
 

（第１号報告） 

２０２１年度 事業報告書 
 

 

Ⅰ．概況報告 

 

２０２１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、学術の

最新情報の収集・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建設を進めました。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、２０２１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リニューアル及び普及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が続く中、イベントは前年度に引き続きオンラインにて開

催しました。 

「アロマの日」の取り組みとして、「第２４回会員のつどい アロマフェスタ２０２１」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」を開催しました。また、有識者によるセミナー、法人正会員による

ワークショップ、全国のショップやスクールでのキャンペーンを展開しました。 

「アロマ大学」では、スペシャルコンテンツとして「Ａｒｏｍａ Ｂａｒ」を初めてオンラ

インにて展開しました。 

イベントなどで収録した動画を、ＡＥＡＪ動画配信サービス「アロマチャンネル」上で公

開しました。 

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、アロマテラピー保険を提供するとともに、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、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 

 ２０２１年度受験者数：７１６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 

 

③ 環境カオリスタ検定公式テキストの改訂 

  「香りからＳＤＧｓをはじめよう。」をテーマにＳＤＧｓに関する内容を追加し、最新

の情報を踏まえた内容の見直しを行いました（２０２２年４月発売）。 

 

（２）環境イベントの開催等 

①  北海道下川町との連携 
  環境モデル都市である北海道下川町とは友好・交流に関する基本協定を結んでいます。 

 

（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 

２０２１年度は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） 

 ２０２１年度は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」にて精油に関する研究情報などを学べ

る講座を年４回開催 
 

② 協会研究事業の企画・実施 

・嗅覚刺激が認知機能に及ぼす影響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サポート制度の運営 

研究費助成の審査決定（２０２２年度助成分） 

・申請１５件、採択７件（研究費助成制度４件、研究調査サポート制度３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２２巻（第２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 

   ２０２１年度認定実績：新規８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 

  プレスセミナーの実施 

  タイトル：月のリズムでアロマケア 

  実施日：２０２１年７月２０日 

  講師：島本麻衣子氏、前田あきこ理事 

  参加人数：４１名（ｚооｍ開催） 

 

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６１９件）を獲得 

＜内容＞    

   ・アロマテラピー活用法に関する提案、アロマテラピーに関する調査結果、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ストックフォトの刷新・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１００号～第１０３号）２３１，９００部 

・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１５回） 

・ＡＥＡＪ認定スクール・法人向け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） 

・ＡＥＡＪ会員向け「バースデー壁紙プレゼント」メール配信（月１回・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 

 ・「月のリズムでボタニカルケア」「心のめぐりを、整えよう。」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）・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  

・キービジュアルのリニューアル 

 ・ＷＥＢ広告 

 

⑧ 環境カオリスタ検定の広告宣伝の企画・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７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４４回アロマテラピー検定試験（１級・２級）の実施 

   実施日：２０２１年５月９日（日） 



 

実施方法：インターネット試験 

    受験申込件数：１１，６７７件（１級・２級合計） 

 

第４５回アロマテラピー検定試験（１級・２級）の実施 

実施日：２０２１年１１月７日（日） 

実施方法：インターネット試験 

受験申込件数：１２，７７３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４４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８月１日（日） 

実施方法：オンライン（ｚооｍ） 

受講申込者数：６０９名 

 

 第４５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：２０２２年２月１３日（日） 

実施方法：オンライン（ｚооｍ） 

受講申込者数：３３７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 

２０２１年度（４、７、１０、１月期）申請者数 １，８７７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４８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９月２６日（日） 

実施方法：インターネット試験 

受験申込者数：４５８名 

 

 第４９回アロマテラピーインストラクター試験の実施 

実施日：２０２２年３月２７日（日） 

実施方法：インターネット試験 

受験申込者数：４２６名 

 

④ アロマセラピスト学科試験実施 

 第４４回アロマセラピスト学科試験の実施 

実施予定日：２０２１年５月２３日（日） 

実施方法：インターネット試験 

受験申込者数：１８６名 

 

 第４５回アロマセラピスト学科試験の実施 

実施日：２０２１年１１月２８日（日） 

実施方法：インターネット試験 

受験申込者数：２８４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１９期（４月期申請）   ： １１７名 

 第２０期（７月期申請）   ： １４３名 

 第２１期（１０月期申請） ： １５０名 

 第２２期（１月期申請）  ： １４８名 

 



 

アロマハンドセラピスト認定者数 

 第１９期（４月期申請）   ： ２７１名 

 第２０期（７月期申請）   ： ３６４名 

 第２１期（１０月期申請） ： ２４７名 

 第２２期（１月期申請）  ： ３２２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４３期認定の実施（２０２１年７月受付） 

 第４４期認定の実施（２０２２年１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：２０２１年６月２４日（木） 

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」 

２０２１年度公開動画：２８本、利用者数：約１８１，８２９名 

新規公開番組 

 ・第２４回会員のつどい アロマフェスタ２０２１    ２本 

 ・アロマ大学２０２１                       １３本 

 ・アロマ大学２０２０                ５本 

 ・精油物語                                        ５本 

 ・試して深める！アロマ科学室                    ２本 

 ・スクール向け番組                              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６期（４月～９月）受験者数 ：              ８３４名 

第７期（１０月～３月）受験者数：                ５７７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２０２１」の企画・実施 

 期 間：２０２１年１１月３日（水・祝）～１１月８日（月） 

    「アロマフェア２０２１ ｉｎ 松屋銀座」 

２０２１年１１月１０日（水）～１１月１６日（火） 

    「アロマフェア２０２１ ｉｎ あべのハルカス近鉄本店」 

 会 場：松屋銀座本店８階 催事場 

 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９

社） 

 

（２）会員向け企画 
① 「第２４回会員のつどい アロマフェスタ２０２１」の開催 
 開催日：２０２１年１１月３日（水・祝） 
 会 場：オンライン 

 内 容： 
   ＜セミナー＞ 



 

 セミナー参加者：３日（水・祝）４０４名 

    ・セミナー１ 

     「植物の香りの秘密～植物にとっての香りの役割とヒトへの作用」 

      講師：田中 修氏 

植物学者 

甲南大学特別客員教授 

・セミナー２ 

「香りとアートがもたらす認知症ケアの新たな可能性」 

      講師：岩﨑 陽子氏 

嵯峨美術短期大学 准教授 

          味と匂い研究会／Ｐｅｒｆｕｍｅ Ａｒｔ Ｐｒｏｊｅｃｔ代表 

        ・セミナー３ 

     「言葉を香りで表現する専門家～フレグランスコンセプターに学ぶ、香りのつくり

方～」 

      講師：新井 幸江氏 

フレグランス＆コスメティックコンセプター 

日本調香技技術普及協会理事 

＜セール＞ 

・ＡＥＡＪ Ｍａｒｃｈé  期間限定会員感謝セール 

２０２１年１１月１日（月）～３０日（火） 

出店法人：４４社 

      
   ＜ワークショップ＞ 

    ・出店者数：  ２０社 

    ・参加者数：５０６名 

 

② アロマ大学２０２１（会員・一般向け）の開催 
    ｖｏｌ．１～４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 ２０２１年   ８月 ２８日（土） 

ｖｏｌ．２ ２０２１年 １０月 １６日（土） 

ｖｏｌ．３ ２０２１年 １２月 １８日（土） 

ｖｏｌ．４ ２０２２年   ２月   ５日（土） 

  

 

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 熊谷  千津   ８７名 

アロマサイエンス学科 清水 邦義 １３８名 

アロマサイエンス学科 丸山 奈保 １９４名 

アロマサイエンス学科 川原 正博 １８７名 



 

クリエイション学科 吉村  彩 １２９名 

クリエイション学科 麻生 順子   ９８名 

クリエイション学科 利光 春華 １０９名 

クリエイション学科 高橋  愛   ６９名 

ヘルスケア学科 荒木 敦子   ８６名 

ヘルスケア学科 松平 浩 １４０名 

和精油学科 ＹＡＭＡＢＥ ＫＡＪＵＥＮ １６７名 

和精油学科 ネロリの島／ＬＣ宮崎 １６１名 

和精油学科 中野ＢＣ １７２名 

和精油学科 ＬＣ宮崎   ９４名 

オンライン学科 高橋 龍征   ６０名 

オンライン学科 吉岡 采音   ３４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 

２０２１年度は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。 

・２０２１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 

・ 建築工事会社は株式会社松下産業を選定 

・ 拠点施設の実施設計を決定、１１月に着工 

・ 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）として賃貸借 

 

＜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。 

・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策定した「感染防止ガイドライン」を改訂しまし

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 

２０２１年度公式サイト掲載実績：９５件  

２０２１年度メール配信実績    ：７５件 延べ１１９，５０８名に配信 

 

Ⅲ．定例会及び委員会 

 

１．２０２１年度（第１２回）定時総会 

 日 時：２０２１年６月２２日（火）１４：３１～１５：２７ 

 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２６９名中２１９名出席 

      （うち書面若しくは電磁的方法による表決２１５名、会場出席４名） 

 

３．理事会（６回） 

  ・第１回臨時理事会 ：２０２１年  ５月 ２４日（月） 

  ・第１回定例理事会 ：２０２１年  ６月 ２２日（火） 

  ・第２回定例理事会 ：２０２１年  ９月 １３日（月） 

  ・第３回定例理事会 ：２０２１年１２月 １３日（月） 

  ・第２回臨時理事会 ：２０２２年  ２月   ８日（火） 

  ・第４回定例理事会 ：２０２２年  ３月 １４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：             森本 英香 委員長 （開催回数：１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： 藤井 裕子 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 （２０２２年３月３１日現在） 

 

１．会員数 

  ① 個人正会員  ４９，７８１名  

（更新：４６，５２７名、更新率９１．０８％、新規：３，２５４名）  

  ② 法人正会員      ２５７社  

 （更新：２４１社、新規：１６社） 

  ③ 法人登録会員  １，７８２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                  ４６１，１０６名 

                           １級：３３６，９１８名、２級：１２４，１８８名 

② アロマテラピーアドバイザー認定者数              １３０，２５９名 



 

③ アロマテラピーインストラクター認定者数              ３３，７４９名 

④ アロマセラピスト認定者数                      １２，３６９名 

⑤ アロマブレンドデザイナー認定者数                   ４，１４５名 

⑥ アロマハンドセラピスト認定者数                 １１，１１６名 

⑦ ナチュラルビューティスタイリスト検定合格者数             ６，９２８名 

⑧ 環境カオリスタ検定合格者数                    ３２，７３９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               ５８５教室 

② アロマハンドセラピスト資格認定教室                   ２７９教室 

③ アロマテラピーアドバイザー資格認定校               １５１校 

④ アロマテラピーインストラクター資格認定校             １４７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               １２５校 

 

４．ＡＥＡＪ表示基準適合認定精油 

  ６０社 ７６ブランド （２０２２年３月末時点） 


