
 

 

ＡＥＡＪ認定『アロマハンド 

セラピスト資格対応コース』 

公益社団法人 日本アロマ環境協会（ＡＥＡＪ）専科資格 

『アロマハンドセラピスト資格対応コース』 を開講します。   

専科資格制度とは 

●アロマテラピーに関する基礎知識を備え AEAJ  認定

アロマテラピーアドバイザー資格以上の資格取得者を対

象としています。 

●本科資格にプラスして取得することが可能です。 

アロマハンドセラピストとは、安全にアロマテラピーを

行うための知識を持ち、第三者にアロマハンドトリートメン

トを提供できる能力を認定する資格です。身の周りの方を

はじめ、ボランティアや地域活動などにおいて、第三者に

アロマハンドトリートメントを実践するのに適しています。 

回数 １日 5 時間 

料金 １３，５００円 （『履修証明書』を含む、税込） 

・精油と植物油を用いての指先から肘までのハンドトリート

メントを学びます。 

・精油の香りとタッチングの両方による心地よさを通じて、

受け手の心身を優しく包むことができます。 
 
・アロマテラピーを通じてたくさんの方に笑顔を届けるため

に生まれた資格です。 
 
・アロマテラピーアドバイザー資格以上の取得者を対象に

した講座となります。 
 
・ＡＥＡＪ専科資格アロマハンドセラピストは試験を実施しま

せん。 
 
・アロマハンドセラピスト資格対応コースを修了し資格申請

を行います。 

持ち物 筆記用具、大判バスタオル２枚、ハンドタオル１枚 

アロマハンドセラピスト 公式テキスト(１，７６０円 税込） 

精油・植物油などは当教室でご用意しています。 
 

☆受講資格 アロマハンドセラピスト資格を取得するには、 
●アロマテラピーを安全に楽しむための基礎知識を問う、アロマテラピー検定１級合格

後、 
 ●ＡＥＡＪに入会し、●アロマテラピーアドバイザー資格を取得する必要があります。 
●そして、ＡＥＡＪ認定スクールでアロマハンドセラピスト資格対応コースを修了するこ

とで  資格申請が可能となります。 

アロマテラピースクール イン ノース 

  

   〒０６１－１２７１ 

北海道北広島市大曲中央３丁目 

ＴＥＬ／ＦＡＸ：０１１－３７７－７３１０ 
              （休校日      日・祝日） 

(国道 36 号線の近く高速北広島インター近く、コストコ、 

三井アウトレットの近くです。JR 北広島の近くの 

エスコンフィールド北海道のある北広島市大曲中央です。） 

入学が決まった方に地図を送ります。 

高速北広島インターの近くですので札幌市、千歳市、恵庭市、

苫小牧市、江別市等から通う事も可能です。 

ホームページ 「アロマテラピースクール イン ノース」 

http://www3.plala.or.jp/jnorth/  

公益社団法人 日本アロマ環境協会 

アロマテラピーアドバイザー資格認定教室 

アロマテラピースクール イン ノース 

アロマの基礎的な勉強と、とても楽しいアロマの実習です。 

精油の香りの勉強と毎回の実習で作る香りにあなたは癒されま

す。もっと香りを生かす生活をしましょう。 

あなたにぴったりの香りはあなたを癒します。 

 

当教室は検定試験対象の 30 種類の精油をそろえています。精油

の香りを実際に嗅いで精油の香りに慣れ、使い方やアロマテラピ

ーの良さを実感しましょう。精油を使えるように学びましょう。 

 

実習で、ローズのハニーバス（入浴剤）やクレイパック、アロマ

オイルでフェイストリートメントオイル作りとご自分のお顔のト

リートメント、ハンドクリーム、スキンローション、Masuda と

一緒にご自分癒しのルームスプレーを作ります。実習は精油の利

用法がわかります。精油は心と身体とお肌に利用できます。 

 

私、生徒さん、お客様等に使用した精油の話も楽しいですよ♪ 

テキストと別に精油の作用のプリントもお渡しします。香りの無

い生活とある生活では毎日豊かさが違います。 

どうぞ、アロマの素敵な扉を開きましょう。 

 

アロマテラピー検定テキストを使って、アロマテラピーを勉強し

ましょう。アロマテラピーアドバイザー認定講習会も受講しまし

ょう。 

アロマテラピー検定１級の資格取得を目指し、アロマテラピーア

ドバイザー認定講習会を受講し、アロマテラピー検定１級合格後

は AEAJ 認定アロマテラピーアドバイザー資格を申請することが

できます。 

 

2023 年 生徒さん募集中です 

アロマテラピースクール 

イン ノース  

 

入学案内 

２０２３年 

公益社団法人 日本アロマ環境協会 
 アロマテラピーアドバイザー資格認定教室 
公益社団法人 日本アロマ環境協会 
 アロマハンドセラピスト資格認定教室 
 
《公益社団法人 日本アロマ環境協会》 

1996 年 4 月設立の非営利団体でアロマテラピーに関する知

識の普及と基礎的な調査研究を行い、会員相互の情報交

換・体験発表・シンポジウムなどを通じてアロマテラピー

の健全な発表と啓蒙をはかる事を目的としている団体で

す。 

アロマテラピー検定対応コース 

『アロマテラピー検定対応講座』 

アロマテラピーアドバイザー認定講習会 

 

アロマハンドセラピスト資格対応コース 



  
 

 

理論 
1．アロマテラピーの基本、 

きちんと知りたい、精油のこと 
 ・アロマテラピー、精油について 

 ・精油①（４種類） 

2.アロマテラピーの安全性、 

アロマテラピーを実践する 
 ・素材・用具について 

 ・精油②（４種類） 

3.アロマテラピーのメカニズム 
 ・精油③（７種類） 

 

4. アロマテラピーとビューテ

ィ＆ヘルスケア 
 ・ストレスや女性ホルモンのケア 

 ・精油の禁忌表 

・精油④（３種類） 

5.  アロマテラピーの歴史を

ひもとく 

 ・精油⑤（６種類） 

6.  アロマテラピーに 

関係する法律 
 ・精油⑥（６種類） 

 

  

初めてアロマテラピーを学ぶ方、 

アロマテラピーの知識を得たい方、 

 

アロマテラピー検定１、２級の合格を 

目指す方、AEAJ 認定アロマテラピー 

アドバイザーを目指す方などを 

お手伝い致します。 

 
◆ アロマテラピー検定 1 級受験の方、 

◆ アロマテラピー検定２級受験の方、

「アロマテラピー検定公式テキスト」

（￥2,640/税込） 

 

◆ 「アロマテラピー検定公式問題集」 

（￥1,430/税込） 

 

「アロマテラピー検定公式テキスト」や、 

「アロマテラピー検定公式問題集」は、 

当教室でご用意できます。 

お持ちの方はご持参ください。 

 

筆記用具が必要です。 

 

1 回 3 時間 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AEAJ 認定教室で学ぶメリット 

1． 美容や健康にも活かせる 

アロマテラピーの知識が 

身につきます。 

2． 資格取得に必要な AEAJ の標

準カリキュラムを、効率よ

く受講できます。 

3． 同じ目的を持った仲間や講

師との出会いで、アロマテ

ラピーをより楽しく学べま

す。 

4． アロマテラピーの豊かな香り

体験を共有できます。豊富な

基剤を用いた実習も魅力の

ひとつです。独学では得られ

ない貴重な経験ができます。 

アロマテラピー検定対応コース                           授業料   実習費          合計                  

◇『アロマテラピー検定対応講座』（修了証を含む）           30,000 円 2,500 円     32,500 円 

（アロマテラピーアドバイザー認定講習会料金が含まれています。 テキスト代金、『履修証明書』を含む） 
アロマテラピー検定公式テキスト１級使用  当方でも用意できます。 

 

（公社）日本アロマ環境協会主催アロマテラピー検定１、2 級に対応した講座とアロマテラピーアドバイザー認定講習会（『履修証明

書』を発行）を開催しています。『修了証』を発行いたします。（最低履修時間 4/5 以上）AEAJ に入会前に当スクールでアロマテラピーアドバイザ

ー認定講習会の受講が可能です。 
お支払いは講座の１回目にお願いしています。（事情があってお辞めになる場合は材料等の為返金できません） 

 

 

 

７．アロマテラピーアドバイザー認定講習会 ３時間 

【公益社団法人 日本アロマ環境協会の資格制度について】 

アロマテラピースクール イン ノース『アロマテラピー検定対応講座』、アロマ

テラピーアドバイザー認定講習会、アロマハンドセラピスト資格対応コースを開催 

・公益社団法人 日本アロマ環境協会認定アロマセラピスト 

アロマテラピーインストラクター   ・講談社 熊井明子ポプリの会講師 

・特定非営利活動法人 日本メディカルハーブ協会ハーバルセラピスト 

・ロンドン・スクール・オブ・アロマテラピー・ジャパン 

  サトル・アロマテラピー・プラクティショナー 

・公益社団法人 日本アロマ環境協会アロマテラピーアドバイザー資格認定教室 

『アロマテラピースクール イン ノース』 代表    増田 順子 

◇アロマテラピーアドバイザー認定講習会（３時間）のみ受講の方      5,236 円   AEAJ の会員証を提示下さい。         
テキスト代金、『履修証明書』を含む   アロマテラピーアドバイザー認定講習会を受講終了後（3 時間）『履修証明書』を発行いたします。 

 

毎年 2 回（2 月、8 月）（公社）日本アロマ環境協会主催で行われていますアロマテラピーアドバイザー認定講習会が、 

当（公社）日本アロマ環境協会アドバイザー資格認定教室でも受講する事が可能となりました。 

独学でアロマテラピー検定 1 級を取得された方、他の教室でお勉強されていた方、アロマテラピーアドバイザー講習会会場まで行きづらい方、 

ご希望の日程で受講できますのでお仕事などの都合がある方に随時承っております。 

☆受講資格 １．アロマテラピー検定１級合格者であること   ２. 公益社団法人 日本アロマ環境協会会員であること。 

・資格マニュアル（最新版）、機関紙『AEAJ』（最新号）をご持参ください。当スクールでも用意できます。 

やむを得ない事情にかぎっての欠席の場合 

・振り替え：１回のみ次季節の同じ講習（無料） 

・補講（相談の上）：教室のある日は授業の２時間前から２時間（補講料１,000 円）。別の日を希望の場合は、（補講料 1,500 円） 

・当教室はアドバイザー資格認定教室のため、上位資格を希望の方には、進路指導などを行います。 

★2023 年度生徒さん募集中！アロマテラピーの基礎を学びます。実

習でアロマテラピーを実際に利用出来る様になります。とても楽しいで

すよ！ご質問・お問い合わせを受け付けています。    

【その他の講座もあります。】 

ハーブティー、アロマコスメ（美肌オイル、化粧水、ジェルなど）芳香

蒸留水の使用法、シャンプー、リンス、ボディソープ、ねり香、香水な

ど別に受講出来ます。 
料金別（1,500 円～2,500 円 材料により変更があります。相談します。） 受講所には取得資

格はありません。 日時は相談します。 

☆AEAJ 認定アロマテラピーアドバイザーを取得するためには以下の３つの条件が必要です。 

 

 

 

⇒『アロマテラピー検定対応講座』を受講していただき、 

アロマテラピー検定 1 級試験合格のお手伝いをいたします。   
     

                      

⇒『アロマテラピー検定対応講座』のアロマテラピーアドバイザー認定講習会を受講後 

「履修証明書」を発行いたします。 

                                       

 

 
・アロマテラピー検定１級の合格を目指し、アロマテラピーアドバイザー認定講習会を受講

し、アロマテラピー検定１級合格後は AEAJ 認定アロマテラピーアドバイザー資格を申請する

ことができます。  ・アロマテラピー検定 1 級合格者で、（公社）日本アロマ環境協会 

会員の方は、アロマテラピーアドバイザー認定講習会を随時承っております。 

AEAJ の会員証を提示下さい。 

1. アロマテラピー検定１級合格者 

2. アロマテラピーアドバイザー認定講習会を受講した者 

 

3. 公益社団法人 日本アロマ環境協会会員 

  アロマテラピースクール イン ノース 

アロマテラピー検定対応コース 

『アロマテラピー検定対応講座』 カリキュラム 説明  

〈AEAJ 認定アロマセラピスト〉AEAJ アロマテラピー資格認

校で学び、学科試験合格後、トリートメント実技試験合格

及びカルテ演習終了後、AEAJ 認定アロマセラピスト資格申

〈AEAJ 認定アロマテラピーインストラクター〉 

AEAJ アロマテラピー資格認定校で学び、試験合格後 AEAJ 認

定アロマテラピーインストラクター申請を行う。 

AEAJ 認定アロマテラピーアドバイザー 

アロマテラピー検定 1 級合 公益社団法人 日本アロマ環境協会会員  ＋ 

実習 
1.ローズのしっとり 

ハニーバス 
（アロマバス） 
・沐浴法 

2.抹茶の美白クレイパック 
美白としっとり感を感じます（タオル

は持参して下さい）・フェイシャルス

チーム・手浴・足浴 

3.アロマオイル 

フェイストリートメント 
・フェイシャルオイル作り 
・トリートメント法（化粧品・タオル

は持参して下さい）・芳香浴・吸入法  
4.ハンドクリーム  
ストレスや心のケア。手やお肌に塗布

します。心が癒されます。・湿布法 

ストレスや女性ホルモンのケアの方法 
5.スキンローション 
好きな香りや肌に合った精油で、スキ

ンローションを作りましょう。 

6.自分癒しの香りの 

スプレー Masuda と 

一緒にあなたの好きな香りで、 

ご自分癒しのスプレーを作ります。 


