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だ知らないあなたの魅力を
開花させます。

フェロモン香水レッスン
参加したら必ずハマるフェロ
モン香水レッスン。フェロモ
ンとアロマの 深いつながり
をユニークに語ります

アロマパルファンの認定 講師として活 躍できる

アロマパルファン認定教室認定講師コース
全国各地で認定教室を開講し、認定講師として活動する事ができる資格
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詳しくはこちら

更なる上級の認定講師へ

【 登録・申請・審査 】

詳しくはP8へ

世界で活躍する
アクトインターナショナルスクール校長
太田奈月の活動

アロマパルファンアドバンス
認定講師養成講座

アクト アロマ

詳しくはP13へ

アロマパルファン
認定教室開講！
アロマパルファンアドバンスを教えられる

無料説明会では納得してご入学いただくために、講師がとことん疑問に
お応えし、アロマの魅力とアクトの特長をお伝えいたします。
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2010年

▶

現在

全国からのニーズに応えて
「アロマパルファン認定教室」

進化するアロマテラピーの新しいカタチ 香りの未来をリードする

アクトインターナショナルスクール
〜 開校20年の歩み 〜

2000年

▶

アロマパルファンメソッドはこれまでのアロマテラピーの概念を
覆す斬新な発想、そして高い技術力が評判を呼び、アロマ調香師
の資格「アロマパルファニスト」を目指す方々も全国から集まり、ア
ロマ香水ブームの火付け役を担うこととなりました。天然アロマ香
水「アロマパルファン」はナチュラル思考や原点回帰のブームの影響
を受け、今や全国に名前が広がっております。そこで卒業生の活躍
の場として、また全国の方々からの要望に応えて、資格を地元でも
学べるような制度にするために、2018年にはアロマパルファン認定
教室制度を立ち上げました。全国に教室を構える認定講師陣ととも
に、アロマパルファンの更なる認知度向上目指し、啓蒙活動に力を
入れております。

イギリス帰国後、たった３名の
寺子屋からスタート

アロマセラピストの
地位向上を目指して
国際アロマセラピストとしてイギリスから帰国し、アロマテラピー
スクールを始めた20年前というのは、日本では「アロマテラピー」と
いう言葉を知っている方はほとんどいらっしゃいませんでした。し
かしその後、急激な岩盤浴や温浴スパなどのブームも受けて、アロ
マテラピー市場が拡大していきました。市場が大きくなる中、ストレ
ス社会で癒しを求めるクライアントも増え、アロマセラピストの活躍
の場も広がっていったのです。しかし、日本のアロマセラピストの実
情はといえば、まだまだ技術力の低さに不慣れな接客、低い賃金と
きつい労働環境など、英国のアロマセラピストと比較すると、格段に
低い地位にあり、その違いに心苦しく思ったのでした。

有償ボランティア活動
「チームアクト」
そこで、私は日本のアロマセラピストの地位向上を目指し、
「チー
ムアクト」として、それまではボランティアでしか活躍の場がなかっ
た日本の医療・介護現場においてしっかりと報酬を頂いて活動でき
る環境づくりに先進的に取り組みました。その思いは、静岡県静岡
市の回復期医療機関様からもご理解を頂き、14年以上にわたり、
アロマセラピストによる患者様向けトリートメントを行っておりま
す。現在17名のアロマセラピストがチームアクトに所属しており、患
者様をはじめご家族様や医療関係者様からも高い評価を頂いてお
ります。
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2015年頃からナチュラル志向が急速に進んでおります。口にする
ものだけでなく、肌に直接つける化粧品も、安全かつ安心できるも
のを使っていきたいと思っている方が増えているのです。「自分で
使う化粧品は自分で作る。」かねてからそんなプロフェッショナル
な夢の資格があったらと願っていましたが、それがIFA国際アロマ
セラピスト連盟が新しく誕生させた「PEOT国際セラピスト」でし
た。PEOTは、プロフェッショナルエッセンシャルオイルセラピーの
略であり、精油学や解剖生理学、ブレンドの知識だけでなく、高い
化粧品製造の技術も求められ、英国NOSのレベル4-5に値してIFA
国際アロマセラピストの上位資格に位置します。

「アロマパルファニスト®」が
PEOT受講資格として認定
それまでIFA国際アロマセラピスト取得者以外は、PEOTコースを
受講することが出来ませんでしたが、
（一社）日本アロマパルファンヌ
協会のアロマパルファニスト資格者もPEOT受講資格を得られるよう
になり、アロマパルファニスト資格取得後に、オリジナル化粧品を創る
PEOT国際ライセンスも取得できるようになったのです。アクトインター
ナショナルスクールは、2018年にPEOTの認定校として認可を受け、世
界でも類をみない、本格的な化粧品製造実習を主軸としたPEOTコー
スを開講しております。PEOT国際セラピストは、ますます注目される
資格であり、これからのニーズも更に高まっていくことでしょう。

2010年

はじめまして、アクトインターナショナル
スクール学校長の太田奈月です。アクトイ
ンターナショナルスクールは2000年に静
岡県静岡市に開校し、2020年に20周年を
迎えます。2011年には、東京校を開校し、
現在は、東京四ツ谷にスクール本部を構えております。開校当初は、
たった3名の生徒さんが通う「寺子屋教室」からスタートさせていた
だきましたが2020年の現在に至るまで2000名以上の卒業生を世に
送り出しました。業界第一線で活躍している方も少なくありません。

IFA国際アロマセラピストの上位資格
「PEOT国際セラピスト」

高知県土佐ベルガモットの農場見学

医療機関でのチームアクトの活動

世界に通用する知識と技術
「IFA国際アロマセラピスト」
また、アロマセラピスト資格者が増える中、国内資格の知識や技
術だけでは十分でなく、アロマセラピストの差別化も必要であると
強く感じた私は、アロマテラピーの本場英国に本部を構えるIFA国
際アロマセラピスト連盟の認定アロマセラピストを養成することを
決意しました。2008年には、静岡県ではじめてIFA国際アロマセラ
ピストの認定校として認可を受け、その後東京校でも養成コースを
開講。これまでに多くのIFA国際アロマセラピストを輩出し、ホテル
スパや医療現場、
サロン開業など、幅広い分野で活躍されております。

氷河期についに誕生
「アロマパルファンメソッド®」
2010年になり、その頃にはブームも過
ぎ去り、アロマテラピーの氷河期と言わ
れ始めたころでしたが、私はまさに、アロ
マテラピーは次の段階に進むべきタイミン
グと感じました。トリートメント以外の方
法でアロマテラピーの仕事をする時代。「香り」本来の形であり、
原点に戻るアロマテラピー。それがアロマテラピーと香水の融合、
100％天然精油で作る香水「アロマパルファン」です。それまで誰も
作り上げることが出来なかった精油のブレンドのノウハウを体系化
し、精油を液体としての「効果」「効能」で見るのではなく、生きて
いる植物本来の姿・形・育つ環境から知るメッセージストーリーに
重点を置き、天然アロマ香水を調香する「アロマパルファンメソッ
ド」を創り上げました。そして、2011年には、一般社団法人日本アロ
マパルファンヌ協会を立ち上げたのです。

次の時代を担うアロマと
コスメティックとの融合
アロマテラピーは、次なる時代へと向かっております。医療や癒
しの現場では、これからも変わらず高い技術力とホスピタリティー
あふれるアロマセラピストの存在が求め続けられます。そして、天
然アロマ香水「アロマパルファン」も、そのニーズは、広く一般に広
がり、これからもアロマパルファンのファンは全国に広がっていくこ
とでしょう。そして、今新たに取り組んでいるのは、アロマテラピー
とコスメティックの融合です。

ＰＥＯＴコースの化粧品製造実習の授業

「アロマテラピーでこんなことができたら」を本気で応援
2020年以降、世の中は更なる女性の活躍が注目される時代となると思います。「女性としての幸せをとるか、仕事をとるか」という時代はすで
に終わり、両方あきらめない欲張りな素敵な女性が増えていると強く感じます。私が開校当初に当校で掲げたコンセプト「夢も仕事も女性であ
ることもあきらめない」も、ごく当たり前のように世の中に許される社会、そして時代となってきました。「手に職をつけて生涯やりがいのある仕
事をしていきたい」「一生キラキラと輝く人生を送りたい」そんな夢を描く女性たちの応援をしていきたい。そして「強く美しく逞しく生きる女性
たち」をアロマテラピーという香りの力で、世の中に輩出し続けていきたいと思っております。
「アロマテラピーでこんなことができたら」という夢のカタチ。ご家族や周りの方に話したら反対されたり、
「そんなの無理だよ」と笑われそう
なことでも、アクトインターナショナルスクールなら、夢を叶えるための最初の１歩を踏み出せるかもしれません。私自身も、頭で描いてきた「夢
のようなこと」を実現してきました。「不可能なことはなにひとつない」といつも本気で信じております。そして夢をあきらめない女性を応援し続
けるスクールでありたいと強く思っております。
アクトインターナショナルスクールは、誰かの真似ではなく、誰かに真似される新しい形、そして、常に時代の先を読み取る嗅覚でキャッチし、
これからもアロマテラピー業界をリードするスクールでありたい、そう願っております。

アクトインターナショナルスクール 校長

太田 奈月
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♦アロマパルファン検定®2級（1日）
ラベンダー、ユーカリ、サンダルウッドでアロマ調香のブレンドの基礎と、調香心理を学びます。

調香という、香りの新しい世界

アロマパルファン®コース
天然アロマのパーソナルブレンドによりオリジナル香水を創る調香師アロマパルファニスト®、
香りで空 間をデ ザインする演出 家アロマエアスタイリスト 。アロマの 世界を自在に操る
クリエイターを養成します。
香粧品香料を調香する調香師
（パフューマー）
の世界は狭き門です。
当校

APAJ認定アロマパルファン検定2級

カリキュラム

香水の基礎知識、香水の歴史、精油3種の調香プロフィール実習

♦アロマパルファン検定®1級（1日）
オレンジ、ベルガモット、イランイラン、フランキンセンスでさらに調香の深い世界を学びます。

対象者
カリキュラム

て、世界に一つしかないアロマパルファン（天然アロマ香水）
を創るプロ

対象者

植物本来の姿・形・育つ環境を理解した上で、
嗅ぎ分け・ブレンド比率・香
ファン」
を創り上げる手法が身に付きます。資格取得後は、
お客様のニー
ズに合わせた香水を創る調香師のアロマパルファニストや、
挙式やショッ
プをアロマの香りで演出するアロマエアスタイリストとして活躍できます。

カリキュラム

カリキュラム

APAJ認定アロマパルファンヌ資格保持者
20種のシングルオイルのブレンドにおける理解
イメージキーワード／ブレンド応用テクニック／ブレンド実習

APAJ認定アロマパルファニスト
アロマパルファンアドバンスコース修了生
カウンセリングの基礎知識／42種のシングルオイルのブレンドにおける理解
／パーソナルブレンドテクニック／独自のカウンセリングによるパーソナル
アロマパルファン制作実習

♦アロマエアスタイリスト®コース（４日）

◆ アロマパルファンメソッドとは

結婚式やイベント会場、ショップなど、使用する目的に合わせた香りづくりと、
効果的に香りを満たすための空間づくりの技術を身につけます。

今まで誰も作り上げることが出来なかった精油のブレンドのノウハウを
体系化し、精油を「効果」「効能」でみるのでなく、植物本来の姿・形・
育つ環境から知るメッセージストーリーに重点を置いた調香技術の事。

取得可能資格
対象者

自分では動くことができない植物は、
太古の昔からその環境にあった生きる手段をみつけ、
強く
たくましく美しく生き続けています。生き抜くための手段をときおり選びません。
そんな植物達
の個性的で強烈なキャラクターを理解し、
その恵みのエッセンスを香水として身にまとうこと
で、
私たちの人生はもっともっと輝ける可能性があるのです。

カリキュラム

APAJ認定アロマエアスタイリスト
APAJ認定アロマパルファニスト資格保持者
またはアロマパルファニストコース修了生
アロマエアスタイリングとは／芳香器の使い分け／空調・空気の捉え方
空間演出のためのブレンド手法／ケーススタディ／ブレンド／演出実習

♦アロマパルファニスト®ビジネス講座（１日）
アロマパルファニストのための、アロマパルファン香水レッスンの開催の仕方や集客方法
およびメニューや金額設定などについて学びます。

一般社団法人

日本アロマパルファンヌ協会

日本アロマパルファンヌ協会（APAＪ）は、
「一般社団法人」
として2012年5月に登記登録を承認された「天然アロマ
調香」の技術とサービスを普及することを目的とした、
公益性を有する法人団体です。天然植物の恵みを生活
や健康に取り入れるアロマテラピーを「香水」に応用す
ることにより、多くの方が楽しく豊かで幸せな人生を送
れるようサポートすることが同協会の運営目的です。
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Green Breath

グリーンブレス

天然アロマ香水の第一人者、調香師 太田
奈月が厳選し、フランスから独自ルートで
直輸入した100%ピュアエッセンシャルオ
イルです。植物の栽培環境 、抽出方法、
産地にもこだわり抜いた最高品質の香り
です。

法人

APAJ認定アロマパルファンアドバンス

♦アロマパルファニスト®コース（7日）

対象者

一 般社団

日本 アロマ
パルファンヌ
協会

精油調香キット/アロマパルファン2級公式テキスト

※APAJ認定アロマパルファンヌとして認定されるにはアロマパルファン検定2級および1級保持者が
協会に入会してAPAJアロマパルファンヌの資格登録が必要です。

取得可能資格

アロマパルファンとは、天然１００％の精油だけでつくる香水の事。

しのおすすめ講座です。

アロマパルファンストーリー、精油4種の調香プロフィール実習

お客様の希望に合わせて、世界で1つしかない香水を創るために

◆ アロマパルファンとは

誰もが驚かれます。植物の生きた姿や育つ環境にまで着目し
た深い学びから、精油の見方が180度変わること間違いな

アロマパルファン検定2級保持者

アクトオリジナルのカウンセリング手法とパーソナルブレンドの技術を身に付けます。

AROMA PARFUM

種類・１級４種類）。たった７種類？と思われるかもしれませ
んが、この７種から得られる様々な香水の素晴らしい香りに

APAJ認定アロマパルファン検定1級

テーマに合わせたブレンドテクニックを身につけます。
取得可能資格

りの広がり・色彩イメージなど多角的な要素を学び、
香り高い
「アロマパル

れていなかった天然アロマのブレンドノウハウを基礎から学
べます。まずは７種類の精油で基本の調香にトライ（２級３

♦アロマパルファン®アドバンスコース（４日）

は、独自の観点から体系化された「アロマパルファンメソッド」に基づい
フェッショナル養成のための、
全く新しいアロマテラピースクールです。

アロマ調香師のスタートラインに立てる！これまで体系化さ

取得可能資格

取得可能資格

アロマパルファン検定®とは

♦アロマエアスタイリスト®ビジネス講座（１日）

卒業生 's

Voice

大病を乗り越えて出会った
アロマパルファン。
「きれいになった！」と言われる
ようになりました
大病をして体力が低下し、組織の波に乗り切れず、
道半ばで職を退きました。憔悴しきっている時にア
ロマテラピーに携わる方に手をさしのべられ、勉強
をはじめました。すると、ストレスを抱えている方々か
ら、
「何か自分に合った香りはないだろうか」との相
談を受けるようになりました。元気を失っていた私
が、アロマに関する相談を受けることで、自分の居
場所に気付かされたのです。
何か恩返しをしなければ…と思った時に出会ったの
が「アロマパルファン」です。植物のパワーを人生に
活かす「アロマパルファン」。その素晴らしさに魅了
され、こんなにのめり込めるものに出会った喜びを
噛みしめている毎日です。
現在は、アロマパルファンの良さを広める普及活動を
しています。「素敵な香りになった。」「私に、この香
りの相性が良いとは思わなかった！」アロマパルファ
ン体験では、こんな感想をいただいています。体験
された方が、香りに満足して帰られる姿を見て、私自
身、幸せな気分を味わっています。周りの人からは、
「変わったね」「お化粧変えた？」「きれいになった
ね」と言われるようになりました。また、心身共に健
康を取り戻していく自分を、日々感じています。これ
もアロマパルファンの魔法のおかげだと感謝してい
ます。アロマパルファン認定講師の資格もとり、栃木
県でもアロマパルファンの魅力を伝える伝道師を目
指したいと思います。

アロマエアスタイリストのための、法人営業のノウハウ、提案書の書き方、
提案から実践までの流れについて具体的に学びます。

♦アロマパルファン®認定講師養成講座
アロマパルファン®認定講師コース

香り処

P16

穂の香

舘野 倫子さん

アロマパルファン検定2級、1級とアロマパルファンアドバンスコースを教えられる
認定教室を開講できます。
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卒業生 's
♦アロマインストラクター 必須科目コース（４日）※単発受講可能
インストラクター受験に必要な必須コースです。化学が苦手な方にも「こんなに面白いんだ！」と
実感していただける、わかりやすい授業を提供しています。

アロマが初めての方は、ここから学ぶのがおすすめ

AEAJ 認定コース

対象者

カリキュラム

アロマテラピーの基本を学ぶコースで、日本国内では最も信頼の高い
公益社団法人日本アロマ環境協会の認定資格を取得することが可能です。

将来、アロマ講師やアロマセラピストになったときに役立つ講義内容です。
「なぜ、精油はその効果が期待できるのか？」を説明できるようになります。

およびフェイシャルとボディのトリートメント技術を学び、認定アロマセ
ラピストの資格を取得すると、サロンへの就職や介護施設での出張ト
リートメント活動、
自宅でのサロン開業も目指せます。

♦アロマテラピーアドバイザーコース（2日）

取得可能資格

AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー

カリキュラム

１日目 「アロマをとことん楽しむ１日講座」としても人気で、20種類の
精油を１日で学べるお得な講座です。

AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格保持者または
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー受講生・修了生
ブレンドの基本、歴史、プロフィール、名香から学ぶブレンドⅠ、
名香から学ぶブレンドⅡ、ブレンドの組み立て方、テーマに沿った実習

♦アロマハンドセラピスト講座 （1日）
腕の筋肉をわかりやすく解説することで、より結果の出るハンドトリートメント技術を１日で
習得できます。家族や友人、介護現場でハンドトリートメントをしたい方におすすめです。

対象者
カリキュラム

08

AEAJ認定アロマハンドセラピスト
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格保持者または
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー受講生・修了生
骨・筋肉の基礎、タッチングの基本、実習

対象者

カリキュラム

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
※この資格を取得するには、必須科目の受講が必要です。

取得可能資格

対象者

カリキュラム

小学校教諭

杉浦元昭さん

AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格保持者
または アロマテラピーアドバイザーコース受講生・修了生
インストラクターに必要な解剖生理学／健康学・タッチング論／
ボランティア論／基材論・メンタルヘルス・コミュニケーション心理

必要な身体のメカニズムを学びます。

♦アロマブレンドデザイナーコース （4日）

AEAJ認定アロマブレンドデザイナー

取得可能資格

アロマトリートメントの際に必要な骨格や筋肉のメカニズムなど、セラピストとして

２日目 アロマテラピー検定１級に対応した講座です。

精油を組みあわせてブレンドすることで、さまざまなシーンや
目的に合ったオリジナルの香りを創作できるようになる講座です。

【香育とは】ＡＥＡＪ認定アロマテラピーインストラ
クターが学校で小・中・高生を対象に自然の香りの
大切さを伝える活動で、ＡＥＡＪ（公益社団法人
日本アロマ環境協会）がテキストや実施費のサポー
トを行っています。

苦手な人も多い解剖生理学も楽しく学べるのが特徴です。

♦アロマセラピスト 理論コース （５日）※単発受講可能

本には書かれていない31種類の精油の生きた知識が2日で学べる人気の講座です。
初心者やアロマテラピー検定を目指す方におすすめです。

取得可能資格

精油学総論／精油学各論／アロマテラピー利用法（ホームケア）／
アロマテラピー教育（教えるテクニック）

法です。当校では、アロマの基礎を学ぶ初級のアロマテラピーアドバイ

コースでトリートメントに必要な解剖生理学やコンサルテーション理論

カリキュラム

AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格保持者
またはアロマテラピーアドバイザーコース受講生・修了生

アロマテラピーは、精油を用いてホリスティックな観点から行う自然療

トラクターの資格を取得することが可能です。また、アロマセラピスト

対象者

AEAJ認定アロマテラピーインストラクター

本物の香りに触れることによって
アロマの素晴らしさを子供たち
に伝える「香育活動」を行いたく
て、アロマテラピーインストラクタ
ーの資格を取得しました。

♦アロマインストラクター 標準科目コース（6日）※単発受講可能

ザーからスタートし、アロマ講師として活躍出来るアロマテラピーインス

取得可能資格

取得可能資格

Voice

AEAJ認定アロマセラピスト
※資格取得にはアロマセラピスト実技コースの一部受講が必須となります。
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー資格保持者
または アロマテラピーアドバイザーコース受講生・修了生
セラピストのための解剖生理学

患者様からの「ありがとう」の
喜びの声が私の原動力。
誰かのお役にたてる
アロマセラピストになって
本当に良かったです！
１４年以上にわたり継続しております静岡市内の回
復期医療機関でのチームアクトによるアロマハンド
トリートメントサービス。アロマセラピスト１７名の
スタッフのリーダーとしてアロマを通じて寄り添い、
励まし 、医 療・介 護 現
場での患者様の生きる
力にしていきたいと長
年にわたり活動しており
ます。

アロマテラピー検定とは
AEAJ（公益社団法人 日本
アロマ環境協会）が実施す
る、アロマテラピーに関す
る資格を取得するための検
定です。アロマテラピーを正
しく安全に楽しむための幅
広い知識が問われる「アロ
マテラピー検定」。1999年
よりスタートし、毎年5月と
11月に実施されます。

♦アロマセラピスト 実技コース （12日）
アロマトリートメントでお客様の心と身体を癒す技術を学びます。アクトの実技コースは
実践的な内容で、就職・開業した時にすぐに役立つカリキュラムです。
取得可能資格
対象者

アロマテラピーアドバイザー
認定講習会とは
アロマテラピー検 定1級に
合 格 後 、A E A J に入会し、
「アロマテラピーアドバイ
ザー認定講習会」を受講す
るとA E A J 認定アロマテラ
ピーアドバイザーの資 格を
取得することができます。

カリキュラム

チームアクト
チームリーダー

川東清子さん

AEAJ 認定アロマセラピスト
AEAJ 認定アロマテラピーアドバイザー資格保持者
または アロマテラピーアドバイザーコース受講生・修了生
セラピストのための衛生学／
カウンセリングテクニック／
アロマトリートメント技術（全身フルボディ）／
クレンジング／アロマフェイシャルマッサージ／
ケーススタディ／
カルテ指導

1996年に設立された日本アロマテラピー協会を母体として、
20 0 5年に環 境省所管の法人許可を受け社団法人になり、
2012年に公益社団法人として新たに設立されました。
アロマテラピーに関する正しい知識の普及・調査・研究活動
など、さまざまなアロマテラピー関連活動及びアロマテラピー
関連資格認定（アロマテラピー検定、アロマテラピーアドバイ
ザー、アロマテラピーインストラクター、アロマセラピスト）
を実施しております。
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アクトはココが違う！

アクトオリジナルメソッド

世界最高水準のアロマテラピーを学ぶ

IFA国際アロマセラピストコース
アロマテラピー最高水準のトレーニングにより
世界に通用するカウンセリングおよびトリートメント技術が身に付けます。
IFA国際アロマセラピストは、アロマテラピーの分野で最高峰の資格を
持ち、最高水準のトレーニングを受けていることで世界的に認知されて
おります。ＩＦＡのメンバーは病院、ホスピス、スパやサロン、ケアハウス
等で先駆者として活躍しています。
アクトインターナショナルスクールは、こうしたＩＦＡの先見性と先進性
に共感し、アート＆ブレンド＆サイエンスの3面から、最高水準のトレー
ニングと環境を提供しています。
また、当校では、初心者の方でもアドバイザーコースからはじめ、必要な
講座を１つずつ受講していきながら、ＩＦＡの受験資格を得ることが可
能です。資格取得後は、産婦人科や心療内科の医院、ホスピス、ホテル、
スパやサロン等で活躍することができます。

IFA国際アロマセラピストコース
●IFA基礎コース（15日）

・アロマテラピーアドバイザーコース ････････････ P8
・アロマインストラクターコース ････････････････ P9
・アロマセラピストコース ･･････････････････････ P9

IFAアロマセラピストチーム
アクトでは、I FA認定 国際ア
ロマセラピストの卒業生が産
婦人科において患者様へのフ
ェイシャル・ハンドトリートメン
トを行う活動をしています。

理論（14日）/実技（16日）

理論（14日） IFA上級精油学講座（4日間）IFA上級解剖生理学講座（10日間）

60種類の精油と、20種類のキャリアオイルを使いこなす知識と技術と幅広いお客様に対応できる確かな身体の
解剖生理学を学び、医療にアロマテラピーを導入できるレベルを目指します。
※医師・看護師等の国家資格保有者は一部免除になる場合がございますのでご相談ください。
▶IFA上級精油学講座4日間のみまたはIFA上級解剖生理学講座10日間のみの受講も可能です。
また各1日単位で受講することも可能です。
■

上級トリートメント実技（16日）

日本国内の基準よりも高い濃度の精油を用いて、安全でかつ「結果の出るアロマ」を実現させます。
上級者のための結果を出す①カウンセリング②ブレンド③ボディ＆フェイシャルトリートメント技術を学びます。
▶カウンセリング3日間、アロマフェイシャル2日間、背中2日間のみの受講も可能です。

＊理論または、実技のみの受講も可能です。詳細はお問合せください。
取得可能資格
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AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
AEAJ認定アロマセラピスト IFA認定国際アロマセラピスト

Emotional release counseling

初対面のクライアントの心を開放し、セラピストとしての信頼を得ることによりクライアント自身が
本来の自分に気づき、深い癒しにつながるカウンセリング手法が身に付きます。

ブレンド力、伝える力

Once in a life time blending

一期一会、その瞬間のためのブレンド技術。アロマテラピーの母、マルグリット・モーリー女史が提唱した
個人的処方箋を作る力や、
『香りの精油事典』著者で校長の太田奈月が考案した精油60種類のプロフィール表
にて現場で役立つ精油学を学びます。

After touching remains

英国式ホリスティックアロマテラピーを基本に、太田奈月が考案した独自のトリートメント。
身体に余韻を残す「アフタータッチングリメインズ」は、英国試験官にも「東洋医学も取り入れられた、
総合的に洗練された素晴らしいトリートメント」と高い評価を受けております。

Voice

５６歳で IFA取得！年齢は関係ない！
夢をあきらめなくてよかった！

1800年代にスウェーデン人のパー・ヘンリック・リング氏が、国王の命をうけて考案したマッサージテクニック。
現在のマッサージの基本となった王道の技術を学びます。

■

E
O
A

聴く力、読み取る力

卒業生 's

●スウェディッシュボティコース（８日）

●IFA専科コース

英国ケンブリッジにて多国籍多人種のトリートメントを経験した校長の太田奈月が、
10,000人ものクライアントデータに基づいて確立したオリジナルのメソッドです。
クライアントの心と身体に深く関わり、相手の人生を変える生きた技術を伝授します。

余韻を残すタッチング力

アロマの基礎からさらに深くアロマテラピーを学び、世界に通用する国際ライセンスを取得します。
開業・就職を目指す方や医療にアロマを取り入れたい方などにおすすめです。

アロマアドバイザーコース、アロマインストラクターコース、アロマセラピストコースの3つのコースの受講で
IFAの基礎を学びます。※IFA基礎コースとIFA専科コースの内容が一部重複する部分がありますので、
基礎コースは15日となります。

「Ｅ・Ｏ・Ａ」

IFA国際
アロマセラピスト連盟
1985年、世界で初めて、英国で発足し
たアロマテラピーの普及・教育を目的
とする世界最大規模の国際的組織。ヨ
ーロッパ諸国、オーストラリア、カナダ、
アメリカ、南アフリカ、アジアなど世界
中に会員を持ち、アロマテラピー教育
水準設定、資格試験や会員制度の実
施、一般へのアロマテラピーの普及活
動を行っています。ホリスティックな視
点を重視し、クライアント一人ひとりに
深く関わる姿勢は日本の一般的なアロ
マテラピーとは一線を画します。

IFA資格取得後、スクールから紹介して頂いた産婦人科クリニック内でのサロンの仕事に就きました。クリニック
勤務日以外は、個人サロンでトリートメントもしております。
かつて、膵臓癌を患っていた友人がおり、入院中にアロマトリートメントをしてあげるととても喜んでくれたのが
忘れられません。残念ながら闘病の末、友人は亡くなりましたが、悲しみの中でも、病院で患者さんにトリートメン
トをして差し上げるようになりたいという思いが強くなり、それを機にIFAの資格
取得を目指しました。決心したとはいえ、５０代からの勉強はとても大変で、覚える
ことが多く、本当に苦労しました。先生方の献身的なサポートに支えられ、合格し
たときには一緒に涙を流してくれました。
産婦人科でのトリートメントは今年で３年目になります。安定した会社員を辞めた
時には周囲の人に反対されましたが、数百人以上の産後の女性にトリートメントを
させて頂き、生まれたばかりの赤ちゃんとお母さんの笑顔に触れる度に、年齢に
関係なく、夢を追い続けて本当に良かったと感じています。
IFA国際アロマセラピスト

前田真里さん

セラピスト2019年6月号に
掲載されました

前田真里さんの５０代からの挑
戦と、アロマセラピストとしての
活動が、全国版の業界雑誌セラ
ピストにも取り上げて頂き、取
材も受けました。
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アクトインターナショナルスクール PEOTコースの特徴

アロマコスメを創るプロフェッショナル資格

PEOT/IFA精油セラピー専門ディプロマコース
PEOTとは「プロフェッショナルエッセンシャルオイルセラピー」の新資格。
オーダーメイドの最適なアロマコスメを提案できる力を身につける。
PEOTとは世界で最も歴史のあるアロマセラピー団体IFA国際アロマセ
ラピスト連盟が認定する新資格。PEOTはプロフェッショナルエッセン
シャルオイルセラピーの略となり、
解剖生理学や精油学をはじめ、コスメ
ティックの知識や技術を習得したうえで、
クライアントに最適なオーダー
メイドコスメを提案できるようになる資格です。
日本でPEOT認定校として認められているスクールは数校しかありませ
ん。
また、
これまでIFA取得者のみがチャレンジできるPEOT資格でした
が、
2018年にAPAJ認定アロマパルファニスト資格も、
PEOT受講資格と
して認められるようになりました。
PEOT国際セラピストは、
アロマセラピ
スト資格と異なり、
トリートメント技術は必要とされません。

PEOT受講必須科目
PEOTコースの受講には、IFA国際アロマセラピストもしくは日本アロマパルファンヌ協会認定アロマパルファニストのどちらかの資格が必要です。
※PEOTの受験には、下記すべての受講が必要になります。また、現在お持ちの資格によっては受講免除がございますのでお問合せください。

1. 化粧品製造業を営むアクトだからこそできる実践的カリキュラム
2. OEM化粧品のプロフェッショナル講師陣が監修・指導
3. 実践中心で授業内にてオーダーメイドコスメを創り、持ち帰れる
4. 一人ひとりに合わせたパーソナルアロマコスメセッションのノウハウ提供
5. 原料調達までサポート
PEOT実習コース

カリキュラム

オリエンテーションと症例カルテカウンセリングについて
キャリアオイルの基材論とブレンドオイル実習
ボディカウンセリングと体質診断
ボディケア・ヘアケアのためのＰＥＯＴ精油学
入浴グッズ（ボディジェル バスミルク ソルトスクラブ）
乳化の理論とボディミルク
デオドラントローション アフターシェーブローション
鹸化の座学とボディソープ
ヘアーシャンプー コンディショナー
フェイシャルカウンセリングと肌診断
フェイシャルカウンセリングとスキンケア ＰＥＯＴ精油学
オイルクレンジング ミルククレンジング
化粧水 ローション乳液 クリーム
クレイパック フェイスパック
機能性化粧水 美容ジェル
実習のまとめ ケーススタディと試験について

●PEOT公開講座（３時間）
●精油の化学（2日）

●植物代謝学（1日）

30種類の精油をサイエンスの角度から紐解き、
苦手な精油成分の化学構造をわかりやすく徹底解析

ＰＥＯＴの必須科目である植物代謝学。
植物の構造を学び、精油の原点である、植物の
生きた姿をリアルに学びます。

●IFA上級精油学（4日）

●IFA上級解剖生理学（10日）

60種類の精油とキャリアオイルの知識と活用を
学ぶ上級者向けの精油学。

骨格と筋肉／循環器／リンパ／免疫／
神経系、感覚器／呼吸器／内分泌／生殖器／
消化器／泌尿器／細胞、組織、器官、皮膚

●病理学（1日）

●アロマパルファン検定2級・1級（2日）

ＰＥＯＴの必須科目である病理学。
解剖生理学に沿った各病気の症状、原因について
学びます。

精油7種のプロフィールを深く学び、調香の基礎を
身につけます。

※ＩＦＡ資格取得後５年以内の方は免除になります。

この2つのどちらかを受講
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卒業生 's

一般社団法

P10

P6

Voice

とにかく内容が深い！
ナチュラルコスメの知識と、作り方を学べたことは人生の宝物です。

日本アロ 人
マパルフ
ァンヌ協

●APAJ認定アロマパルファニストコース
●IFA国際アロマセラピストコース

PEOT本講座の実習コースを体験できる公開講座。
公開講座で創った化粧品は、お持ち帰りできます。
まずは出来上がった化粧品の質の高さをご体感ください。

会

PEOT（Professional Essential Oils Therapy)
英国では、
難易度の高い全国職務基準
（NOS）
のレ
ベルHE4-5のプログラムとされており、IFA国際ア
ロマセラピスト資格よりもさらに上位に位置する、
総
合的な高い技術と知識を有する資格として認定され
ております。

アロマを学び始めて改めて自分の身体に目を向けるようになり、女性らしく健康で美しくあるため様々なことにチャ
レンジするようになりました。食はもちろんのこと普段使っている化粧品にも興味があったものの、専門的なことな
ので深く知ることを半ば諦めていました。しかしこの講座が開設されることを知り、チャンスが来た！と受講するこ
とにしました。専門の先生の授業は身体や化粧品についてのお話しなど、どれも興味深く毎回驚きと感動の連続で
す！特にデオドラントローションでの匂いの理論、クレンジングオイルでの皮膚の理
論は、深い知識と化粧品の奥深さを実感し、今までのライフスタイルを見直すきっか
けとなりました。また授業で作製した化粧品を実際に使ってみてからの身体の変化
はどんな言葉よりも説得力がありましたので、この感動をもっと沢山の人に体験して
欲しいと思います。
私のサロン名でもあるlienはフランス語で「きずな」、hito-shizukuは植物の恵みの一
滴。アロマを通して多くの方と巡り会い、生き生きと健康で美しくなるお手伝いをした
いと思っています。
lien-hito-shizuku

服部由香さん

自分で原料から作るからこそ
安心して使える！

心と体の悩みにあわせて精油
をブレンドしてつくるアロマコス
メもPEOT実習の醍醐味です。
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1日で学べるプロの知識と技

1日集中講座
プロとして結果の出る最高の技術と知識を一流の講師から。

サロンのメニューからセルフケア、そしてボランティアまで、広く活用でき
る最高の技術と知識を学べる１日集中講座です。プロフェッショナルな
方の更なるスキルアップのため、またアクトの授業が初めてという方への
体験としてもおすすめの内容です。

1日集中講座はZoomでも受講可能です。
詳しくはお問合せください。

♦ラグジュアリーハンド1日集中講座

♦プレミアムフット1日集中講座

本格的なハンドトリートメントを１日で習得
したい方、医療現場などに取り入れたい方
ご自宅で家族や知人のためにトリートメン
トしたい方にもおすすめです。単なる「気持
ちが良い」だけでは終わらせない！ハンドト
リートメントの極意を伝授します！

驚きの結果を出すフットトリートメント。足
の筋肉の仕組みを理解して施術するので、
膝下だけでも全身に効果を及ぼし、結果に
つながります！足の施術で顔のたるみまで上
がる！？満足度の非常に高い膝下フットトリ
ートメントを技を習得しましょう！

♦ヘブンリーヘッド1日集中講座

♦二の腕スレンダー1日集中講座

頭も顔も、首も肩も、私たちの体はすべて
つながっています。頭、首、肩、背中、デコ
ルテまでカバーするから結果が違います！
プロの納得の技術を習得しましょう！

二の腕スリム講座はただ単に二の腕だけを
触るのではありません！！解剖生理学を踏
まえた上で行う二の腕トリートメントでは、
肩や肩甲骨そして、脇の筋肉にまでしっか
りアプローチするから結果が違います。

♦大人の食育 基礎編

♦大人の食育 女性ホルモン編

ここで学ぶ内容は机上の栄養学ではなく、
す
ぐに実践できるものばかりです。流行に惑わ
されることなく、
１０年、２０年経っても変わら
ない食事の本質を学びます。食品添加物の
基本や、
日本人の体質に合った食べ物と食べ
方を学んで、美しく健康であり続けましょう。

女性の生理周期や、月のリズムに合わせた食
べ物と食べ方をユニークにわかりやすく伝え
ます。女性は、女性ホルモンと一生付き合い
続けます。女性ホルモンのリズムに合わせた
めりはりのある食生活プログラムを実践して、
いくつになっても輝き続けましょう。

♦大人の食育 ダイエット編

♦大人の肌育講座 しみ・くすみ編

食べなければ痩せると思っていませんか？
痩せたいあなたこそ、失敗しないための、
食事の本質をとらえたダイエット食育を学
び、いくつになっても変わらない体型維持
に向けて、今日からあなたも変わるはず。

しみ・くすみのできるメカニズムを正しく理
解し、自宅でできるホームケア方法と、食
生活のアドバイスをお伝えします。自分のた
めにも、サロンでのお客様のためにもお役
立ち頂けます。

♦大人の肌育講座 しわ・たるみ編

♦大人の肌育講座 にきび・ふきでもの編

しわ・たるみのできるメカニズムを正しく理
解し、自宅でできるホームケア方法と、食
生活のアドバイスをお伝えします。自分のた
めにも、サロンでのお客様のためにもお役
立ち頂けます。

おとなのニキビ・ふきでもののできるメカニ
ズムを正しく理解し、自宅でできるホームケ
ア方法と、食生活のアドバイスをお伝えし
ます。自分のためにも、サロンでのお客様
のためにもお役立ち頂けます。

♦セラピストのためのわかりやすい病理学講座

♦植物をまるごと知ろう！植物代謝学

IFA国際アロマセラピスト･PEOT国際アロ
マセラピストの試験に対応しています｡病気
の原因･症状･セラピストとしてできること､
してはいけないことなど1日完結型で病気
についてわかりやすく解説致します｡

精油の本来の姿である生きている植物。植
物の葉・花・茎・根の根本的な構造の理解、
子孫繁栄のメカニズムなど、植物の生き方
について楽しくわかりやすく理解を深めて
いきます。1日であなたも植物博士に！
※PEOT試験にも対応しています。

♦セラピストのための英会話講座

♦アロマパルファニストのための香水レッスン英会話講座

海外のお客様からトリートメントのご予約
を受けた際のお迎えから、カウンセリング
トリートメント中の声かけ、アフターアドバ
イスまで一通りの流れを英語でできるよう
に、フレーズ集のマニュアルを使って行い
ます。

海外からのお客様を対象に、香水レッスン
を英語で行うための講座です。レッスンで
使用するユーカリやマンダリンレッドの素
敵な表現はどうやって英語で伝えればいい
のかフレーズ集のマニュアルを使って行い
ます。
アロマパルファニストビジネス講座 申込者、修了者が対象です。

♦くびれウエストヴィーナス1日集中講座

♦キューティヒップ1日集中講座

ウエストを作るのは、背中やお尻も関係し
ます。くびれウエスト講座では、広い背中か
らアプローチすることで、ウエストだけでは
なく、腰まわりのはみ肉にも効果を出せる
伝説のＸ揉捏を伝授いたします。

モデルさんのようなぷりんと上がったお尻
は永遠の憧れです。ヒップアップ講座では
太ももから腰までをしっかりカバーすること
でたるんだお尻もきゅっと引締め、パンツ
の似合う後ろ姿を作ります。

ビーナスラインマスター

ラグジュアリーハンド／プレミアムフット／ヘブンリーヘッド
二の腕スレンダー／くびれウエストヴィーナス／キューティーヒップ

♦人生を変える魔法の香水レッスン

♦フェロモン香水レッスン

季節のテーマに合わせて開催する大人
気レッスン。DAYTIMEレッスンは、
「香り
の力で恋も仕事も思いのまま、
オンとオフ
の切り替えも自由自在に！」がコンセプト。
NIGHTTIMEレッスンは、
セクシーな香り
で一人の女性としてあなたを輝かせ、
まだ
知らないあなたの魅力を開花させます！
！

毎回満席＆キャンセル待ち！一度参加し
たら必ずハマると大 人 気の「 調 香 師
NatsukiOhtaのフェロモン香水レッスン」。
アロマテラピー界の誰もが触れてこなか
ったフェロモンとアロマの深いつながりを
植物が生きる本能ともいえる
「子孫繁栄」
とからめてユニークに語ります。

６講座をご受講された方にはビーナスラインマスターの修了証が授与されます。

フェロモンジャッジ SM

食育ビューティマスター

太田奈月により考案された判定法で、肌の匂いから男性、女性を５つのタイプに分けてフェロモン度数を嗅
ぎ分けるフェロモンジャッジ。
この判定法により肌質に似合うアロマパルファン、
香りの傾向や、生活習慣、
考
え方などのアドバイスが可能となります。毎年開催される松屋銀座のアロマフェアイベントでは、最大３時間
待ちの大人気の判定法。
ラジオの熱海後楽園ホテルでの公開録画でも、
ゲストとしてフェロモンジャッジを
披露し好評を博しました。

大人の食育 基礎編／大人の食育 女性ホルモン編／
大人の食育 ダイエット編

３講座をご受講された方には食育ビューティマスターの修了証が授与されます。

肌育ビューティマスター

大人の肌育講座 しみ・くすみ編／大人の肌育講座 しわ・たるみ編／
大人の肌育講座 にきび・ふきでもの編

３講座をご受講された方には肌育ビューティマスターの修了証が授与されます。
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活躍する認定講師達

06

全国各地で認定講師達が活躍しています。
アロマとの出会いから現在の活動内容をご紹介します。
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In ４０歳からの女性の心と体をサポートしたい！

あなたもアロマパルファン®の認定教室を開いてみませんか？

アロマパルファン®認定講師養成講座
アロマパルファン®認定講師コース

長年のフィットネスインストラクターとしての経験を活かし、
更年期世代の女性向けにアロマとフィットネスを融
合させた独自のプログラムを作り活動しています。
アロマパルファン認定教室を始めてからは、
フィットネスのお
客様にもアロマパルファン検定を教えることで、
植物の持つストーリーやパワーをお伝えし、
個々の心やカラダへ
向き合う気づきを感じていただいています。
私自身も４０歳を過ぎるまで仕事
一筋で、心身ともに追い詰めた生活を送っていましたが、
アロマパルファンを
きっかけに出会った彼と４６歳で結婚し、今とても幸せな生活を送っていま
す。
私の願いは更年期という心身共に転換期を迎える女性が、
その先の６０、
７０、
８０歳…も肌艶良く、元気に笑顔で過ごしていただくことです。ご縁の
あった１人でも多くの女性たちをアロマパルファンの魔法で幸せに導いていけ
るよう情熱を注いでいます！

アロマパルファニストの更なる活躍の場として全国各地で認定教室を開講し、認定講師として
活動する事ができます。
静岡県沼津 Caricia Neo カリーシアネオ

認定教 室の講師としてアロマパルファン検 定 ®2 級・1級講座や上 級

狩野 順子先生
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Inフランスでもアロマパルファン香水レッスンのオファーを頂きました！

のアロマパルファンアドバンスコースを開講し、アロマパルファンメ
ソッド®の指導が行えるプロフェッショナル資 格です。アロマパルフ
ァンメソッド®のすべての知 識と技 術はもちろん、講師としてのプレ
ゼンテーションスキルも身に着けていただきます。

現在、
愛媛(松山)、
大阪(淀屋橋)、
福岡にアロマパルファン認定教室を構え、
アロマパルファニストとしての活動もし
ております。
アロマパルファンを通じて出会った方々とご縁が、
「想像を超える未来」
を私に与えてくれています。
愛媛
から東京へ通うにも、
家族や勤務先の皆さんからの
「髙橋さんの人生だから大切に。
やるからには極めなさい」
と応
援して頂き、
アロマパルファンを学ぶことができ本当に恵まれていました。
精神的、
体力的に辛い時も私を助けてくれ
たのは、
自分と向き合い、
私だけのためにブレンドした
「アロマパルファン」
でし
た。
今まで東京に行かないと学べなかったアロマパルファン検定を、
地方の方々
にも自らが伝えることができ、
受講者の方々にも大変喜んで頂いています。
アロ
マパルファンの感動のストーリーと植物の恵みのパワーを、
認定教室を通じて
伝えていきたいです。
そして、
香りの仕事を通じて世界中を飛び回りたいと思っ
ていた私の夢も、
フランスでもアロマパルファンレッスン開催のオファーを頂い
たりと、
実現化してきています。

認定講師養成講座
●アロマパルファン検定を
教えるための認定講師講座（２日）+試験

●アロマパルファンアドバンスを
教えるための認定講師講座（４日）+試験

試験に合格し、認定教室に登録すると、
アロマパルファン検定
2級１級講座を教えられます。

試験に合格し、認定教室登録後に申請をすると、
アロマパルファン
アドバンスコースを教えられます。

愛媛県・福岡県・大阪府 Aroma Parfumne Mami

認定講師コース（認定講師養成講座を受講するための必須科目）
●アロマパルファン検定2級・1級（2日）

●精油の化学（2日）

精油7種のプロフィールを深く学び、調香の基礎を
身につけます。

30種類の精油をサイエンスの角度から紐解き、苦手
な精油成分の化学構造をわかりやすく徹底解析して
いきます。
会

●アロマアドバンスコース（4日）

●名香ブレンド講座（2日）

テーマに合わせたブレンドテクニックを身につける
実習コースです。

精油を組み合わせてブレンドすることで、さまざまな
シーンや目的に合ったオリジナルの香りを創作する
ことができるようになる講座です。
兵庫県芦屋 アロマデザイン芦屋

●アロマパルファニストコース（7日）

●IFA上級精油学（4日）

お客様の希望に合わせて世界に1つの香水を
プロデュースするプロフェッショナル養成講座です。

60種類の精油とキャリアオイルの知識と活用を
学ぶ上級者向けの精油学。

●アロマエアスタイリストコース（4日）

●アロマパルファニストビジネス講座（１日）

空間に合わせた香りづくりと技術と演出を学ぶ
実習コースです。

●アロマエアスタイリストビジネス講座（１日）
プロとして活動するための営業ノウハウやビジネスの流れを詳しく学びます。
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In ユーカリの香りに背中を押されて起業しました！
会社員時代に経営の勉強をしながら、
私がどんな分野で役に立てるだろうか…と考えていた時に出会ったのが
アロマテラピーでした。
アロマに可能性を感じ、
自分にはその素晴らしさをロジカルかつエモーショナルに伝える
力があると確信し、
起業するならアロマで！と決めました。
それでも20年お世話になった会社に退職を申し出る
ことは勇気のいることでした。
そんな私の背中を押してくれたのが ユーカリ でした。ユーカリはオーストラリア
全土に広がる生命力の高い植物。
まっすぐ高く伸びるユーカリは、
周囲の都合は考えず自分を第一優先にしてい
ます。ずっと自分を押さえてきた私に、
ユーカリが勇気を与えてくれました。
自分自身が後悔しない人生を送りた
い。
そんな申し出を快く受け入れてもらい、
起業をスタート。
人生が変わるきっ
かけともなった植物の力のアロマパルファンを兵庫でも伝えていきたいと考え
ています。
兵庫の県樹であるくすのきの香りに注目し、
新商品
『ひょうごの森の
香り』
のプロデュースもさせて頂きました。
企業様からお話を頂き、
オリジナル
アロマの開発にも力を入れております。
私がユーカリの力を借りたように、
それ
ぞれの皆様にぴったりのアロマを見つけ、
人生に役立てるお手伝いをするが
私の何よりの歓びです。

一般社団法

日本アロ 人
マパルフ
ァンヌ協

髙橋 真美先生

今井 綾先生

認定講師研修・懇談会
全国の認定講師が定 期的に集まり、懇談 会や勉強会、
年に1回の研修旅 行を行っております。2 019 年 4月には
高知県土佐ベルガモットの農 場を訪問しました。2 019
年5月には東海 地区の講師が集まり、樹 齢 千 年の巨木
の十本杉と薔薇の丘公園を訪問しました。
海外 研修も企画中です。

高知県土佐ベルガモット農家さんを訪問

静岡県島田市薔薇の丘公園を訪問
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Profile

世界で活躍する

England
イギリス

アロマテラピー発祥の地、
IFA国際アロマセラピスト連盟の
本部が所在する英国ロンドン

アクトインターナショナルスクール校長

太田 奈月

太田奈月のプロフィール
調香師／IFA国際アロマセラピスト・プリンシパルチューター／CIDESCO国際エステティシャン
カナダトロントにてビューティセラピーを学び、
イギリス ケンブリッジにてアロマセラピーを極
め、
国際アロマセラピストとして多国籍多人種のトリートメントを経験後、
2000年に帰国、
静岡
県静岡市にアクトインターナショナルスクールを開校。
2011年に東京にて(一社)日本アロマパ
ルファンヌ協会を設立。天然アロマ香水アロマパルファンの第一人者として全国にアロマパル
ファニ ストを 輩 出 。2 0 1 6 年 に世 界 初 緑 茶 ア ロマを 使 った 天 然 ア ロマ 香 水ブランド
NatsukiOhtaJapanを立ち上げ、
国内外でアロマパルファンの啓蒙活動をする。
テレビ、
ラジオ、
雑誌など多数のメディアで活躍中。
著書
『香りの精油事典』
（BABジャパン）
。

United Arab Emirates,UAE
アラブ首長国連邦

２０１７年英国ロンドンの大学にて開催された
IFAカンファレンスにて、
日本人初のスピーカーを務める

n
a
p
a
J 国内での活躍

茶農家の支援を目的に特許製法により茶の製造過程
で放出された蒸気を回収・冷却・濃縮し世界初の天然緑
茶アロマの抽出に成功。
（株式会社寺田製作所にて）

在 UAE日本国大使館主催
天皇誕生日祝賀レセプションに出展

在ＵＡＥ日本国領事館総領事公邸
にて天然アロマ香水レッスンを開催

ドバイ香水博物館にダハール氏との
コラボ香水を展示販売予定

2017年および2018年、在UAE日本国大使館主催天
皇誕生日祝賀レセプションに出展。限定香水スペシャ
ルワンを調香し、世界各国をあらわすグリーンティー
ワールドシリーズを100カ国の大使館関係者1000名
のVIPの方々にテイスティングして頂いた。

2018年在ＵＡＥ日本国領事館総領事公邸にて、20
か国の方にご参加頂き天然アロマ香水レッスンを開
催。ドバイ在住の日本人会の皆様、世界各国の領事ご
婦人、ハリウッド女優さんなどもご参加頂き、二か国語
による香水レッスンは好評に博す。

2020年にグランドオープンのドバイ香水博物館にお
いて、中東で人気のＴＯＬＡ香水創設者ダハール氏と
コラボレーションした天然緑茶アロマをブレンドした
香水を展示販売予定。2019年にはご招待者向けのス
ぺシャル香水レッスンもダハール氏と開催。

オーストラリア

精油の原料となる本物の生きた植物に触れる

自然豊かな広大な大地で
伸び伸びと育つユーカリグロブルス
アロマパルファン検定2級で学ぶユーカリの生きた植
物の姿・形・育つ環境を視察。
タスマニアで育つ写真のユーカリは推定６０ｍの大木。

ロンドン郊外にある病院の緩和ケア病棟
内のアロマテラピーサロンを訪問。
ラベン
ダーカラーに包まれたトリートメントルーム
や、
アロマセラピストの施術から最新の英国
でのホリスティックアロマテラピーを視察。

茶農家の支援を目的に開発した世界初の天然緑茶香水および植物本来の力を
ストーリーにしたアロマパルファンメソッドを立ち上げ、多岐に渡り活動をしております。

香水大国中東ドバイとの交流
世界初天然緑茶葉アロマの
抽出に成功

Australia

世界的に有名な芳香療法の専門家や、
英
国ロイヤルファミリーの医師を務める方な
ど、
著名人スピーカーと同じステージに立
ち、
世界各国のおよそ400名の聴衆を前に
英語で登壇。
スピーチが終わらないうちに
拍手喝采を受ける。

秘境の地、
タスマニア島の
世界最大級タスマニアンラベンダー畑
東京ドーム21個分の面積を誇る
「ブライドストウラベン
ダーファーム」
を訪問し、
アロマパルファン検定2級で学
ぶ知られざるラベンダーの、
植物としての魅力を視察。

Oman
オマーン

過酷な環境で生きる
オマーンのフランキンセンス
世界遺産としても知られるオマーンのサラーラ地方
「乳香の土地」。乾燥した過酷な環境で生き延びるフラ
ンキンセンスの研究のために訪れる。

ミスユニバースジャパンビューティ
キャンプでの香水講師
2014年から2017年ミスユニバースジャパン全国大会、
ビューティキャンプにおいて、
各都道府県を代表する47名
のファイナリストに、
天然アロマ香水講座のレッスンを行う。

世界お茶まつり2019にて
静岡県知事より表彰を受ける
公益財団法人世界緑茶協会のO-CHAパイオニア賞に
お い て 、川 勝 平 太 静 岡 県 知 事 より 太 田 奈 月 が
「CHAllenge賞」
を授与される。

緑茶香水の初作品は
１２か月の香水
初作品の天然緑茶アロマ香水は、
日本の１月から１２月
の美しい季節の移り変わりをイメージした作品。
お誕生日プレゼントや、
海外の方へのお土産にも人気。

東京ガールズコレクションin Shizuoka
静岡県のアロマ空間演出
2018年、2019年静岡ツインメッセで開催された東京
ガールズコレクションの静岡県のブースにて、
静岡を代
表するお花ガーベラをイメージした香りで空間演出。

ふじのくに茶の都ミュージアムにて
展示販売
2018年にオープンした静岡空港そばの島田市金谷に
所在する「ふじのくに茶の都ミュージアム」にて、太田
奈月調香による天然緑茶アロマ香水が展示販売中。

銀座マロニエゲート１階に
期間限定ショップをオープン
2018年10月から2019年1月まで銀座マロニエゲート1階
にPOPUPストアをオープン。
人気イラストレーター、
作家
の米澤よう子氏とコラボした１２星座の香水を販売。

東京ドームシティスパラクーアにて
香水レッスン
東京ドームシティスパラクーア主催「緑茶でもっとキ
レイになる」イベントにおいて、スパ施設内にて緑茶
アロマを使った天然アロマ香水レッスンを開催。

静岡県立大学にて
緑茶の講義を担当
2017年から静岡県立大学特別講義茶学総合講座に
おいて、学生や社会人の参加者およそ250名に「静岡
から世界へ〜緑茶アロマの可能性」
の講義を行う。

Natsuki Ohta JAPAN OFFICE

お問い合 わせはこちらから

0120-168-066

info@ais-tokyo.com

【電話受付時間】10:00-19:00

● 東京四ツ谷校
〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町2-10 ストリーム市ヶ谷8F

● 静岡島田校
（一社）日本アロマパルファンヌ協会認定校/（公社）日本アロマ環境協会総合資格認定校
IFA国際アロマセラピスト連盟認定校

〒427-0029 静岡県島田市日之出町１-３
TEL：03-5579-8985 FAX：03-5579-8987
E-mail:info@ais-tokyo.com http://www.ais-tokyo.com/

