
 

(第１号報告) 

 ２０１８年度 事業報告書 

 

Ⅰ．概況報告 

 

２０１８年度は、美しく豊かなライフスタイルを提案・普及する協会として、アロマテラピー

の魅力をさらに高めるために様々な活動を行いました。 

アロマテラピー検定広報活動の強化や、専科資格制度の推進、また、新資格の検討・実施や会

員サービスの充実、学術情報の収集・発信、協会認知度向上のための事業などを実施いたしまし

た。１０月には新規事業として、植物の様々なチカラを活用し、身体を内側からも外側からも美

しく健康になる方法を学ぶナチュラルビューティスタイリスト検定を開始しました。 

また、念願であった拠点施設建設のための用地を東京都渋谷区に購入いたしました。ＡＥＡＪ

らしさの体現と発信、安定的継続的な事業拠点として拠点施設の設計、建設を進めます。 

 

以下、２０１８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 

環境保全、とりわけアロマ環境の保全・創出に寄与する取組みを推進するため、ＷＥＢ試験

化した環境カオリスタ検定の普及及び「みどり香るまちづくり」企画コンテストの共催などの

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しました。 

 

（２）アロマテラピーの魅力を更に高めるとともに普及啓発活動を推進 

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

の開催のほか、一般向けのアロマテラピー普及啓発として、１１月３日のアロマの日を中心に

アロマフェアを開催するなど、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。 

新規事業として開始したナチュラルビューティスタイリスト検定は、植物の様々なチカラを

知り実践していくことをめざしたものであり、アロマテラピーの楽しみ方を広げることにつな

がることを期待しています。 

アロマサイエンス研究所では、植物の持つチカラが、私たちの心や身体にどのように作用す

るのか、研究・調査によってその有用性を明らかにするとともにさらに多くの方にアロマテラ

ピーの魅力を伝えるための事業を推進いたしました。 

 

（３）会員サービスの充実 

アロマテラピー保険、香育活動支援、ボランティア活動支援を推進するとともに、ＡＥＡＪ

動画配信サービスの充実を図りました。 

また、アロマの講師やアロマセラピストを募集している企業、学校、団体と、有資格者をつ

なぐためのＡＥＡＪアロマスペシャリストサーチを立ち上げました。 

さらに、各地のハーブガーデンや植物園の入場料割引、アロマ関連専門書籍の購入割引など、

会員特典の充実に努めました。 

 

（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、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プロモーション施策として、アロマ大学ワークショップイベントを開

催したほか、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、新聞、ＷＥＢ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、「アロマ大学」など各

種キャンペーンでの特設サイトの開設、公式ＳＮＳ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、以下、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３０年度受験者数：４６０名 

 

②「環境カオリスタ公式 Facebook」、「環境カオリスタ公式 Instagram」の管理・運営 

 

（２）環境イベントの開催 

① 第１３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：２２件の応募があり、環境大臣賞の「花の島 えらぶ 香りのカレンダー～イ

ナミズゴ～きらさん公園」、日本アロマ環境協会賞の「香りの道は地域をつな

ぐプラットフォーム」など１０点の受賞企画が決定。 

表彰式：平成３１年３月１日（金）日比谷コンベンションホール（東京都千代田区）におい

て、表彰式を実施。 

 

 ② 「子ども霞が関見学デーｉｎ環境省」への出展 

   開催日：平成３０年８月１日（水）・２日（木） 

   会 場：環境省 

   内 容：・「かおりのクイズにチャレンジ！！」 

・「香育講座 アロマテラピーを体験してみよう！」 

   参加者：４５名 

 

③ 「『京都御苑ふくしまウィーク～味わい、楽しむ、ふくしまのいま～』ＰＲイベント」へ   



 

の協力 

開催日：平成３０年６月９日（土）～１５日（金） 

   会 場：京都御苑（京都府京都市） 

   内 容：・会津の香りプレゼント  

・「アロマの組香体験」 

   参加者：６０名 

 

④ 「環境シンポジウム」講演 

   開催日：平成３１年３月１８日（月） 

   会 場：神奈川県立神奈川総合高等学校（神奈川県横浜市） 

   講 演：アロマで地球環境を保護できるか考えてみよう 

   参加者：６６名 

 

⑤ 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。 

 

（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３０年度実績： 

・ＡＥＡＪ支援実施回数：２０回 

 

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「香りプレート」の各種イベントでの活用 

 

（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３０年度適用実績：２５件 

 

２．学術研究事業の推進  

 

① アロマサイエンス研究所の活動の展開 

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「アロマサイエンス研究所」や機関誌『ＡＥＡＪ』（「アロマ最新研究」「精油図 

鑑」）に掲載し、情報発信を実施。 

 

② 協会研究事業の企画・実施 

・協会研究「継続的に精油の香りを纏うライフスタイルが閉経移行期の女性に与える影 

響」を実施し、結果の一部をプレスリリースおよびプレス発表会にて発表。 

研究結果は『アロマテラピー学雑誌』に掲載。 

・協会研究「屋内塵性ダニに対する忌避試験」の結果をプレスリリースにて発表。 

 

③ 研究費助成制度及び研究調査・施術報告サポート制度の運営 



 

 平成３０年度の研究費助成審査（次年度助成分） 

 ・申請８件、採択決定なし 

 

④ 『アロマサイエンスレポート』の編集・発行 

   アロマテラピーの魅力を伝えるため、精油に関する研究結果をわかりやすく掲載した 

「アロマサイエンスレポート」を協会イベント等で配布。 

 

⑤ 『アロマテラピー学雑誌』電子版の編集・発行 

・第１９巻（第１号、第２号）、第２０巻（第１号）をＪ－ＳＴＡＧＥにて公開。 

 

⑥ 「ＡＥＡＪ表示基準適合精油認定制度」の運営 

   平成３０年度認定実績：新規１ブランド 

   

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１６件）及びプレス発表会   

を実施し、各種メディアへの記事露出(年間約６１５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 

       

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 

  アロマテラピー検定のビジュアルリニューアル  

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・アイデンティティのコントロール 

ＡＥＡＪストックフォトの管理運用 

 

③ 機関誌『ＡＥＡＪ』の編集・発行 

より専門性の高い情報提供とアロマテラピーの魅力の発信強化のため、掲載内容を見直す 

とともに、ビジュアルの強化を図るためリニューアルし、年間４号を発行 (第８８号～ 

第９１号) 

 会員専用のデジタル版を発行 

 会員専用のダウンロードコンテンツ展開 

 

④ ＡＥＡＪ公式サイト上でのＷＥＢ広報の強化推進 

「アロマ大学」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ＳＮＳの運営 

 

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１２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 

 ・各種キャンペーンの企画・実施 

・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 ナチュラルビューティスタイリスト検定の広告宣伝の企画・実施 

ナチュラルビューティスタイリスト検定ＰＲプロモーション施策の企画・実施 

・公式テキストの企画・制作 

 ・特設サイト「sense of LIFE」の企画・制作 

 ・各種キャンペーンの企画・実施 

・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 

 

⑧ 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「ＡＥＡＪ認定アロマテラピーアドバイザー」「ＡＥＡＪ認定アロマブレンド

デザイナー」「ＡＥＡＪ認定アロマハンドセラピスト」「アロマテラピーステップアップガ

イド」の制作・配布（リニューアル） 

 

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） 

  ＡＥＡＪ公式サイト内「会員優遇サービス提供店」の更新 

  

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３８回アロマテラピー検定試験（１級・２級）の実施 

実施日：平成３０年５月１３日（日） 

実施都市：３４都市 

受験申込件数：１０，６３３件（１級・２級合計） 

 

 第３９回アロマテラピー検定試験（１・２級）の実施 

実施日：平成３０年１１月４日（日） 

実施都市：３４都市 

受験申込件数：１１，３２０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３８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３０年８月５日（日） 

実施都市：１５都市 



 

受講申込者数：６３９名 

 

 第３９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３１年２月１０日（日） 

実施都市：１５都市 

受講申込者数：７１１名 

 

アロマテラピーアドバイザー履修証明書申請及び資格認定 

平成３０年度（４、７、１０、１月期）申請者数 ２，１６２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４２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３０年９月２３日（日） 

実施都市：１５都市 

受験申込者数：６１４名 

 

 第４３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３１年３月２４日（日） 

実施都市：１５都市 

受験申込者数：５９４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３８回アロマセラピスト学科試験の実施 

実施日：平成３０年５月２７日（日） 

実施都市：１０都市 

受験申込者数：２８７名 

 

 第３９回アロマセラピスト学科試験の実施 

実施日：平成３０年１１月２５日（日） 

実施都市：１０都市 

受験申込者数：３２６名 

  

⑤ 専科資格の認定 

アロマブレンドデザイナー認定者数 

第７期（４月期申請）   ：１７０名 

第８期（７月期申請）   ：１３８名 

第９期（１０月期申請） ：１８８名 

第１０期（１月期申請） ：９４名 

 

アロマハンドセラピスト認定者数 

    第７期（４月期申請）   ：５９２名 

第８期（７月期申請）   ：４２０名 

第９期（１０月期申請） ：６２４名 



 

第１０期（１月期申請） ：３４８名 

 

⑥ その他資格制度に関する事項の企画・推進 

   アロマテラピーの魅力をより広く伝えるため、アロマテラピー検定公式テキストの改訂お

よび公式問題集の制作を行った。 

 

（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３７期認定の実施（平成３０年 ４月受付） 

 第３８期認定の実施（平成３０年１０月受付） 

 

（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８回 大阪 平成３０年 ６月１日（金）、東京 平成３０年６月１５日（金） 

 

（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３０年度公開動画：７３本、利用者数：約８，１００名 

新規公開番組 

・アロマクラフトレシピ動画   ２本 

・アロマフェスタ２０１９    ２本 

・ナチュラルビューティスタイリスト検定発表会  １本 

 

（５）新規資格制度の推進 

① ナチュラルビューティスタイリスト検定の実施・運営 

第 1期（１０月～３月）受験者数 ：２，４５４名 

 

 ② ナチュラルビューティスタイリスト検定公式テキストの発行・発売 

   発売日：平成３０年１０月１８日（木） 

 

 

５．催事の企画運営など 

（１）一般向け企画 

① アロマ大学ワークショップイベントの企画・実施 

 開催日：平成３０年８月２５日（土） 

 会 場：永田町グリッド （東京都千代田区） 

 内 容：下記６講座を実施 

・ママビューティ学科 「アロマでリセット！前向き育児の秘訣」   

講師：原 裕美子氏（モデル・女優） 

・インテリア学科  「香りのある空間づくりで、毎日をもっと素敵に」  

講師：川野 菜穂氏（アロマライフコーディネーター） 

・ヘルスケア学科 「薬剤師の視点から考える、アロマとヘルスケア」  

講師：岩永 徹也氏（俳優） 



 

・アロマフレグランス学科  「香りで旅する、あなただけの世界」   

講師：ＮＯＭＡ氏（モデル） 

・ボタニカルビューティ学科 「身体と心を解きほぐす、ご褒美セルフケア術」  

講師：斉藤 アリス氏（モデル・ライター） 

・睡眠学科 「アロマと頭皮ケアで睡眠美人」  

講師：円山 カヲリ氏（睡眠改善インストラクター） 

参加者数：５４５名 

 

② 「アロマフェア２０１８」の企画・実施 

 期 間：平成３０年１１月１日（木）～１１月７日（水）「アロマフェア２０１８ ～植物の

香りの力で、Ｈｅａｌｔｙ＆Ｂｅａｕｔｙ Ｌｉｆｅ ｉｎ 松屋銀座」 

平成３０年１１月２１日（水）～１１月２７日（火）「アロマフェア２０１８ ～植

物の香りの力で、Ｈｅａｌｔｙ＆Ｂｅａｕｔｙ Ｌｉｆｅ ｉｎ あべのハルカス近

鉄本店」 

 会 場：松屋銀座８階 イベントスクエア、 

あべのハルカス近鉄本店 ウイング館９階 催会場 

 主 催：（株）松屋、（株）近鉄百貨店 

 内 容： 

・アロマ関連商品・書籍の販売（出店企業：松屋銀座２５社、あべのハルカス１４社） 

・アロマテラピーセミナー（松屋銀座３３講座、あべのハルカス１９講座） 

・アロマトリートメントコーナー（あべのハルカス近鉄本店のみ） 

 

（２）会員向け企画 

① 「第２１回会員のつどい アロマフェスタ２０１９」の開催 

 開催日：東京：平成３１年２月９日（土） 

大阪：平成３１年２月２４日（日） 

 会 場：東京：東京国際フォーラム ホールＥ（東京都千代田区） 

大阪：グランキューブ大阪 イベントホール（大阪府大阪市） 

   セミナー参加者：東京６１２名、大阪２９８名 

 内 容： 

＜セミナー会場＞ 

・東京・大阪トークセッション１： 

「超高齢社会で活かす、アロマテラピーの幸せな役立て方」 

講師：水落 紀世子氏（医師「やまと診療所」勤務） 

宮森 正氏（医師／川崎市立井田病院担当理事 ケアセンター長） 

新川 宏美氏（看護師／訪問看護勤務１８年／ＡＥＡＪ認定アロマ 

セラピスト） 

藤森 史子氏（ＡＥＡＪ認定アロマハンドセラピスト） 

  

・東京・大阪トークセッション２： 

「芸術と科学の視点からひもとく、音楽と香りの関係」 

講師：古賀 良彦氏（ＡＥＡＪ顧問／杏林大学名誉教授） 

   小林 奈那子氏（チェロ奏者／音楽家） 



 

 

・参加者ノベルティ（エディブルフラワークッキー）配布 

・「音」と「香り」を奏でるパーフューマリー・オルガンの演奏・展示 

＜セール会場＞ 

・会員感謝セール（出店法人：東京４７社、大阪３３社） 

・ハンドトリートメント体験コーナー 

・法人正会員によるワークショップ 

・キッズスペース（香育体験） 

・来場者（セール会場）：東京１,５８８名、大阪７２０名 

 

② アロマ大学２０１８（会員向け）の開催 

今回は、地区イベントをリニューアルし、札幌、仙台、東京、金沢、新潟、名古屋、大阪、

松山、広島、鹿児島、沖縄の１１地区にて様々な学科と世界の希少な精油の展示を実施しま

した。福岡での実施は台風のため中止となりました。 

開催地区、日程は以下のとおりです。 

地区 日程 会場 

東京 ８月２６日（日） 永田町グリット 

金沢 ９月１日（土） 金沢勤労者プラザ 

新潟 ９月２２日（土） 朱鷺メッセ 

（福岡） （９月３０日（日）） 台風のため中止 

広島 １０月６日（土） 広島国際会議場 

札幌 １０月１４日（日） 札幌国際会ビル会議室 

大阪 １０月２０日（土） コングレコンベンションセンター 

仙台 １１月１１日（日） 仙台国際センター 

鹿児島 １１月１７日（土） NCサンプラザ天文館 

名古屋 １２月１日（土） 名古屋国際会議場 

松山 １月２７日（日） いよてつ会館 

沖縄 ３月２日（土） 沖縄県市町村自治会館 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   学科と展示は以下のとおりです。 

学科名 講師（敬称略） 地区 
参加者

数 

アロマディフューザー

学科 

神山 理恵子 
札幌、仙台、東京、金沢、名古屋、大阪、 

松山、鹿児島、沖縄 ６１８ 

平山 りえ 新潟、広島 

アロマイマジネーショ

ン学科 
スールネ 千春 全地区 ６６１ 

アロマサイエンス 

学科 

綾部 早穂 
札幌、仙台、東京、新潟、金沢、大阪、広島、

松山、鹿児島、沖縄 ６１１ 

政岡 ゆり 名古屋 

アロマ講師学科 
シンメトリー 

ジャパン（株） 
全地区 ３７３ 

ハンドトリートメント

学科 

ケイ 武居 東京、名古屋、大阪 

３５５ 

小林 みずほ 新潟、金沢 

平塚 美華 札幌、仙台 

藤井 京子 広島、松山 

首藤 美恵子 鹿児島 

西村 真理子 沖縄 

ボランティア学科 末次 恵子 広島、松山 ４５ 

Ａｒｏｍａ Ｂａｒ 

オーダーメイドアロマ 

スプレー作り 

会員 

（有資格者） 
全地区 ４２６ 

世界の希少な精油 

(展示) 
- 全地区 - 

 

（３）公共施設からの依頼事業企画 

 ① 「滝野アロマ塾」の実施 

開催日：平成３０年５月５日（土）～平成３０年９月１６日（日）全１０回 

   会 場：国営滝野すずらん丘陵公園（北海道札幌市） 

   共 催：（一財）公園財団 滝野管理センター 

   内 容：アロマテラピーやハーブの基礎講座やアロマクラフト作り講座など 

   参加者：１３０名 

 

６．震災復興支援プロジェクトの推進 

 

① 会員による復興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、交通費の助成を実施。 

平成３０年度適用実績：２７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、ナチュラルビューティスタイリスト検定の試験問題作成・採点・管理 

 

８．拠点施設用途の取得 

２０１９年２月に東京都渋谷区神宮前に拠点施設用地を取得し、引き渡しが完了しました。

拠点施設は、アロマテラピーの健全な普及・発展、アロマ環境の保全と創造に取り組むＡＥＡ

Ｊを体現・発信する拠点として、また、協会業務の安定的な運営の施設として整備してまいり

ます。 

＜拠点施設用地の概要＞ 

① 所在地と立地状況 

  東京都渋谷区神宮前六丁目３４－１６（地番） 

  大勢の人がにぎわう通りから少し入った高台に位置しており、代々木公園の緑を望むこと  

が出来る立地となっています。 

② 面積 

  ３２２．９１㎡ 

③ 購入価格 

  １２億２千万円 

④ 引き渡し日 

  ２０１９年２月５日 

 

９．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、各資格取得者をお探しの企業・団体などから寄せら

れた求人情報のＡＥＡＪ公式サイトへの掲載、メール配信サービスを実施。 

平成３０年度公式サイト掲載実績：２４６件  

平成３０年度メール配信実績：２４５件    延べ２３３，７７２名に配信 

 

③  ＡＥＡＪ Ａｎｎｕａｌ Ｐａｒｔｙ ２０１９の開催 

 開催日：平成３１年１月２８日（月） 

 会 場：パレスホテル東京（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２００名 

 

Ⅲ．定例会及び委員会 

 

１．平成３０年度（第７回）定時総会 

 日 時：平成３０年６月１７日（日）１３：３０～１４：２２ 

 会 場：学士会館（東京都千代田区） 



 

 出席数：社員総数２７６名中２３８名出席 

（うち書面表決２１１名、会場出席２７名) 

２．理事会（７回） 

  ・第１回臨時理事会 ：平成３０年 ５月２１日（月） 

  ・第１回定例理事会 ：平成３０年 ６月１７日（日） 

・第２回臨時理事会 ：平成３０年 ６月１７日（日） 

  ・第２回定例理事会 ：平成３０年 ９月 ３日（月） 

  ・第３回臨時理事会 ：平成３０年 ９月１８日（月） 

・第３回定例理事会 ：平成３０年１２月 ３日（月） 

・第４回定例理事会 ：平成３１年 ３月１１日（月） 

 

３．委員会 

・ 基本戦略委員会： 熊谷 千津 委員長 （開催回数：３回） 

・ 総務委員会： 加藤 正男 委員長  （開催回数：２回） 

・ 環境委員会： 島上 和則 委員長  （開催回数：２回） 

・ 学術委員会： 熊谷 千津 委員長  （開催回数：２回） 

・ 企画委員会： 小倉 彰  委員長  （開催回数：２回） 

・ 資格ネットワーク委員会： 加藤 正男 委員長 （開催回数：２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３１年３月３１日現在） 

 

１．会員数 

 ① 個人正会員 ５４，４２６名  

（更新：５０,７２３名、更新率９１．９％、新規：３，７０３名）  

② 法人正会員    ２６５社  

 （更新：２５４社、新規：１１社）  

  ③ 法人登録会員 １，７８８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         ４０６，５３８名 

１級：２９５，１００名、２級：１１１，４３８名 

② アロマテラピーアドバイザー認定者数     １２１，１２０名 

③ アロマテラピーインストラクター認定者数    ３１，２２９名 

④ アロマセラピスト認定者数             １１，６２８名 

⑤ アロマブレンドデザイナー認定者数          ２，６４０名 

⑥ アロマハンドセラピスト認定者数          ７，３１８名 

⑦ ナチュラルビューティスタイリスト検定合格者数   ２，４５４名 

⑧ 環境カオリスタ検定合格者数         ３１，１７９名 

  

３．認定教室・認定校 

① アロマテラピーアドバイザー資格認定教室         ６１９教室 

② アロマハンドセラピスト資格認定教室 ２６０教室 



 

③ アロマテラピーアドバイザー資格認定校    １６０校 

④ アロマテラピーインストラクター資格認定校  １５１校 

⑤ アロマセラピスト資格認定校         １３１校 

⑥ アロマブレンドデザイナー資格認定校       １１９校 

⑦ アロマハンドセラピスト資格認定校        １２５校 

 

４．ＡＥＡＪ表示基準適合認定精油 

  ５６社 ７３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 

協会イベントの協力スタッフ（アロマクラフト作り講座、アロマハンドトリートメント、香

育体験ほか）として、多くの会員の皆さまにご協力いただきました。 

 


