
 

(第１号報告) 

 ２０２０年度 事業報告書 
 

Ⅰ．概況報告 

 

２０２０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、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しました。また、拠点施設につ

いて、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設計を進めました。これらの事業は、ＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）を意識しつつ実施しました。 

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、全ての資格試験およびイベントをオンライン開催としまし

た。また、認定スクールにおけるデジタル化の一環として認定講座のオンライン対応や、こ

れまでにない日常の中でのアロマテラピーの果たせる役割について情報発信などを進めまし

た。 

 

以下、２０２０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、香育チャンネルを通じた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ため、学術情報の収集や発信

など、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しました。 

 

（３）会員サービスの充実 

新型コロナウイルス感染症拡大を受けて、今までオフラインで開催していたイベントを

オンラインに切り替えて開催しました。「第２３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ショッピングモール「ＡＥＡＪ Ｍａｒｃｈé」上

で「会員感謝セール」を期間限定で開催しました。 

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ズの購入割引など、会員特典の充実に努

めました。 

 

（４）各種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、さまざまなキャンペーンを実施した

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、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 

 ２０２０年度受験者数：５９５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１５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：１２件の応募があり、環境大臣賞の「四季の香ローズガーデン拡張に伴う

リニューアルオープン」、日本アロマ環境協会賞の「香りとアートの水眠

ｉｎｇプール～香の島が浮かぶ人とメダカの極楽浄土」など８点の受賞企

画が決定 

表彰式： ２０２１年２月１９日（金）環境省（東京都千代田区）において実施 

 

②  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ました。 

 

（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 

２０２０年度新型コロナウイルス感染症拡大防止のため制度を休止しました。 

・ＡＥＡＪ支援実施回数：０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） 

 ２０２０年度新型コロナウイルス感染症拡大防止のため制度を休止しました。 



 

 ・支援実績：０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』（「試して深め

る！アロマ科学室」「アロマ最新研究」「精油図鑑」）に掲載し、情報発信を実施 

・イベント「アロマ大学アロマサイエンス学科」にて精油に関する実験手法を体験で

きる講座を年５回開催 

 

② 協会研究事業の企画・実施 

・アロマ活用ライフスタイルと認知機能に関する共同研究を推進 

 

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 

 ２０２１年度の研究費助成審査（次年度助成分） 

・申請２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」を配布      

 

⑤ 『アロマテラピー学雑誌』電子版の編集・発行 

・第２１巻（第２号、第３号、第４号）、第２２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 

   ２０２０年度認定実績：新規２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（年間１１件）を配信し、各種

メディアへの記事露出(年間約３７０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管理 

・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９６号～第９９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公式サイトの英語・簡体字表示を公開 

 

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 

 ・「＃アロマで想いを届けよう」など各種キャンペーンやイベントの企画・実施 

・店頭ポスター、リーフレット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、リーフレットなど各種広報ツールの企画・制作  

 ・ＷＥＢ広告 

 

⑧ 環境カオリスタ検定の広告宣伝の企画・実施 

・イベントの企画・実施 

・ＷＥＢ広告 

 

⑨ 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３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 

・ＷＥＢ広告 

・上位資格に関する意識調査 
 

⑩ 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４２回アロマテラピー検定試験（１級・２級） 

   実施予定日：２０２０年５月１０日（日） 

    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

 第４３回アロマテラピー検定試験（１級・２級）の実施 

実施日：２０２０年１１月１日（日） 



 

実施方法：インターネット試験 

受験申込件数：１９，３８９件（１級・２級合計） 

※第４２回の振替分含む 

 

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４２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８月２日（日） 

実施方法：オンライン（ＺＯＯＭ） 

受講申込者数：１６２名 

 

 第４３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：２０２１年２月１４日（日） 

実施方法：オンライン（ＺＯＯＭ） 

受講申込者数：６８４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 

２０２０年度（４、７、１０、１月期）申請者数 １，３４４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４６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９月２７日（日） 

実施方法：インターネット試験 

受験申込者数：４９３名 

 

 第４７回アロマテラピーインストラクター試験の実施 

実施日：２０２１年３月２２日（日） 

実施方法：インターネット試験 

受験申込者数：６１１名 

 

④ アロマセラピスト学科試験実施 

 第４２回アロマセラピスト学科試験 

実施予定日：２０２０年５月２４日（日） 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

 

 第４３回アロマセラピスト学科試験の実施 

実施日：２０２０年１１月２２日（日） 

実施方法：インターネット試験 

受験申込者数：３３０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１５期（４月期申請）   ： ８４名 

 第１６期（７月期申請）   ： ８３名 

 第１７期（１０月期申請） ：１３３名 

 第１８期（１月期申請）  ：１１２名 

 

アロマハンドセラピスト認定者数 

 第１５期（４月期申請）   ：２９８名 

 第１６期（７月期申請）   ：１９９名 

 第１７期（１０月期申請） ：１５８名 

 第１８期（１月期申請）  ：２５０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４１期認定の実施（２０２０年４月受付） 

 第４２期認定の実施（２０２０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 

実施日：２０２０年６月２６日（金） 

実施方法：オンライン開催 

 

（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」 

２０２０年度公開動画：２８本、利用者数：約１３８,４３０名 

新規公開番組 

 ・第２２回会員のつどい アロマフェスタ２０１９  １本 

 ・第２３回会員のつどい アロマフェスタ２０２０  ３本 

 ・アロマ大学２０２０                       ８本 

 ・精油物語                   １１本 

 ・香育チャンネル                          １本 

 ・試して深める！アロマ科学室                    １本 

 ・スクール向け番組                              ３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４期（４月～９月）受験者数 ：  ９２３名 

第５期（１０月～３月）受験者数：１，０３７名 

 

５．催事の企画運営など 

（１）一般向け企画 

 ①「アロマフェア２０２０」の企画・実施 

 期 間：２０２０年１０月２８日（水）～１１月２４日（火） 

    「アロマの日キャンペーンショップ ｉｎ 松屋銀座」 

２０２０年１１月１１日（水）～１１月１７日（火） 

    「アロマフェア２０２０ ｉｎ あべのハルカス近鉄本店」 

 会 場：松屋銀座本店 7 階リビングフロア内イベントスペース 

 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：「植物の香りある暮らし ～ＢＥＡＵＴＩＦＵＬ ＤＡＹＳ ＷＩＴＨ  

ＡＲＯＭＡＴＨＥＲＡＰＹ～」 

          アロマ関連商品・書籍の販売（出店企業：松屋銀座４社、あべのハルカス 

８社） 

 

（２）会員向け企画 
① 「第２３回会員のつどい アロマフェスタ２０２０」の開催 
 開催日：２０２０年１１月３日（火・祝）、６日（金） 
 会 場：オンライン 

 内 容： 
   ＜セミナー＞ 

 セミナー参加者：３日（火・祝）４７５名 

         ６日（金）  ２３１名     



 

    ・セミナー１（両日） 

     「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）  

・セミナー２（両日） 

「スポーツ科学における免疫機能と香りの研究最前線」 

      講師：枝 伸彦氏（独立行政法人日本スポーツ振興センター国立スポーツ科学 

センター スポーツ研究部契約研究員）  

        ・セミナー３（３日） 

     「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） 

・セミナー３（６日） 

「マリー・アントワネットが愛した花々と香りの世界」 

講師：エリザベット・ド・フェドー氏（アーティ・フレグレンス社代表） 

 

＜セール＞ 

・ＡＥＡＪ Ｍａｒｃｈé 期間限定会員感謝セール 

(２０２０年１１月１日～３０日） 

出店法人：３１社 

      
   ＜ワークショップ＞ 

    ・出店者数： １６社 

    ・参加者数：５６６名 

 

   ＜Ａｒｏｍａ Ｃａｆé＞ ＡＥＡＪ会員のオンライン交流会 

    ・参加者数 

    「介護とアロマテラピー」:１８名 

    「これからの『香育』のあり方」:１９名 

    「ヘルスケア分野でのアロマテラピーの可能性」:１４名 

    「ニューノーマルな社会でアロマスクールができること」：２９名 

    「アロマテラピーでできる社会貢献」：１０名 

    「コロナ禍を経て『アロマセラピスト』が求められるものとは？」:１２名     

 

② アロマ大学２０２０（会員・一般向け）の開催 

    ｖｏｌ.１〜５まですべてオンラインで実施 

 

開催日程は以下のとおり 

 日   程 

ｖｏｌ.１ ２０２０年  ７月２５日（土） 

ｖｏｌ.２ ２０２０年  ８月２９日（土） 

ｖｏｌ.３ ２０２０年１０月１０日（土） 

ｖｏｌ.４ ２０２０年１２月１３日（土） 

ｖｏｌ.５ ２０２１年  １月２２日（金） 

  



 

 

学科は以下のとおり 

学科名 講師（敬称略） 参加者数 

アロマサイエンス学科 アロマサイエンス研究所 ５０１名 

クリエイション学科 篠崎 恵美 ３４８名 

セルフケア学科 
仲里 園子 

山口 蝶子 
３４１名 

ローズ学科 國枝 健一 ５３０名 

ストレスケア学科 
千葉大学大学院医学研究員 

認知行動生理学教室 
５８９名 

ボランティア学科 会員８名（有資格者） ３１５名 

 
（３）認定スクール向け企画 

 ① ＡＥＡＪ認定スクール限定オンラインセミナーの実施 

  開催日：２０２０年７月１０日（金） 

  会 場：オンライン 

  内 容：「明日から出来る！プロが教えるオンライン講座のコツ」 

      講師：株式会社 スペースマーケット 

  参加者：２２５名 

 

 ② ＡＥＡＪ認定スクール意見交換会 

  開催日：２０２０年８月３１日（月） 

  会 場：オンライン 

  内 容：「コロナ禍におけるアロマテラピートリートメント意見交換会」 

  参加者：７５スクール 
 

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 

２０２０年度新型コロナウイルス感染症拡大防止のため制度を休止しました。 

・２０２０年度適用実績：０件 

 

７．試験問題関係 

 

① 各種検定・試験の試験問題の作成・採点・管理 

 

８．拠点施設の設計 

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整備を進めています。 

・ 設計事務所は隈研吾建築都市設計事務所を選定 

・ 拠点施設の基本設計を決定、実施設計の検討を実施 

・ 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＞ 



 

 所在地：東京都渋谷区神宮前 ６丁目３４番１６（地番） 

 面 積：３２２．９１㎡ 

 

９．新型コロナウイルス感染症に関する対応  

 

・新型コロナウイルス感染症に関してＡＥＡＪ公式サイトに「新型コロナウイルス感染症対応」の 

ページを設け、会員関係、認定スクール関係、資格関係等の情報提供を行いました。 

 

・医療従事者の方々へのアロマグッズ寄付として、新型コロナウイルス感染症患者受け入 

れ数の多い大学病院５ヶ所にアロマグッズの贈呈と総額１，０００万円の寄付を行うと 

ともに、全国のアロマファンからの感謝のメッセージ１３６通もお届けしました。合わ 

せて、２００万円を日本赤十字社に寄付しました。 

 

・徹底した感染防止対策を行いながらアロマテラピー活動を継続していくため、感染対策 

の専門家および内閣官房の助言を得て「感染防止ガイドライン」を作成しました。 

 

１０．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 

２０２０年度公式サイト掲載実績：７９件  

２０２０年度メール配信実績    ：７２件 延べ９７，５５４名に配信 

 

Ⅲ．定例会及び委員会 

 

１．２０２０年度（第１０回）定時総会 

 日 時：２０２０年６月２１日（日）１４：０２～１４：４５ 

 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２７４名中２１５名出席 

      （うち書面若しくは電磁的方法による表決２１３名、会場出席２名) 

 

２．２０２０年度（第１１回）臨時総会 

 日 時：２０２０年１１月１８日（水）１３：００～１３：２５ 

 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２８２名中２４２名出席 

      （うち書面若しくは電磁的方法による表決２３７名、会場出席５名) 

 

３．理事会（１０回） 

  ・第１回臨時理事会 ：２０２０年 ５月２５日（月） 

  ・第１回定例理事会 ：２０２０年 ６月２１日（日） 

  ・第２回臨時理事会 ：２０２０年 ６月２１日（日） 

  ・第３回臨時理事会 ：２０２０年 ７月１５日（水） 

  ・第４回臨時理事会 ：２０２０年 ９月 １日（火） 

  ・第２回定例理事会 ：２０２０年 ９月２８日（月） 

  ・第５回臨時理事会 ：２０２０年１１月１８日（水） 

  ・第３回定例理事会 ：２０２０年１２月 ７日（月） 



 

  ・第６回臨時理事会 ：２０２０年１２月２２日（火） 

  ・第４回定例理事会 ：２０２１年 ３月１５日（月） 

 

４．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：４回） 

・ 環境委員会： 森本 英香 委員長 （開催回数：３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：１回） 

・ 資格ネットワーク委員会： 藤井 裕子 委員長 （開催回数：１回） 

・ 試験問題委員会： 加藤 正男 委員長 

 

Ⅳ．会員数・認定関係 （２０２１年３月３１日現在） 

 

１．会員数 

  ① 個人正会員 ５１,０８３名  

（更新：４８,７５２名、更新率９１．４６％、新規：２,３３１名）  

  ② 法人正会員    ２４６社  

 （更新：２３８社、新規：８社）  

  ③ 法人登録会員 １，７１３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         ４３９，４８０名 

                   １級：３２０，４２２名、２級：１１９，０５８名 

② アロマテラピーアドバイザー認定者数       １２６，３５８名 

③ アロマテラピーインストラクター認定者数      ３２，５８０名 

④ アロマセラピスト認定者数              １２，１５６名 

⑤ アロマブレンドデザイナー認定者数           ３，５８９名 

⑥ アロマハンドセラピスト認定者数           ９，９２４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         ５７８教室 

② アロマハンドセラピスト資格認定教室             ２７２教室 

③ アロマテラピーアドバイザー資格認定校        １５４校 

④ アロマテラピーインストラクター資格認定校      １４８校 

⑤ アロマセラピスト資格認定校             １２８校 

⑥ アロマブレンドデザイナー資格認定校       １１５校 

⑦ アロマハンドセラピスト資格認定校        １２３校 

 

４．ＡＥＡＪ表示基準適合認定精油 

  ５６社 ７３ブランド 


