
アロマ テラピーとAEAJの20年
日本におけるアロマテラピーは、どのように普及してきたのでしょうか。

AEAJの20年の歩みと共に、アロマテラピーの広がりを振り返ります。
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アロマ テラピーとAEAJの20年
日本におけるアロマテラピーは、どのように普及してきたのでしょうか。

AEAJの20年の歩みと共に、アロマテラピーの広がりを振り返ります。

● 日本アロマテラピー協会（AAJ）設立
● 第1回アロマテラピーアドバイザー
 認定講習会開催

● 設立20周年
● 専科制度創設

● 第1回アロマテラピーインストラクター
 試験実施
● 研究支援制度創設

● 環境省所管
 社団法人 日本アロマ環境協会 （AEAJ）  設立

● ボランティア活動支援制度創設
● 「アロマの日」制定

● 認定スクール制度創設
● 第1回アロマテラピー検定試験実施
● 第1回アロマセラピスト学科試験実施

● 香育活動開始

● 環境カオリスタ検定創設

● 研究助成金制度創設

1998年

2005年

2002年

1999年

2001年

2009年

2004年

1996年

2016年
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● 表示基準適合精油認定制度創設
2000年

2012年
● 内閣府所管
  公益社団法人 日本アロマ環境協会に移行
● 「香育の日」制定



アロマテラピーを普及・啓発するために

A EA Jが
取り組んできたこと

　公益社団法人 日本アロマ環境協会
（AEAJ）は、アロマテラピーを普及す
る日本で唯一の公的な団体という立場
から、アロマテラピーの健全な普及と啓
発、発展を図るとともに、自然の香り豊
かな環境づくりの推進に努めてきました。
　この背景には1990年代の日本での、
アロマテラピーの急速な広がりがありま
す。専門誌が創刊されたり、マスメデ
ィアで紹介されるなど、アロマテラピーへ

の関心が高まる一方で、仕様や使い方
が異なる精油が増加。専門家の間から
安全な精油の使い方、活用法の標準化
を求める声が上がるようになったのです。
　このような状況の中、1996年4月、ア
ロマテラピーの有識者や主要なアロマ
関連企業が発起人となって発足したの
が、AEAJの前身である「日本アロマテ
ラピー協会（AAJ）」です。その後、
2005年に「社団法人 日本アロマ環境協

会（AEAJ）」、2012年に「公益社団法
人 日本アロマ環境協会（AEAJ）」へと
発展してきました。
　協会の発展とともに、香育、環境カ
オリスタ検定やアロマテラピーボランテ
ィアなど、20年の間には活動内容も大き
く広がりました。アロマテラピーをより
安全に、より多くの方々が取り入れ、心
身の健康に役立てられるよう、AEAJは
これからも一層の普及に努めていきます。

発足当時から変わらぬ思いを胸に
安全なアロマテラピーとアロマ環境づくりを推進しています
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アロマテラピーの普及・啓発活動

アロマテラピーを通したボランティ
ア活動の伸展のため、勉強会を開催。
また、一定の条件を満たした会員
の方には精油代などの支援も行っ
ています。

アロマテラピーボランティア
活動の普及と支援

植物やその香りによって得られる恩
恵、地球環境が現在抱えている諸
問題、身近なエコアクションについ
て学び、実践する「環境カオリスタ
検定」の普及を行っています。

環境カオリスタ検定の
普及

子どもたちを対象に、自然とその香
りの大切さを伝える香りの教育＝
「香育」を展開しています。AEAJ
の有資格者や有識者による出張授
業や体験イベントも実施しています。

香育活動の
普及

9

安全・健全なアロマテラピーの普及

アロマテラピーの正しい知識と安全
な活用方法の普及、専門人材の育
成のために、検定・資格試験の実
施および資格認定、スクールの認
定審査を行っています。

アロマテラピーを安全に
実践できる人材の育成

アロマテラピーのさらなる発展のた
めに、学術的な研究や調査を推進
しています。アロマテラピーや精油
に関わる論文やデータを順次公表
しています。

学術調査研究の
推進

消費者を保護する観点から、精油
ブランドを対象とした「表示基準」
を定めています。現在、AEAJが認
定している精油ブランド数は 71（55
社）です（2015年12月現在）。

AEAJ表示基準適合精油
認定制度



Academ
ic study

Arom
atherapy
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アロマテラピー

学術研究

1998年「研究支援制度」、2004年「研究助成金制度」創設
※現行は「研究費助成制度」「研究調査・施術報告サポート制度」

Research publication

基礎研究・臨床研究を
わかりやすく紹介

AEAJ公式サイト内「アロマ研究室」
では、心身を健やかに保つ、美しさを
保つなど、アロマテラピーの効果と安
全性に関する研究をわかりやすく紹
介しています。

　アロマテラピーやアロマ環境に関する新
たな可能性を探るため、AEAJは設立当
初から、さまざまな学術活動を推進して
きました。
　その内容は大きく二つに分かれます。ひ
とつは、AEAJがさまざまな研究機関の
協力を得て行う「協会研究」。もうひとつは、
日本のアロマテラピーを支える重要な研

究や調査を対象に行う「研究費助成」です。
　研究、調査、施術によって明らかにな
った結果は、年2回、3月と9月に発行する『ア
ロマテラピー学雑誌』（電子版）に掲載し
ています。これらは、アロマテラピーの有
用性を表すデータとして、アロマ環境の保
全・創造およびアロマテラピーの健全な普
及・発展の基盤となっています。

アロマテラピーの有用性を明らかにする、さまざまな調査・研究
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イランイラン精油に
動脈機能改善の可能性

FOR
AGING

加齢や生活習慣により動脈機
能が低下すると、動脈硬化を
引き起こすリスクが高まります。
仰向けでイランイラン精油の芳
香浴を30分間行うと、収縮期

血圧と脈波伝播速度が共に低
下。イランイラン精油は副交
感神経を優位にし、動脈機能
を改善する可能性があること
が示唆されています。

研究ノート「一過性の精油環境が動脈スティフネスおよび血管内皮機能に及ぼす影響．
三浦哉、杉野恵、越智玲衣．アロマテラピー学雑誌、Vol.15, No.1, 122-126, 2015」

こめかみのあたりがズキンズキ
ンと痛む片頭痛は、女性に多
いといわれる病気。患者が心
地よいと感じる香りを事前に調
査し、グレープフルーツ、オレ

ンジ・スイート、イランイラン
の各精油による芳香浴を1日10
分、1カ月間継続したところ、
片頭痛の発作回数が減少する
ことが報告されました。

夜間10分間の芳香浴で
片頭痛の発作回数が減少

FOR
HEALTH

原著論文「片頭痛患者におけるアロマテラピーの効果．岩波久威、辰元宗人、福島明子、
平田幸一．アロマテラピー学雑誌、Vol.15, No.1, 63-67, 2015」

古くから、健康な肌を保つため
に使われてきたカモミール・ロ
ーマン精油。インビトロ（※）
による実験で、ヒトの細胞にカ
モミール・ローマン精油を量を

変えながら添加したところ、精
油の量を増やすほど、肌のハリ
や弾力を司るコラーゲンの産生
量が増えることが報告されまし
た。

カモミール・ローマン精油に
コラーゲン産生促進作用

FOR
BEAUTY

※試験管内でヒトや動物の組織を用いて反応を観察する方法。
原著論文「カモミール・ローマンのコラーゲン合成促進作用．熊谷千津、野田信三、河野弘美、
佐藤有希、塩原みゆき、山本芳邦．アロマテラピー学雑誌、14（1）,27- 36 , 2014」

計算という緻密な作業をする
際、人は脳の前頭葉を使い、そ
の部分の働きが高まるほど血流
を増加させます。小学生を対
象に実施した実験では、オレン

ジ・スイート精油を嗅いだ群の
計算ミスが約3割少なくなるな
ど、学習しやすい精神環境に
好影響を与えることが示唆さ
れました。

オレンジ・スイート精油が
子どもの計算ミスを軽減

FOR
KIDS

原著論文「小学生の計算力と気分に与える精油の影響．熊谷千津、永山香織．
アロマテラピー学雑誌、16（1）, 7-14 , 2015」

協会研究や研究費助成の成果の数々
これまでに発表した
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アロマテラピー

教育

2001年「香育」活動開始

Aroma-Study Day

香育を体験してもらうため、
5月19日を「香育の日」と制定

香育についてより多くの人に知っても
らうため、AEAJは2012年に5月19日
を「香育の日」に制定。全国各地で
イベントを開催しています。2015年
は5月を香育月間とし、AEAJ認定ス
クール97校の協力によって約1,850名
が親子で香育を体験しました。

　遊び場の減少、テレビゲームの普及など
子どもを取り巻く環境が変化し、子どもと
自然は遠い存在になりつつあります。しか
し自然の中で得られる香りは、子どもたち
が新たなものと出合い、発見し、さまざま
な知識や知恵を身に付ける上で重要な役
割を担うとAEAJは考えます。
　そこで2001年に開始したのが、香りの

体験教育「香育」です。豊かな自然の中
で植物の香りに親しんだり、精油の抽出
法や作用を学習したりすることは、嗅覚の
発達に加え、自然環境への意識や情操を
養う上で大切なこと。次世代の豊かな感
性と自然へのまなざしを育てる香育が新た
な教育の一環となるように、AEAJは活
動の場をより一層広げていきます。

未来の子どもたちの豊かな感性のため、香育の普及を目指す
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香育を体験した
先生、お母さんたちの声

小・中・高等学校で約42,080人が香育体験！

Column

香育体験の後、「人間は植物がないと
生きていけないんだね」と娘がポツリ。
自然の大切さを娘自身が感じてくれたことを
うれしく思いました。

アロマテラピーがボランティア活動に
活用されていることを知り、アロマ実習を
「福祉活動」の授業に取り入れました。
今後は「家庭科」の授業でもと
考えております。

子どもが持ち帰った『かおりのはなし』の
冊子がとても面白かったです。
私もアロマを始めてみようと思いました。

自分だけのアロマプレートをつくるワークショップは、
娘はもちろん、私まで夢中になってしまいました。
今もリビングに飾っています。

香りを通して学ぶ環境教育は、子どもたちの興味を
かき立て、社会科で学んだ環境問題の学習を
身近な行動に変えてくれます。

「五感を働かせて」とよくいいますが、子どもたちに
とって気持ちよくなる、ほっとするという感覚が
味わえたように思います。

東京都

高知県

兵庫県

小学校教師・東京都

高等学校教師・東京都

香りある風景をより身近に。
「AEAJイメージフレグランス
コンテスト」

環境省主催の「かおりの風景全国フォーラム」をき
っかけに、2002年から開催している「AEAJイメー
ジフレグランスコンテスト」。開催地などのイメージ
に合ったフレグランスを作ることで、「香り」を身近
に感じ、それぞれの地域にある「香りある風景」の保
全に意識を向けてもらうことを目的としています。

小学校教師・東京都

※2016年1月末時点
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アロマテラピー

環境

2009年「環境カオリスタ検定」スタート

Official Textbooks

「環境カオリスタ検定」のための
わかりやすく楽しい公式テキスト 　植物やその香りを愛する人が増えたなら、

未来の地球環境はもっとすてきなものに
なる――。このような思いから、AEAJで
は植物やその香りに親しみ、植物を守り育
て、環境にやさしい行動をする、「環境カ
オリスタ（環境カオリスタ検定合格者）」
の育成に力を注ぎ、その数はすでに2万
8,000人以上にのぼります。

　環境カオリスタの方々が行う活動はさま
ざまです。エコに関するエキスパートとし
てセミナーを開いたり、フェアに出展した
り、香育活動に生かしたり。これらによ
って、地球環境にやさしいライフスタイ
ルが広がっています。
　AEAJはこれからも、環境カオリスタの
普及活動を行っていきます。

環境カオリスタの活動によって広がる、地球環境にやさしいライフスタイル

2009年にスタートした「環境カオリ
スタ検定」。公式テキストは、小学生
からご年配の方まで楽しく勉強できる
ようにエッセイやコラムとともに構成
しています。合格者には優遇サービ
スが受けられる「環境カオリスタ認定
カード」の送付も。
※優遇サービスを受けられるショップについては
AEAJ公式サイトをご参照ください。
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Column

AEAJのイベントやセミナーの
講演動画を「アロマチャンネル」で

AEAJは、さまざまなイベントやセミナーを開催して
います。参加できなかった方やもう一度見たいとい
う方に向け、「アロマチャンネル」ではセミナーの講
演動画などを配信しています。会員専用ページにロ
グインするだけでご覧になれます。ぜひ、皆さまの活
動にお役立てください。

人と環境に“やさしい”こと
環境カオリスタの方 が々実践している

自然との触れ合いが
心のよりどころに
　「自然と触れ合うのは、地域と密接
に関わることと同じこと。生まれ育っ
た地域の素晴らしさは、大人になっ
たときの心のよりどころになるはず」
と教えてくれたのは、静岡県環境学
習指導員を務める小澤 緑さん。野草
を天ぷらにしたり、草木染めを楽しん
だりと、暮らしの中でエコを実践する
方法を伝えています。
　環境カオリスタ検定のテキストを読
んだとき、普段から実践していること
が詳しく説明されていて、復習してい
る気持ちになったそうです。

富士市こどもエコクラブサポーター連絡会会長、
富士市環境アドバイザー、静岡県環境学習指導員

小澤 緑さん
Midori Ozawa

気候による不調に
香りでアプローチ
　気象予報士の国家資格を持つ市丸
数馬さんは、AEAJ認定アロマセラピ
ストの資格を取得した後“お天気アロ
マテラピー”を考案。「ウェザーアロマセ
ラピスト」として活動していたころ、環
境カオリスタ検定の存在を知り、自分
ができることを考えるようになります。
　「気候と香りはどちらも自然。理屈
ではなく、自分自身と自然がつなが
っていることを体験してもらいながら、
気候がもたらす不調を香りで和らげる
お手伝いをしたい」と、思いを強くし
ています。

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター、
アロマセラピスト、気象予報士

市丸 数馬さん
Kazuma Ichimaru

多くの人をリラックス
させる大自然の香り
　自然の香りに興味があり、アロマテ
ラピー検定1級を受けた石原 可奈子
さん。その後環境カオリスタ検定の
ために勉強して、さらに自然や香りに
対する理解が深まったそうです。
　石原さんが演奏活動で使うピアノは、
太陽光発電システムを用いた電子ピ
アノ。もちろん、環境を考えてのこと
です。また、石原さんは“自然の香り
に満たされた空間”にもこだわります。
国産の精油を香らせて演奏すると、
多くの人がホッとする空間になるそう
です。

ピアニスト、
AEAJアロマテラピー検定1級

石原 可奈子さん
Kanako Ishihara

森の魅力を子どもたちに
伝えたい
　NPO法人 森の生活代表である麻生 
翼さんが環境カオリスタ検定のテキス
トを手にしたのは、「自らの活動に近
いのでは」という思いから。しかし、
想像以上に環境のことを広く学べる内
容に驚いたそうです。
　麻生さんは、森の利活用を通じた
森林教育を得意としていますが、そ
の環境を入り口にしてアロマにも関心
を持つようになったと言います。森の
体験プログラムでは、北海道産のトド
マツの枝と葉を原料にした精油作り
プログラムにも力を入れています。

NPO法人 森の生活代表理事、
森林環境教育プログラムLEAFナショナルインストラクター、

森林セルフケアコーディネーター

麻生 翼さん
Tsubasa Aso
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アロマテラピー

ボランティア

2002年「ボランティア活動支援制度」創設

16

Support Activity

ボランティア活動の
普及と支援のために 　人と人との結びつきが希薄になりつつあ

る現代で、今求められているのは豊かな人
間関係と笑顔のある空間です。
　AEAJは、「ボランティア活動支援制度」
や「ボランティア勉強会」を通じて、会
員の方々のボランティア活動を支援してき
ました。また、AEAJ東日本大震災復興
プロジェクトでは、共に被災地に赴き、ア

ロマテラピーボランティア活動を続けてい
ます。アロマでできることは、高齢者施
設や福祉施設で行うハンドトリートメン
トから、地域の施設や公園でのアロマク
ラフト作りまで多岐にわたります。
　心を込めてひとつひとつの活動を積み重
ねることで、たくさんの人に笑顔を届けら
れるとAEAJは信じています。

香りがあると会話が始まり、やさしい気持ちを交換できる

ボランティア活動への参加を考えてい
る方々に向け、AEAJはボランティア
勉強会を開催しています。一定の条
件を満たす活動を行っている会員の方
には、「ボランティア活動支援制度」
を通じて支援も行っています。
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やさしいタッチでハンドトリートメントを行っていると、
互いの体温を通して気持ちまで伝わってくるよう。「あ
りがとうございました」という言葉をもらうと、こちら
までうれしくなります。

子育てに追われ、外に出る機会が少ないお母さんたちが
情報交換をしたり、リラックス、リフレッシュしたり
できる場が求められています。そういった場でもアロマ
テラピーが役立ちます。
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Column

AEAJ個人正会員だけが加入できる
アロマテラピー保険

アロマテラピー保険（アロマテラピー賠償責任補償
制度）はアロマテラピーにかかわるさまざまなリスク
に備えた保障制度で、AEAJ個人正会員だけの特典
です（入会時に自動加入）。精油でお客さまの衣類を
汚してしまったなど、不慮の事故やトラブルに対応
しています。



Product, Service
Arom

atherapy

アロマテラピー

商品・サービス

1996年「日本アロマテラピー協会」設立、2002年「アロマの日」制定
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The Day of Aroma

　アロマテラピーが日本に上陸して30年
以上。関連商品やサービスをはじめ、ア
ロマを取り入れた日用品の需要が広がり、
「アロマ市場」が形成されるまでになりま
した。その規模は約2,600億円ともいわれ
ています。
　女性をターゲットにさまざまな商品が発
売された80年代後半から90年代。香りが

付加価値として採用されるようになった
2000年代中盤。そして男女問わず香りを
楽しむライフスタイルが定着した現在と、
アロマ市場は着実に広がっています。
　AEAJは、アロマテラピーの安心・安全
な活用方法の提案などの取り組みを通じ
て、これからも市場の拡大に寄与してい
きたいと考えています。

香りへの関心は日常へ。広がる「アロマ市場」

ヨーロッパで生まれ育った香りの文
化、アロマテラピーが「日本の文化」
のひとつとして定着することを願って、
AEAJは11月3日文化の日を「アロマ
の日」に制定。さまざまなイベントを
開催しています。

アロマテラピーを
日本の文化として
広める「アロマの日」
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アロマ市場拡大の流れ
新聞記事で見る

1987

1988

1998

2006

1996

2009

2008

2012

2014

家で気軽に
森林浴気分を満喫
森林浴ブームにあやかって、樹木から抽出
した天然エキスを使った芳香、入浴剤が人
気を集めている。ヒノキから香りの成分を水
蒸気蒸留法で抽出した「フレッシュフル森
林浴」は、液体を室内やたんす、ロッカー
などに振りかけたり、風呂に入れたり、足の
消臭剤にも使える。
（1987年6月5日　朝日新聞より一部抜粋）

「精油」商品が人気
基礎化粧品や入浴剤
あらかじめ用途に合わせて精油の濃度を調整、
複合した基礎化粧品や入浴剤が関心を集め
ている。化粧品は肌質別、マッサージオイ
ルは「眠れない」など生活の場面に応じたも
の、さらに入浴剤も「肩こり」など症状に
特化した表示をしている。
（1996年6月2日　読売新聞記事より要約）

アロマキャンドルを
芳香剤代わりに利用も
アロマテラピーのブームが続いている。最近
では手軽に使える関連商品の需要が高まっ
ており、エッセンシャルオイル（抽出油）を
香料に使ったアロマキャンドルの売れ行きも
好調だ。（中略）アロマ関連市場はこの二～
三年で急成長しているが、ジョンソンは「消
費者のニーズがにおいの対策から安らぎ・リ
ラックスへと移行していることが要因」と分
析している。最近ではトイレや室内の芳香
剤に含まれる化学的なにおいを嫌い、アロマ
キャンドルを芳香剤代わりに置いている人
も多いらしい。（後略）
（1998年7月30日　日経流通新聞）

オフィスや病院
香りでストレス解消
清水建設は、ある種の香りが、気分をすっき
りさせたり、リラックスさせることに着目。
オフィスビルや病院などを対象に既存の空調
設備を利用して、気分を落ち着かせたり、
仕事の意欲を高める香りを室内に供給する
新規事業を今秋から始めることを明らかに
した。
（1988年8月2日　読売新聞記事より要約）

シンプル・手頃な
芳香器が人気
良品計画が新たに売り出した芳香器「アロ
マディフューザー」の販売が好調だ。インタ
ーネットなどでの限定販売を経て七月末か
ら全店で扱っている。週三千個の販売目標
に対し、八月には週五千四百個を記録。そ
の後も当初目標をほぼコンスタントに上回
っている。シンプルなデザインと手頃価格
が人気の理由だ。（後略）
（2008年10月1日　日経MJ）

アロマ男子、増加
車内で芳香、せっけんなど
アロマセラピーを楽しむ男性が増えている。
売れ筋は自動車内で芳香が楽しめるものや、
精油を配合したせっけんやシャンプー、名
刺に香りがつくカードケースなどの実用的な
ものが中心。せっけんは、体のにおいを気に
する男性から人気だという。
（2009年8月10日　読売新聞記事より要約）

さりげなく香る
日用品が続々登場
効き目よりも香りを強調した商品が続々登
場している。洗濯用の柔軟剤から始まり、
洗剤、歯磨き粉などにも広がる。香水ほど
濃厚ではなく、さりげない香りがするのが特
徴だ。この背景には、人々の清潔への意識
が高まり、においを嫌がる人が増えたことに
ある。
（2012年2月4日　朝日新聞より一部抜粋）

布用消臭スプレーで
アロマ市場を開拓
大手メーカーが香りにこだわった布用消臭
スプレーを相次ぎ売り出している。花王の「リ
セッシュ　ヒーリングアロマ」（店頭実勢で
750円前後）はアロマテラピーにも使われる
100％天然香料をブレンドした上質な香りが
特徴。スプレーするだけで香りを楽しめる手
軽さで、手つかずだったアロマ市場の開拓を
狙う。（後略）
（2014年1月30日　日経産業新聞）

アロマが香る扇風機を
ドライヤー代わりに
夏場は扇風機で髪を乾かす女性が意外に多
いことに目を付けた岩谷産業は、2004年、
中心部に鏡を取り付けたマイナスイオン扇
風機を開発。その後、アロマオイルを入れる
ポケットが付いたシリーズも発売。女心をつ
かみ、指名買いもされるヒット商品となった。
（2006年7月15日　朝日新聞記事より要約）

第一次
香りブーム

第二次
香りブーム

第三次
香りブーム



アロマへの関心とともに、知識の証明とも   いえる資格へのニーズが高まっています

2,964 396,708人人

約50%

アロマテラピー検定受験者数（累計）

受験の動機は？

学びたい内容や
目的に合わせて選べる
AEAJの認定スクール

20

教養からプロフェッショナルまで
受験の動機はさまざま
アロマテラピー検定を申し込んだ方に、
受験のきっかけを聞いたところ、約50％
の方が「自分や家族の健康に役立てるた
め」と回答しました。次に多かったのが、
「アロマテラピー関連の仕事に就きたい
から」「現在の仕事に役立てるため」とい
った、就職や仕事に役立てたいという答
え。医療・介護から企業のブランディン
グまで、ビジネスの分野でもアロマテラ
ピーへの注目が高まり、プロの道を意識
する人も増えています。
※第33回アロマテラピー検定申し込み時アンケート
（有効回答数：9,065）より

単位：人

単位：人

（年度）

396,708
370,264

341,811
311,027

278,986
245,386

211,816
179,115

146,637
115,994

87,343
62,909

41,171
26,20916,0538,8462,964

20152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999

アロマテラピー関連の
仕事に就きたいから 2,393

現在の仕事に役立てるため 2,188

自分や家族の健康に
役立てるため 4,484

今や、約40万人が受験する
アロマテラピー検定
日本での健全なアロマテラピーの普及
を目的に創設されたアロマテラピー検定。
1999年の開始からこれまで、アロマテ
ラピー検定を受験した方は累計39万人
以上。合格者数も35万人を超え、多く
の方がアロマテラピーの基礎知識を身
に付けていることがわかります。
※2016年1月末現在
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34

837

7

12

681 88,528

校 校

都市都市

アロマテラピー検定は、毎年5月と11月
に全国各地の会場で実施されています。
第1回目の検定試験は全国7都市で行い
ましたが、アロマテラピー検定の受験
者数増加に伴い、2015年11月の第33回
アロマテラピー検定試験は、全国34都
市で実施するまでになりました。

各地の受験者に対応した
アロマテラピー検定試験会場

プロフェッショナルな資格の認定数

アロマテラピーを体系的に学びたい方や、
上位資格取得を目指す方が、学びたい
内容や目的に合わせて選べるAEAJの認
定スクール。1999年度は12校だった認
定スクールですが、2015年度には837校
にまで増加。身近な場所で上位資格を
目指すことができるようになりました。
各認定スクールによって開講状況はさ
まざまですが、AEAJが定める標準カリ
キュラムを採用しており、アロマテラピ
ーを実践的に学べます。

学びたい内容や
目的に合わせて選べる
AEAJの認定スクール
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アロマテラピーを一般の方にアドバイス
する、スクールなどで教える、サロンを
開く――。そのような目的や目標から、
アロマテラピー検定合格者の多くが次に
目指す、プロフェッショナルな資格。認
定数は2015年度の時点で8万を超え、ア
ロマテラピーアドバイザーは5万6,485、
アロマテラピーインストラクター2万
3,233、アロマセラピスト8,810にも上り
ます。

プロフェッショナルな資格の
認定数は8万以上

※2016年2月末現在
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