
 

(第１号報告) 

 ２０１９年度 事業報告書 
 

Ⅰ．概況報告 

 

２０１９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。また、拠点施設の設計に係るコンペを実施し、設計者を決定するとともに、ア

ロマテラピーの魅力を発信する場、会員をはじめとする人々との交流の場、安定的・継続的

な事業の礎として拠点施設の設計を進めました。 

なお、新型コロナウイルス感染症の流行が拡大している状況を受け、参加者および関係者

の健康と安全を最優先に考慮し、２月、３月のイベントの変更、中止をいたしました。また、

対応の一環として認定講座のオンライン化の承認などを進めました。 

 

以下、２０１９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、インタ

ーネット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。 

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取り組みを

実施しています。 

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、ＡＥ

ＡＪ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する企業、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運営しました。 

さらに、スポーツ施設の割引利用やアロマグッスの購入割引など、会員特典の充実に努

めました。 

また、イベント「第２２回会員のつどい アロマフェスタ２０２０」と連動し、 全国の

会員が利用できるオンライン会員感謝セール「AEAJ Marché」を期間限定で立ち上げまし

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、ＷＥ

Ｂ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、ナチュラルビューティス

タイリストの資格を有する方々を紹介するインタビューサイト「sense of LIFE」、「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 

 ２０１９年度受験者数：３０９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１４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：１６件の応募があり、環境大臣賞の「人の和を香りで包む腰当森（鎮守の

森）～つなぐ場づくりで、つながる～」、日本アロマ環境協会賞の「四季

を通し五感で楽しめるハナモモの街～地域の人も、障がいを持った人も誰

もが幸せの風を感じられる～」など７点の受賞企画が決定 

表彰式：２０２０年２月２１日（金）環境省（東京都千代田区）において実施 

 

 ② 「子ども霞が関見学デーｉｎ環境省」への出展 

   開催日：２０１９年８月７日（水）・８日（木） 

   会 場：環境省 

   内 容：「植物の香りと環境の関わりを知ろう」 

       「香育（こういく）講座 アロマテラピーを体験してみよう！」 

   参加者：４７８名 

 

③  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 

 

④ ＡＥＡＪイメージフレグランスコンテスト２０２０ 

  主 催：（公社）日本アロマ環境協会 

   後  援：環境省 

     内 容：アロマテラピーに欠かせない植物の香り（精油）を使用して作成した 

             ナチュラルフレグランスを募集し、優秀作品を表彰するコンテスト 

       今回のテーマ地は「東京」 

    応募作品数：３２４作品 



 

審査：一次審査 ２０１９年１０月～１１月 

   二次審査 ２０１９年１２月３日（火） 

   最終審査 ２０２０年２月１６日（日）（アロマフェスタ内での公開審査） 

 

表彰式：「第２２回会員のつどい アロマフェスタ２０２０」内にて最終審査後、同会

場において実施 

賞：環境大臣賞、東京フレグランス賞、日本アロマ環境協会賞、オーディエンス賞（各１名） 

 

 

（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 

２０１９年度実績： 

・ＡＥＡＪ支援実施回数：１２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 

 

（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） 

 ２０１９年度適用実績：２８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、ＡＥＡ

Ｊ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「ベルガモット精油の香りが寝不足時の「集中力低下」や「肌のハリ低

下」を防ぐ可能性」をプレスリリースおよびプレス発表会にて発表 

 共同研究「精油の嗅覚刺激により、テストステロンの分泌量が増加」「ハッカ精油

のクールダウン作用～実験によりハッカ精油が体感温度を下げる結果に～」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 

 ２０１９年度の研究費助成審査（次年度助成分） 

 申請８件、採択１件 

 

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ＡＥＡＪイベント等で配布 

 科学的根拠に基づく植物のチカラをわかりやすく紹介した「ボタニカルサイエンス

レポート」を発行 

 

⑤ 『アロマテラピー学雑誌』電子版の編集・発行 

 第２０巻（第２号、第３号）、第２１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 

   ２０１９年度認定実績：新規３ブランド 

   



 

３．広報事業の推進 

 

① ＡＥＡＪ及びＡＥＡＪ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２１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８５４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ＡＥＡＪイベント、キャンペーンなどの告知 

       

② ＡＥＡＪ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、年間４号を発

行(第９２号～第９５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 

 ＡＥＡＪ公式サイト上での、英語・簡体字リーフレットの公開（ＡＥＡＪガイド、

はじめの一歩） 

 

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 

 ・特設サイト「sense of LIFE」の企画・制作 

 ・各種キャンペーンやイベントの企画・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）・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１１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 



 

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 

 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４０回アロマテラピー検定試験（１級・２級）の実施 

実施日：２０１９年５月１２日（日） 

実施都市：３４都市 

受験申込件数：９，８８２件（１級・２級合計） 

 

 第４１回アロマテラピー検定試験（１・２級）の実施 

実施日：２０１９年１１月３日（日） 

実施都市：３４都市 

受験申込件数：１０，３８２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４０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：２０１９年８月４日（日） 

実施都市：１５都市 

受講申込者数：７１９名 

 

 第４１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：２０２０年２月９日（日） 

実施都市：１５都市 

受講申込者数：７５１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 

２０１９年度（４、７、１０、１月期）申請者数 １，９２６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４４回アロマテラピーインストラクター試験の実施 

実施日：２０１９年９月２２日（日） 

実施都市：１５都市 

受験申込者数：６０５名 

 

 第４５回アロマテラピーインストラクター試験の実施 

実施日：２０２０年３月２２日（日） 

実施都市：１５都市 

受験申込者数：５４２名 

 

④ アロマセラピスト学科試験実施 

 第４０回アロマセラピスト学科試験の実施 

実施日：２０１９年５月２６日（日） 

実施都市：１０都市 

受験申込者数：２９２名 

 

 第４１回アロマセラピスト学科試験の実施 



 

実施日：２０１９年１１月２４日（日） 

実施都市：１０都市 

受験申込者数：２８２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１１期（４月期申請）   ：１３８名 

 第１２期（７月期申請）   ：１２７名 

 第１３期（１０月期申請） ：１５６名 

 第１４期（１月期申請）  ：１１７名 

 

アロマハンドセラピスト認定者数 

 第１１期（４月期申請）   ：５３０名 

 第１２期（７月期申請）   ：３１８名 

 第１３期（１０月期申請） ：５７１名 

 第１４期（１月期申請）  ：２８８名 

 

 

（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３９期認定の実施（２０１９年４月受付） 

 第４０期認定の実施（２０１９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９回 大阪２０１９年６月７日（金）、東京２０１９年６月２１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」 

 より効率的な運用のため、プラットフォームの見直しを実施 

２０１９年度公開動画：４７本、利用者数：約１４，０００名 

新規公開番組 

 ・アロマフェスタ２０２０             １本 

 ・アロマ大学２０１９                 ５本 

 ・ナチュラルビューティレシピ         ２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２期（４月～９月）受験者数 ：７６１名 

第３期（１０月～３月）受験者数：６３８名 

 

 

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：２０２０年２月８日（土） 

 会 場：代官山ヒルサイドテラス （東京都渋谷区） 

 内 容：下記６講座を実施 

  参加者数：５６３名 

  ・ハッピーママ学科  

 「リラックスしてうまくいく！ママも仕事もほんの少し力を抜いて」   



 

講師：ＡＹＵＭＩ氏（モデル） 

・お天気アロマ学科   

 「そのプチ不調、実は天気のせいかも！？香りのチカラでセルフケア」  

講師：久手堅 司氏（内科・神経内科・頭痛・脳卒中専門医） 

   大貫 未記氏（美容ライター／気象予報士） 

・フォーチュン学科  

 「運気を上げる！ハッピーフォーチュンアロマ」  

講師：イヴルルド 遙華氏（フォーチュンアドバイザー） 

・インテリア学科  

 「香りから考えるお気に入りの部屋づくり」   

講師：石井 佳苗氏（インテリアスタイリスト） 

・フレグランス学科  

 「香りで印象コントロール！簡単セルフプロデュース術」  

講師：村井 千尋氏（調香師） 

・フェイシャルケア学科  

 「美肌のヒントは腸にある！？目から鱗のスキンケア」  

講師：山崎 まいこ氏（美容皮膚科医） 

 

 ② 「アロマフェア２０１９」の企画・実施 

 期 間：２０１９年１１月２日（土）～１１月６日（水） 

    「アロマフェア２０１９ ～植物の香りの力で、 

     Ｈｅａｌｔｙ＆Ｂｅａｕｔｙ Ｌｉｆｅ ｉｎ 松屋銀座」 

２０１９年１１月２０日（水）～１１月２６日（火） 

    「アロマフェア２０１９ ～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４５社、あべの 

     ハルカス１６社） 

 

 

（２）会員向け企画 
① 「第２２回会員のつどい アロマフェスタ２０２０」の開催 
 開催日：東京：２０２０年２月１６日（日） 

大阪：２０２０年２月２９日（土）※中止 
 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：東京４８３名（セミナー２のみ）、大阪０名 ※中止 

 内 容： 
   ＜セミナー会場＞ 
    ・東京セミナー１※講師の急病により中止 
     「『国境なきアロマテラピー』が目指す、アロマテラピーの未来」 
     講師：ピエール・フランコム氏（国境なきアロマテラピー代表） 
  

・東京セミナー２ 
「スタンフォード式 睡眠の法則と香りの関係」 

     講師：西野 精治氏（スタンフォード大学医学部精神科教授） 
     参加者ノベルティ：オリジナルピローミスト配布 
      
        ・大阪セミナー１ ※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 



 

「シェフに学ぶ、豊かな毎日を彩る一歩上のハーブ活用術」 
     講師：石山 圭氏（イタリアンレストラン『HERBA MONDO』オーナーシェフ） 

      
 大阪セミナー２ ※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止 
「脳科学からひもとく“ストレス”と“メンタルヘルス”」 
講師：吉原 一文氏（九州大学大学院 医学研究院臨床医学部門心身医学講師） 

      

 
＜セール会場＞ 
 会員感謝セール（出店法人：東京５０社） 
 来場者（セール会場）：東京１，９０３名 

 AEAJ Marché 期間限定会員感謝セール（２０２０年２月１２日～２０２０年３月２５日） 

出店法人：２３社 

      
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により東京会場も下記コンテンツは中止 
・アロマハンドトリートメント体験コーナー 
・嗅覚力測定コーナー 
・キッズスペース（香育体験） 

 

② アロマ大学２０１９（会員向け）の開催 
札幌、仙台、東京、金沢、新潟、名古屋、大阪、松山、広島、鹿児島、福岡の１１地

区にて様々な学科と展示を実施 

※沖縄での実施は新型コロナウイルスの影響により中止 

 

  開催地区、日程は以下のとおり 

地区 日程 会場 

新潟 ６月８日 （土） 新潟県民会館 

福岡 ６月２２日（土） アクロス福岡 

金沢 ６月３０日（日） 金沢市民文化ホール 

東京 ７月７日（日） 永田町 GRiD 

広島 ７月１５日（月） 広島国際会議場 

札幌 ９月１日（日） 札幌国際ビル会議室 

名古屋 １０月１４日（月・祝） ウィンクあいち 

仙台 １０月２０日（日） 仙台国際センター 

松山 １１月４日（月・休） 松山市総合コミュニティセンター 

大阪 １１月３０日（土） コングレコンベンションセンター 

鹿児島 １月２５日（土） NC サンプラザ天文館 

沖縄 ３月８日（日）※中止 市町村自治会館 



 

 学科と展示は以下のとおり 

学科名 講師（敬称略） 地区 
参加者数

（名） 

アロマサイエンス学科 
アロマサイエンス研

究所 
全地区 ６５７ 

クリエイション学科 

藤井 彩子 

仙台、東京、 

新潟、金沢、 

大阪、広島、 

松山、鹿児島 ６７９ 

佐原 和人 福岡、札幌 

三谷 基 名古屋 

メンタルヘルス学科 
竹内 りえ 

仙台、東京、 

新潟、金沢、 

名古屋、大阪、 

広島、松山、 

鹿児島、(沖縄) 

７７７ 

川野 泰周 札幌 

香育学科 
沼田 晶弘 

札幌、仙台、 

東京、新潟、 

金沢、名古屋、 

大阪、松山、 

鹿児島、(沖縄) 

３２０ 

根建 美也子 広島 

トリートメント学科 
TESIO セラピストア

カデミー 
全都市 １９５ 

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 ７７６ 

タッチ＆トライコーナー 

・希少精油・芳香蒸留水 

・機関誌連載「香りを創  

る」調香 

 

ＡＥＡＪコーナー（パンフレ

ット、テキスト）展示 

- 全地区 - 

植物エキステスター展示 - 
福岡、金沢、 

東京、広島 
- 

アロマランチ＆ドリンクバー  全地区 ３６３ 

 
（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：２０１９年５月４日（土）～２０１９年１０月５日（土）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：１４２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 

２０１９年度適用実績：３４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．拠点施設の設計 

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、ＡＥＡＪ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予定 

・ 拠点施設の設計コンペを実施し、隈研吾建築都市設計事務所を選定 

・ 資産有効活用のため、建設開始までの間、駐車場用地(収益事業)として貸出 

 

＜拠点施設用地の概要＞ 

 ① 所在地 

  東京都渋谷区神宮前六丁目３４－１６（地番） 

 ② 面積 

  ３２２．９１㎡ 

 

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 

２０１９年度公式サイト掲載実績：２０２件  

２０１９年度メール配信実績：２２２件    延べ２５１，０２０名に配信 

 

  ③  ＡＥＡＪ Ａｎｎｕａｌ Ｐａｒｔｙ ２０２０の開催 

 開催日：２０２０年１月２７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１８４名 

 

Ⅲ．定例会及び委員会 

 

１．２０１９年度（第８回）定時総会 

 日 時：２０１９年６月１６日（日）１３：３２～１４：２０ 

 会 場：学士会館（東京都千代田区） 

 出席数：社員総数２９５名中２４４名出席 

（うち書面表決２１２名、会場出席３２名) 

 

２．２０１９年度（第９回）臨時総会 



 

 日 時：２０１９年１２月２日（月）１３：００～１３：１１ 

 会 場：公益社団法人 日本アロマ環境協会（東京都渋谷区） 

 出席数：社員総数２９５名中２５６名出席 

（うち書面表決２４７名、会場出席９名) 

 

３．理事会（６回） 

  ・第１回臨時理事会 ：２０１９年 ５月２０日（月） 

  ・第１回定例理事会 ：２０１９年 ６月１６日（日） 

  ・第２回定例理事会 ：２０１９年 ９月 ２日（月） 

  ・第２回臨時理事会 ：２０１９年１１月 ５日（火） 

  ・第３回定例理事会 ：２０１９年１２月 ２日（月） 

  ・第４回定例理事会 ：２０２０年 ３月 ９日（月） 

 

４．委員会 

・ 基本戦略委員会： 熊谷 千津 委員長 （開催回数：２回） 

・ 総務委員会： 加藤 正男 委員長  （開催回数：１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：３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 （２０２０年３月３１日現在） 

 

１．会員数 

  ① 個人正会員 ５３，３０６名  

（更新：４９，７９０名、更新率９１．４８％、新規：３，５１６名）  

  ② 法人正会員    ２６０社  

 （更新：２５２社、新規：８社）  

  ③ 法人登録会員 １，７６０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         ４２２，３４２名 

                   １級：３０７，３４８名、２級：１１４，９９４名 

② アロマテラピーアドバイザー認定者数       １２４，３１３名 

③ アロマテラピーインストラクター認定者数      ３１，９８９名 

④ アロマセラピスト認定者数              １２，０８４名 

⑤ アロマブレンドデザイナー認定者数           ３，１７８名 

⑥ アロマハンドセラピスト認定者数           ９，０２６名 

⑦ ナチュラルビューティスタイリスト検定合格者数    ３，８５３名 

⑧ 環境カオリスタ検定合格者数             ３１，４８８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         ５９２教室 

② アロマハンドセラピスト資格認定教室             ２７５教室 

③ アロマテラピーアドバイザー資格認定校        １５７校 

④ アロマテラピーインストラクター資格認定校      １４９校 

⑤ アロマセラピスト資格認定校             １２９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        １２６校 

 



 

４．ＡＥＡＪ表示基準適合認定精油 

  ５７社 ７５ブランド 

 

５．ＡＥＡＪイベントにおける有資格者の活動機会の創出 

ＡＥＡＪ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いた 

 


