「脳情報の可視化と制御による活力溢れる生活の実

現」の「Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ Ｂｒａｉｎチャレンジ」への研究提案が入選となりました。

その他、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普及啓発に努めました。 

 

（３）会員ニーズへの対応、サービス及びスキルアップの支援・見える化 

アロマテラピー賠償保険、香育活動支援、ボランティア活動支援制度のさらなる充実を図



 

るとともに、ＡＥＡＪ動画配信サービスの充実や、資格者のスキルアップのためのフォロー

アップセミナーを実施しました。また、機関誌ＡＥＡＪの一層の充実を図るとともに、公式

サイトをより魅力化するため、平成２８年６月を目途にリニューアル作業を行いました。 

さらに、会員へのさまざまな情報提供サービスの強化を図り、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。また、サロン予約サイトとの提携等による会員サービスの充実を図りました。 

 

（４）協会ＰＲ広報活動の積極推進 

アロマ環境及びアロマテラピーの普及に係る公益社団法人として、適切な情報を発信して

いくこととし、協会の認知度向上もあわせ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やプレスリリースの配信など、パブリシティ活動にも

注力し、テレビ、新聞、ソーシャルメディアなどのメディアで数多くの記事露出にもつなが

りました。 

また、上位資格広報特設サイト「アロマの現場」のインタビュー掲載、「アロマの日」、「香

育の日」など各種キャンペーンでの特設サイトの開設、公式ｆａｃｅｂｏｏｋの運営など、

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２７年度受験者数：１，５４５名 

 

② 環境カオリスタ交流イベントの企画・実施 

「カオリスタ香りのガーデン」秋の植栽＆ミニハーブセミナーの実施 

・平成２７年１０月１４日（水） 港区立芝公園（東京都港区） 

 

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ｆａｃｅ

ｂｏｏｋ」の管理・運営 

 

（２）環境イベントの開催 

① 第１０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：２３件の応募があり、環境大臣賞の「Ｈｅａｌｉｎｇ Ｆｅｅｌｉｎｇ Ｇａ

ｒｄｅｎ 癒しの庭」、日本アロマ環境協会賞の「日本一のハンカチツリー並

木と国蝶オオムラサキが舞う香りの森づくり」など９点の受賞企画が決定。

また、企画コンテスト１０周年を記念して、過去の受賞企画５３件のうち、

同コンテスト受賞後、特に積極的に継続し発展されている優良な取組として

平成２４年度環境大臣賞を受賞した「香りでつながる共生社会」１点を「み

どり香るまち」大賞として表彰した。 

 

② 「ＡＥＡＪイメージフレグランスコンテスト２０１５」の企画・運営 

主 催：（公社）日本アロマ環境協会 

後 援：環境省、徳島県、（一財）徳島県観光協会、徳島新聞社 

内 容：「徳島」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：１７８点の応募があり、環境大臣賞の「阿波藍ブルー」など５点の受賞作品

が決定。 

表彰式：平成２７年１１月２９日（日） ブライダルコアときわホール（徳島県徳島市）に

おいて、表彰式を実施、また、会場でアロマテラピー体験コーナーと投票コーナ

ー（あなたが選ぶ徳島の香り）を設置。 

 

③「第４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、７８件の応募の中から、環境大臣賞、農林水

産大臣賞など９件の受賞活動が選ばれた。 

 

④「エコプロダクツ２０１５」への出展 

開催日：平成２７年１２月１０日（木）～１２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 

        サシェ作り参加者：１,１３２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２７年７月２９日（水）・３０日（木） 

   会 場：環境省 

   内 容：・植物の香り体験コーナー（常設） 

・「環境カオリスタと学ぼう！～アロマテラピー体験～」（３０日） 

 

⑥ 北海道下川町との連携 

   友好・交流協定を結んでいる北海道下川町との連携を引き続き推進した。機関誌ＡＥＡ



 

Ｊで下川町の「森と生きる」取り組みを地域創生レポートとして紹介したほか、協会イベ

ントでの下川町の紹介展示、地区イベントにおいて関係セミナーを実施した。 

 

（３）香育普及の推進 

① 会員のＡＥＡＪ学校香育サポート制度の運営 

 平成２７年度実績： 

・実施校数：全国の公立・私立の小中高等学校 １２６校 

・ＡＥＡＪ支援実施回数：２８１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 ５月１９日「香育の日」記念キャンペーンの実施 

 平成２７年４月２５日（土）から５月３１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、ＡＥＡＪ認定スクール協賛によるキャンペーンイ

ベントを全国で実施。 

 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９７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２７年度適用実績：２２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 

・高崎：平成２７年 ６月 ７日（日） 参加者３６名 

・大阪：平成２７年 ７月１２日（日） 参加者６５名 

・大分：平成２７年 ８月２３日（日） 参加者２３名 

・静岡：平成２７年１０月 ４日（日） 参加者２９名 

・東京：平成２８年 １月２４日（日） 参加者１５４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２７年度協会研究事業として下記の共同研究を実施 

・テーマ：女性に幸福感をもたらしコミュニケーション力を高めるのに効果的な幸福

（愛情）ホルモン （オキシトシン）の増加作用を有する精油の探索 

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 

     

・内閣府革新的研究開発推進プログラム（ＩｍＰＡＣＴ）「脳情報の可視化と制御によ

る活力溢れる生活の実現」の「Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ Ｂｒａｉｎチャレンジ」にお



 

いて、ユズ精油に関する研究計画を提出し、入選 

     入選テーマ：ユズ精油の嗅覚刺激が脳の認知機能に及ぼす影響 

 

② 研究調査・施術報告サポート制度（旧：研究支援制度）の運営 

 平成２７年度研究調査・施術報告サポート制度 

・申請１件、採択決定０件 

 

③ 「第２２回専門セミナー」の実施 

 開催日：大阪 平成２７年８月３０日（日） 

      東京 平成２７年９月 ５日（土） 

 会 場：大阪 大阪国際会議場 イベントホールＡＢ（大阪府大阪市） 

      東京 よみうりホール（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 ～うつとアロマテラピー～」 

講演①：「うつとアロマテラピー」 

三重大学医学部 看護学科 教授 小森 照久氏 

講演②：「ストレスと脳疲労、香りの効果」 

藍野大学医療保健学部 臨床工学科 学科長・教授 外池 光雄氏 

参加者：東京６６０名、大阪４６５名 

 

④ 「第１８回アロマテラピーシンポジウム」の実施 

 開催日：平成２８年３月１３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：「美しさをひきだすアロマテラピー・植物療法」 

講演①：「皮膚は心を映し出す」 

     東邦大学医療センター大森病院皮膚科 教授 関東 裕美氏 

講演②：「季節と肌の“旬”を捉えた“１年６季”のスキンケア」 

     ＡＥＡＪ理事、（株）カネボウ化粧品 美容研究所  

顧問 健康美容研究所管 島上 和則氏 

講演③：「美をひきだす植物療法～その研究情報と活用法～」 

     ＡＥＡＪ学術・精油委員、（株）トトラボ 代表 村上 志緒氏 

 参加者：６３３名 

 

 ⑤ 法人正会員向けセミナー「精油の取り扱いと医薬品医療機器等法・景品表示法」 

開催日：平成２８年３月２４日（木） 

会 場：ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター（東京都中央区） 

テーマ：「精油の取り扱いと医薬品医療機器等法・景品表示法～ショップ・スクール・

サロンでの実務に対応～」 

講 師：吉田 武史氏（行政書士・薬剤師・薬学修士・ＡＥＡＪ認定アロマテラピーア

ドバイザー）  

 参加者：法人正会員関係者 ２１社 ３２名 

 

⑥ 「アロマテラピー学雑誌 第１６巻 第１号・第２号」の編集発行 

・平成２７年度より日本最大級の総合電子ジャーナルのプラットフォームである「Ｊ-



 

ＳＴＡＧＥ」にて電子公開を開始した（第１６巻 第１号／平成２７年９月３０日発

行、第１６巻 第２号／平成２８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４

本、研究ノート２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」や機関誌『ＡＥＡＪ』

「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２７年度 認定実績：新規４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１２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(年間約６００件)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１０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 

  各種パンフレットなど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７６号～第７９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２８年３月末現在ファン数：２３，９６７名（前年度末比６，３７０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１３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 

 ・広報ツール「仕事にアロマを活かそう」の企画・制作 

 

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１３本掲載） 

広報ツール「専科資格のご案内」「アロマテラピー ステップアップガイド」の制作・

配布 

 

 ⑧ 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」パンフレットの制作（リニューアル） 

  公式サイト内「会員優遇サービス提供店」の改修 

  

 ⑨ 協会設立２０周年記念冊子「アロマテラピーとＡＥＡＪの歩み １９９６－２０１６」

を編集、発行 

 

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３２回アロマテラピー検定試験（１級・２級）の実施 

・実施日：平成２７年５月１０日（日） 

・実施都市：３４都市 

・受験申込件数：１５，０４４件（１級・２級合計） 

 

 第３３回アロマテラピー検定試験（１・２級）の実施 

・実施日：平成２７年１１月１日（日） 

・実施都市：３４都市 

・受験申込件数：１４，６８５件（１級・２級合計） 

 

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３２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８月２日（日） 

・実施都市：１５都市 

・受講申込数：１，０１５名 

 

 



 

 第３３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２８年２月１４日（日） 

・実施都市：１５都市 

・受講申込者数：９９６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３６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９月２７日（日） 

・実施都市：１５都市 

・受験申込者数：１，１９３名 

 

 第３７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２８年３月２７日（日） 

・実施都市：１５都市 

・受験申込者数：９７５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３２回アロマセラピスト学科試験の実施 

・実施日：平成２７年５月２４日（日） 

・実施都市：１０都市 

・受験申込者数：４８７名 

 

 第３３回アロマセラピスト学科試験の実施 

・実施日：平成２７年１１月２２日（日） 

・実施都市：１０都市 

・受験申込者数：５１５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３１期認定の実施（平成２７年 ４月受付） 

 第３２期認定の実施（平成２７年１０月受付） 

 

② 認定スクールに関する事項の企画・推進 

 第２回認定スクールセミナーの実施 

・テーマ：受講者やお客様の心をつかむコミュニケーションのコツ 

・講師：及川 あゆ里氏 

・実施都市：東京 

・実施日：平成２７年１１月２６日（木） 

・参加者数：３９名 

 

 



 

（３）資格制度・認定スクール制度の推進 

① 上位資格公式テキスト作成（イン・セラ） 

  平成２８年１１月末発行予定 

 

② 「トリートメント実技試験」登録試験官講習会の実施 

・第４回 大阪 平成２７年 ６月 ９日(火)、東京 平成２７年６月１１日(木) 

・第５回 東京 平成２７年１２月１日(火) 

 

③ カルテ指導会・上位資格公式テキスト概要説明会の実施  

大阪 平成２８年１月２６日(火)、東京 平成２８年１月２８日(木) 

 

④ 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 

 

⑤ 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２７年度公開番組(１７件) 

・精油の有効性・安全性と最近のトピックス 

・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？～ 

・女性ホルモンと女性ライフステージ。そして自然療法 

・開業を成功させる７つのステップを教えます！ 

・現場で役立つ化学の知識 ～精油・キャリアオイル編～ 

・うつとアロマテラピー 

・ストレスと脳疲労、香りの効果 

・アロマテラピーボランティアについて  など 

 

② 資格者支援フォローアップセミナー 

 第７回フォローアップセミナー 

・テーマ：開業を成功させる７つのステップを教えます！ 

・講師：五十嵐 和也氏 

・実施日：平成２７年８月２６日（水） 

・実施都市：名古屋 

・参加者数：５４名 

 

 第８回フォローアップセミナー 

・テーマ：現場で役立つ化学の知識 ～精油・キャリアオイル編～ 

・講師：三上 杏平氏 

・実施日：平成２７年９月１６日（水） 

・実施都市：東京 

・参加者数：１９４名 



 

 第９回フォローアップセミナー 

・テーマ：好感度が上がる声・話し方で貴方の人生を切り拓く！ 

・講師：佐藤 恵氏 

・実施日：平成２８年２月１０日（水） 

・実施都市：東京 

・参加者数：２０１名 

 

 第１０回フォローアップセミナー 

・テーマ：店頭やサロンワークで取り入れたいホスピタリティーのプロ目線 

・講師：野松 慶子氏 

・実施日：平成２８年３月２５日（金） 

・実施都市：大阪 

・参加者数：６０名 

 

（５）新規資格制度の創設 

① 専科資格制度の創設 

・専科資格制度の企画（アロマブレンドデザイナー、アロマハンドセラピスト） 

・専科資格制度説明会の実施（全国５都市、全６回） 

札幌：平成２８年２月１７日（水）、東京①：平成２８年２月１９日（金） 

福岡：平成２８年２月２３日（火）、大阪：平成２８年２月２６日（金） 

名古屋：平成２８年３月１日（火）、東京②：平成２８年３月３日（木） 

・資格制度規則及び認定スクール規則の改正 

・会員データベースの改修 

・専科資格認定証・資格認定カードのデザイン作成 

・広報ツールの作成 

 

② 専科資格公式テキストの作成 

・『アロマブレンドデザイナー 公式テキスト』 

 平成２８年６月１日発行（７月１日より販売開始） 

・『アロマハンドセラピスト 公式テキスト』 

 平成２８年６月１日発行（６月 1日より販売開始） 

 

５．催事の企画運営など 

 

（１）「アロマの日」記念企画 

① 第１４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：『アロマ女子大、開講！知りたい気持ちが、花ひらく。』 

広報・広告：新聞広告、交通広告、ＷＥＢ広告、プレスリリース、テレビパブリシティ 

 

② 「アロマ女子大」ワークショップイベントの企画・実施 

 開催日：平成２７年１０月１９日（月） 



 

 会 場：ＤＡＩＫＡＮＹＡＭＡ Ｔ-ＳＩＴＥ ＧＡＲＤＥＮ ＧＡＬＬＥＲＹ 

（東京都渋谷区） 

 内 容：下記７講座を実施。 

・新米ママ学科 「アロマでもっと輝くママに」   

講師：安 めぐみ氏（タレント） 

・バスタイムビューティ学科  「アロマでビューティ習慣」  

講師：田中 マヤ氏（ビューティモデル） 

・睡眠学科 「アロマが叶える上質な眠り」  

講師：長谷川 夏美氏（スリープマスター） 

・キャンドル学科  「アロマキャンドルが誘う癒しの世界」   

講師：藤井 省吾氏（キャンドル専門家） 

・ナチュラルライフ学科 「内面からもっと華やぐアロマ」  

講師：早坂 香須子氏（ビューティディレクター・メイクアップアーティスト） 

・アート学科 「アートとアロマのふしぎな関係」  

講師：佐原 和人氏（水彩画家） 

・コミュニケーション学科 「あなたを引き出す愛されアロマ」  

講師：金子 奈緒氏（ラジオパーソナリティ・ナレーター） 

 参加者：２４４名 

 

③ 「アロマテラピーフェア２０１５」の企画・実施 

 期 間：平成２７年１０月２９日（木）～１１月４日（水） 

 会 場：プランタン銀座本館５階エスパース・プランタン及び１階正面口（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２６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１階正面入口展示 

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２０１５」の実施 

 期 間：平成２７年１０月２９日（木）～１１月４日（水） 

 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９８１名の会員

が参加（実施拠点数４０９箇所） 

 

（２）会員向け企画他 

① 「第１８回会員のつどい アロマフェスタ２０１６」の開催 

 開催日：東京：平成２８年２月２８日（日） 

大阪：平成２８年３月６日（日） 

 会 場：東京：東京国際フォーラムホールＣ、ホールＢ５・Ｂ７（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：「初心者でも楽しめるオーガニックなハーブガーデン」 

講師：小島 理恵氏（（株）Ｑ－ＧＡＲＤＥＮ 代表取締役） 

・セミナー２：「バラの香りの美学 ～野生種からモダンローズへ～」 

講師：蓬田 勝之氏（蓬田バラの香り研究所（株）所長） 

・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：東京４８社、大阪３８社） 

・ＡＥＡＪブース設置（広報物やパネル展示、イメージフレグランスコンテスト受

賞作品展示など） 

 来場者（セール会場のみの来場者を含む）：東京２，２２５名、大阪１，３２６名 

 

② 地区イベント「アロマセミナー２０１５」の開催 

札幌：平成２７年７月５日（日）北海道自治労会館（参加者：１５５名） 

・セミナー①「自宅で実践！頭皮ケアで叶える心と体のトータルケア」 

講師：久保木 み規氏 

・セミナー②「「はっか油の愉しみ」夏のシンプルボディケア・スキンケア」 

講師：前田 京子氏 

仙台：平成２７年７月２５日（土） TKPガーデンシティ仙台 （参加者：１９１名） 

・セミナー①「医療に活かすアロマテラピー～必要とされるスキル～」 

講師：小山 めぐみ氏 

・セミナー②「『エジプトと香りの歴史』自分で作るオリジナル天然香水セミナー」 

講師：内山 愛子氏 

新潟：平成２７年５月３１日（日） 朱鷺メッセ （参加者：８３名） 

・セミナー①「日本産アロマの成分と可能性」 

講師：稲本 正氏 

・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 

金沢：平成２７年６月１４日（日）金沢勤労者プラザ （参加者：８１名） 

・セミナー①「今必要とされる、アロマ空間デザイン」 

講師：片岡 郷氏 

・セミナー②「アロマを使う！ナチュラルライフのすすめ」  

講師：古後 匡子氏 

名古屋：平成２７年１０月３１日（土）デザインホール（参加者：１８０名） 

・セミナー①「ポプリとアロマ ～香しい成功の秘訣～」 

講師：熊井 明子氏 

・セミナー②「中世僧院医学からハーバリストに続く薬草学。聖ヒルデガルトの香り」 

講師：長谷川 弘江氏 

広島：平成２７年１２月１９日（土）広島健康福祉センター （参加者：６８名） 

・セミナー①「森とつながる暮らしをつくる」 

講師：麻生 翼氏 

・セミナー②「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 

松山：平成２７年７月２０日（月・祝）ひめぎんホール （参加者：６９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「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 

福岡：平成２７年６月２８日（日） 福岡ファッションビル（参加者：２４６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「女性ホルモンと女性のライフステージ。そして自然療法」  

講師：吉川 千明氏 

鹿児島：平成２７年１２月６日（日）NCサンプラザ（参加者：６６名） 

・セミナー①「やさしくひも解くアロマの世界」  

講師：野田 信三氏 

・セミナー②「お天気に合わせて香りを着替える「ウェザーアロマ」」 

講師：市丸 数馬氏 

沖縄：平成２７年１１月８日（日）沖縄コンベンションセンター（参加者：９５名） 

・セミナー①「香りで自分探し」  

講師：苑田 みほ氏  

・セミナー②「命をつなぐ植物の香りと、命と人をつなぐアタイグァー」  

講師：木村 正典氏 

 

 ③ 「青葉の森公園 わくわく・森フェスタ２０１５」への出展 

   開催日：平成２７年５月１６日（土） 

   会 場：千葉県立青葉の森公園（千葉県千葉市） 

   主 催：千葉県立青葉の森公園指定管理者 (一財)千葉県まちづくり公社 

   内 容：香りのスタンプラリー、香りサシェ作りなど  

   参加者：約３９０名 

 

④ 「ＳＡＩＴＡＭＡ Ｓｍｉｌｅ Ｗｏｍｅｎ フェスタ２０１５」への出展 

開催日：平成２７年９月１２日（土）・１３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：累計１,９６４名） 

・ハンドトリートメント体験、アロマ芳香ジェル作りなど 

②体験型ワークショップ 

・アロマテラピーはじめの一歩～アロマスプレー作り～の実施 

 

⑤ 「札幌南オータムフェスティバル」への出展 

   開催日：平成２７年９月２１日（月・祝） 

   会 場：国営滝野すずらん丘陵公園（北海道札幌市） 

   主 催：国営滝野すずらん丘陵公園指定管理者 (一財)公園財団 



 

   内 容：香りサシェ作り  

   参加者：約３５０名 

 

 ⑥ 「柏の葉公園オータムフェスタ２０１５」への出展 

   開催日：平成２７年１０月１７日（土）・１８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：アロマ芳香ジェル作り 

   参加者：約８１０名 

 

 ⑦ 「北総花の丘公園クリスマスフェスタ２０１５」への出展 

   開催日：平成２７年１２月１２日（土）・１３日（日） 

   会 場：千葉県立北総花の丘公園（千葉県印西市） 

   主 催：千葉県立北総花の丘公園指定管理者（一財）千葉県まちづくり公社 

   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１３０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２７年６月６日（土）・７日（日） 

石巻市「遊楽館」 

ＮＰＯ法人ベビースマイル石巻主催のイベントに出展 （２３名） 

・平成２７年７月２６日（日）・２７日（月） 

宮城県仙台市内仮設・復興住宅２か所 （６名） 

・平成２７年１１月１４日（土）・１５日（日） 

宮城県石巻市内仮設・復興住宅６か所（２１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２７年度適用実績：３８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２７年度配信実績：３２５件   のべ２８８，５６８名に配信 

 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２７年度掲載実績：３０６件  

 

③ 新年賀詞交歓会の開催 

 開催日：平成２８年１月１３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１７２名 

 

Ⅲ．定例会及び委員会 

 

１．平成２７年度（第４回）定時総会 

 日 時：平成２７年６月２１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２７８名中２２１名出席 

（うち書面表決１７９名、委任出席０名、会場出席４２名) 

２．理事会(５回) 

  ・第１回臨時理事会 ：平成２７年 ５月１８日（月） 

  ・第１回定例理事会 ：平成２７年 ６月２１日（日） 

  ・第２回定例理事会 ：平成２７年 ９月 ７日（月） 

  ・第３回定例理事会 ：平成２７年１２月 ７日（月） 

  ・第４回定例理事会 ：平成２８年 ３月１４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：２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：５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２８年３月３１日現在） 

 

１．会員数 

 ① 個人正会員 ５６，４４９名  

（更新：５１，９０５名、更新率９０．６２％、新規：４，５４４名）  

  ② 法人正会員    ２７８社  

 （更新：２６６社、新規：１２社）  

  ③ 法人登録会員 １，８７７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         ３５１，６９５名 

１級：２５３，８１２名、２級：９７，８８３名 

② アロマテラピーアドバイザー認定者数     １１３，２０７名 

③ アロマテラピーインストラクター認定者数    ２８，９１４名 

④ アロマセラピスト認定者数             ９，８２１名 

⑤ 環境カオリスタ検定合格者数           ２８，６６６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） ６５５教室 

  ② 認定校                   １７６校 

     内、 アロマテラピーアドバイザー認定校    １７５校 

 アロマテラピーインストラクター認定校  １６８校 

 アロマセラピスト認定校         １４３校 

 

４．ＡＥＡＪ表示基準適合認定精油 

  ５４社 ７０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ほか）として、 

２０５名の方に参加していただきました。 

 

 


