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本書の第3刷(2021年10月1日)について、以下の通り変更しております。

章 頁 該当箇所(見出し等） 変更内容

《基本精油30種》

・「オレンジ・スイート」　　　 　　　　　　　　　 ⇒「スイートオレンジ」
・「カモミール・ジャーマン」 　　　　　　　　　⇒「ジャーマンカモミール」
・「カモミール・ローマン」　  　　　　　　　　　⇒「ローマンカモミール」
・「ジャスミン」               　　　　　　　　　 ⇒「ジャスミン(アブソリュート)」
・「フランキンセンス(オリバナム/乳香)」　 ⇒「フランキンセンス」
・「ベンゾイン(安息香)」    　　　　　　　　　⇒「ベンゾイン(レジノイド)」
・「ミルラ(マー/没薬)」     　　　　　　　　　⇒「ミルラ」
・「メリッサ(レモンバーム)」 　　　　　　　　　⇒「メリッサ」
・「ユーカリ(ユーカリプタス)」  　　　　       ⇒「ユーカリ」
・「ローズアブソリュート」　　　                 ⇒「ローズ(アブソリュート)」

※精油表記変更後、50音順に並び替え

《ブレンドの幅を広げる精油6種》

・「トンカビーンズアブソリュート」     　　⇒「トンカビーンズ(アブソリュート)」
・「バイオレットリーフアブソリュート」 　　⇒「バイオレットリーフ(アブソリュート)」

※精油表記変更後、50音順に並び替え

《参考精油18種》

・「カーネーションアブソリュート」   　　  ⇒「カーネーション(アブソリュート)」
・「キンモクセイアブソリュート」     　　  ⇒「キンモクセイ(アブソリュート)」
・「ジャスミンサンバッグアブソリュート」 ⇒「ジャスミンサンバッグ(アブソリュート)」
・「バニラアブソリュート」           　　   ⇒「バニラ(アブソリュート)」
・「ホーリーフ(芳樟)」               　　   ⇒「ホーリーフ」
・「ミモザアブソリュート」　　　　　　　　   ⇒「ミモザ(アブソリュート)」
・「ユズ(柚子)」                             ⇒「ユズ」

18 Column　アロマテラピーの発展
・「アロマテラピー検定公式テキスト 1級」⇒「アロマテラピー検定公式テキスト 1級・2
級」

19 Lesson2 ◆植物性香料(精油)

・〈例〉ビターオレンジからとれる「香料」⇒「精油」
・「ネロリ精油」⇒「ネロリ」
・「オレンジフラワーアブソリュート」⇒「オレンジフラワー(アブソリュート)」
・「プチグレン精油」⇒「プチグレン」

Lesson2 ◆動物性香料(精油)
・「分泌線嚢」⇒「分泌腺嚢」に修正
・「基材や精油の種類」⇒「レシピ」に変更

Lesson2 ◆単離香料 〈例〉 ・「オレンジ・スイート」　⇒「スイートオレンジ」

Lesson2 ◆純合成香料 ①＆② 〈例〉 ・「ジャスミン」 ⇒「ジャスミン(アブソリュート)」

31
強さ
上から11行目

・「オレンジ・スイート」⇒「スイートオレンジ」

35
《表：香調7分類と代表的な
香水》
表内の代表的な精油の列

・香調③ ： 「ローズアブソリュート」  ⇒「ローズ(アブソリュート)」
　　　　　　  「ジャスミン」             ⇒「ジャスミン(アブソリュート)」
・香調⑤ ： 「ローズアブソリュート」  ⇒「ローズ(アブソリュート)」
・香調⑥ ： 「バルサム・レジン系精油(ベンゾイン、バニラ、ラブダナムなど)」
　　　　　　　　⇒「ベンゾイン(レジノイド)、バニラ(アブソリュート)、ラブダナム」

36 2行目 ・「(アブソリュート類など)」⇒削除

39
Lesson1 安全のための注意
本文上から3行目、下から2行目

・「アロマテラピー検定公式テキスト 1級」⇒「アロマテラピー検定公式テキスト 1級・2
級」

42
Lesson2 香りのパレットを組み立てる本
文上から11行目(1)、14行目(2)

(1) 「トンカビーンズアブソリュート」　　 ⇒「トンカビーンズ(アブソリュート)」
(2) 「バイオレットリーフアブソリュート」 ⇒「バイオレットリーフ(アブソリュート)」

43
Step1第2列(1)、Step2第3列(2)、
15行目＆26行目(3)

(1) 「オレンジ・スイート～ベンゾイン」 ⇒「スイートオレンジ～ベンゾイン(レジノイド)」
(2) 「トンカビーンズアブソリュート」　　 ⇒「トンカビーンズ(アブソリュート)」
(3) 「バイオレットリーフアブソリュート」 ⇒「バイオレットリーフ(アブソリュート)」

44
表：香りを嗅ぐ順序 STEP1上段(1)、
STEP2上段(2)、下段(3)

(1) 「オレンジ・スイート」 ⇒「スイートオレンジ」
     「カモミール・ジャーマン」 ⇒「ジャーマンカモミール」
(2) 「カモミール・ローマン」 ⇒「ローマンカモミール」
(3) 「ジャスミン」 ⇒「ジャスミンabs.」

49
Lesson3 精油のプロフィール
《項目の説明》

・⑧：「抽出部位」 ⇒「主な抽出部位」
・⑩：「主な香りの成分」 ⇒「成分の一例」
※精油のプロフィール全てに反映

50～64 《基本精油1～30》
・精油プロフィールの表記及び項目の説明を変更し、50音順に並び替え
※項目の説明について、『 アロマテラピー検定 公式テキスト 1級・2 級(2020年6月
改訂版) 』の精油のプロフィールと情報統一

65～67 《ブレンドの幅を広げる精油1～6》
・精油プロフィールの表記を変更し、50音順に並び替え
・英語表記の「Absolute」は削除

9目次

アロマブレンドデザイナー 公式テキスト　について

■主な変更ポイント
　・『 アロマテラピー検定 公式テキスト 1級・2級(2020年6月改訂版） 』 との情報統一を行い、精油プロフィールの表記を変更しております。
　・巻末の人物画像を一部差し替え、問い合わせ先を変更しております。
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《参考精油1～18》
・精油プロフィールの表記を変更し、50音順に並び替え
・英語表記の「Absolute」は削除

《参考精油11》スペアミント ・「Mentha spicata(Mentha viridis) 」 ⇒「Mentha spicata 」

73 図：「香りの系統(ノート)」による分類

①： 「オレンジ・スイート」                    ⇒「スイートオレンジ」
②： 「バイオレットリーフアブソリュート」    ⇒「バイオレットリーフ(アブソリュート)」
③：「カモミール・ジャーマン」              ⇒「ジャーマンカモミール」
　　「カモミール・ローマン」                  ⇒「ローマンカモミール」
⑤：「カーネーションアブソリュート」   　　  ⇒「カーネーション(アブソリュート)」
　　「キンモクセイアブソリュート」     　　  ⇒「キンモクセイ(アブソリュート)」
　　「ジャスミンサンバッグアブソリュート」 ⇒「ジャスミンサンバッグ(アブソリュート)」
　　「ミモザアブソリュート」　　　　　　　　   ⇒「ミモザ(アブソリュート)」
　　「ローズアブソリュート」　　　             ⇒「ローズ(アブソリュート)」
⑧：「トンカビーンズアブソリュート」         ⇒「トンカビーンズ(アブソリュート)」
     「バニラアブソリュート」           　　   ⇒「バニラ(アブソリュート)」
     「ベンゾイン」                             ⇒「ベンゾイン(レジノイド)」

74～75 Column 香り成分一覧表
・「オレンジ・スイート」　　　　　⇒「スイートオレンジ」
・「バニラ」　　　　　　　　　　　⇒「バニラabs.」
・「ジャスミン」　　　　　　　　　⇒「ジャスミンabs.」

85
◆似た香調、似た印象の精油を組み
合わせる  〈例〉

・「オレンジ・スイート」 ⇒「スイートオレンジ」

86 ◆香りの持続性を意識する  〈例〉 ・「オレンジ・スイート」 ⇒「スイートオレンジ」

88 Point！23行目 ・「トンカビーンズアブソリュート(10％)」 ⇒削除

89
アレンジ1-③、ブレンドのねらい2行目
アレンジ2-②

・「オレンジ・スイート」 ⇒「スイートオレンジ」

90 ①の行全て ・「ジャスミン」 ⇒「ジャスミンabs.」

92 ⑤の行全て ・「オレンジ・スイート」 ⇒「スイートオレンジ」

106 Lesson2 アロマフレグランス 演習2 ・「キンモクセイ」 ⇒「キンモクセイ(アブソリュート)」

108 ハンドクリーム
・「アロマテラピー検定公式テキスト 1級」 ⇒「アロマテラピー検定公式テキスト 1級・2
級」
・「ミツロウクリームの作り方」 ⇒「スキンケア」

109 演習6 ② ・「オレンジ・スイート」 ⇒「スイートオレンジ」

112～115 AEAJの資格制度
・モデル画像を全て変更
・AEAJ資格・認定スクールについて、最新の情報に更新

116
公益社団法人 日本アロマ環境協会
(AEAJ)について

・最新の情報に更新

117 AEAJ刊行物のご案内
・最新版に変更
・テキスト価格を税込表示に変更
・アロマテラピー用語辞典を削除、ナチュラルビューティスタイリスト検定に差し替え

奥付 －
・現住所に変更、電話・FAXを削除
・問い合わせ先 license@aromakankyo.or.jp 追加

お問い合わせ ： licence@aromakankyo.or.jp
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