
                              

 

ミラクルオーラパフュームセラー養成講座受講及び活動に当たっての注意事項及び誓約 

 

1 概要 

本書はミラクルオーラパフュームセラー養成講座受講及び、ミラクルオーラパフュームセラー資格取得後の活動に関する注意事項を

記載しています。これらの内容をご理解いただきその遵守をご誓約いただいた受講生の皆様に限り、下記データを提供し、ミラクル

オーラパフュームセラーとしてフェロモン香水ミラクルオーラの販売及び、ミラクルオーラ販売促進のためのフェロモンジャッジセ

ッションショートを行うサービスができることを認めます。 

 

2 提供データ 

資格取得者には、認定後に下記データを提供致します。 

・フェロモン香水ミラクルオーラ  商品パンフレット  

・フェロモンジャッジセッションショートを受けるにあたっての注意事項 「フェロモンジャッジセッションショートを受ける方へ」  

 

3 ミラクルオーラパフュームセラー資格取得条件 

下記①から④の要件を全て満たしていること。 

① （一社）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資格を保持している 

② （一社）日本アロマパルファンヌ協会認定フェロモンジャッジマスター資格を保持している 

③ ミラクルオーラパフュームセラー養成講座を受講している 

④ 協会にミラクルオーラパフュームセラー資格登録手続きをしている。 

※なお、ミラクルオーラパフュームセラーの資格維持には、協会年会費の納付、１年に１度の更新研修（有料）の受講、及び協会

の定めるその他の資格維持条件を具備することを必須としていますのでこの旨予めご承知おき願います。 

 

4 ミラクルオーラパフュームセラー養成講座について 

講座内容：フェロモン香水ミラクルオーラ１２種類の解説 

     フェロモンジャッジセッションショートのノウハウ  

     フェロモンジャッジセッション１２タイプ 男女の相性について 

 

受講条件：フェロモンジャッジマスターコースを修了し、資格取得を前提としている。 

     ミラクルオーラパフュームセラー養成講座受講及び活動に当たっての注意事項及び誓約に同意している。（本書） 

     フェロモン香水ミラクルオーラ１２種類を受講前に教材として購入している。（教材のお渡しは受講日となります） 

 

教材：フェロモン香水ミラクルオーラ１２種 

 

【女性用 各 8ml】 処女 熟女 貴婦人 無臭の女神 イケメン女子 ｴｸｽﾄﾗｴﾃﾞｨｼｮﾝｳｨﾒﾝ 

 希望小売価格 13,200 円 18,700 円 18,700 円 13,200 円 13,200 円 13,200 円 

 仕入価格（30%OFF） 9,240 円 13,090 円 13,090 円 9,240 円 9,240 円 9,240 円 

 教材価格（40％OFF） 7,920 円 11,200 円 11,200 円 7,920 円 7,920 円 7,920 円 

【男性用 各 8ml】 鹿男 野獣 紳士 無臭の神 乙女男子 ｴｸｽﾄﾗｴﾃﾞｨｼｮﾝﾒﾝｽﾞ 

 希望小売価格 13,200 円 13,200 円 13,200 円 13,200 円 13,200 円 13,200 円 

 仕入価格（30%OFF） 9,240 円 9,240 円 9,240 円 9,240 円 9,240 円 9,240 円 

 教材価格（40％OFF） 7,920 円 7,920 円 7,920 円 7,920 円 7,920 円 7,920 円 

（税込) 

※教材価格は、希望小売価格の 40％オフとなっています。 

※教材価格で購入できるのは、お一人様 1 種類につき 1 本ずつのみです。 

※教材は、ミラクルオーラパフュームセラー養成講座申し込み専用ページからご注文いただけます。 

※教材の注文はミラクルオーラパフュームセラー養成講座申し込み時のみ受け付けております。 

 



                              

 

講座申込方法：アクトインターナショナルスクールホームページ 

新着情報、ミラクルオーラパフュームセラー養成講座申込専用ページ 

※必ず、専用ページよりお申込みください。（右記 QR コードから専用ページにリンクできます） 

 

5 活動時のルール 

ミラクルオーラパフュームセラーがフェロモンジャッジセッションショートを実施する場合、また、ご自身のホームページやブログ

等にフェロモンジャッジセッションショートに関することを記載又は掲載する場合、以下のルールの遵守をお願い致します。  

 

5.1 活動全般について 

5.1.1 サービス内容と用語の統一 

ミラクルオーラパフュームセラーの資格取得者がミラクルオーラパフュームセラー養成講座で教授された内容と同一または実質的に

同一と認められる手法を使用したセッション等を行う場合、当該セッションの呼称、及びそのメニュー等への表記に当たっては「フ

ェロモンジャッジ®」「ミラクルオーラ」（商標登録申請中）の名称を必ず使用しなければなりません。当該セッション等において肌タ

イプの結果（識別）を表示又は表明する際には、処女・熟女・貴婦人・無臭の女神・イケメン女子・エクストラエディションウィメ

ン・鹿男・野獣・紳士・無臭の神・乙女男子・エクストラエディションメンズ、その他フェロモンジャッジマスターコース及びミラ

クルオーラパフュームセラー養成講座で使用する用語と同一の用語を同一の意味で使用しなければならず、またこれらと類似または

相違する用語を使用することは禁止いたします。   

 

5.1.2 SNS 等への掲載に関する注意点 

ミラクルオーラパフュームセラー養成講座の授業風景などを個人の趣味の範囲で SNS 媒体（インスタグラム、フェイスブック、YouTube、

Twitter、ブログ等）に記載又は掲載することや、集客のツールとして、サービスを受けたお客様の声などを SNS 媒体等に記載又は掲

載することは、協会として特段これを差し止めるものではありません。ただし、以下の事項を遵守して頂く必要があります。 

 

① SNS 媒体等において、ミラクルオーラパフュームセラー養成講座で教授された内容に触れる場合は、必ず「フェロモンジャッジ

🄬」「ミラクルオーラ」（商標登録申請中）または「フェロモンジャッジは（一社）日本アロマパルファンヌ協会の登録商標です。」

「ミラクルオーラは（一社）日本アロマパルファンヌ協会の登録商標（申請中）です。」の言葉を入れてください（※ただし「ミ

ラクルオーラ」について商標登録がされた後は（申請中）の文字を削除して下さい）また、目安として 300 文字以上の内容掲載

の場合は、「出典元（一社）日本アロマパルファンヌ協会」を表示してください。 

 

下記は SNS 掲載時の OKと NGの一例です。 NG の理由⇒「フェロモンジャッジ」「ミラクルオーラ」の言葉が入っていない 

OK 例    ・フェロモンジャッジセッションショートではミラクルオーラパフュームセラーが肌の匂いでフェロモン度数を 

嗅ぎ分け、あなたにぴったりなフェロモン香水ミラクルオーラをセレクトします！ 

・フェロモンジャッジセッションショートではあなたのフェロモン度数をあげるために、女性にも雄効果をねらい、 

フェロモン香水ミラクルオーラの紳士をおすすめする場合があります！ 

NG 例    ・フェロモンセッションでは、あなたのフェロモン度数をあげるために、女性にも雄効果をねらい、        

紳士のフェロモン香水をおすすめする場合があります！ 

 

② フェロモンジャッジセッションショートのサービスの内容や、同サービスに関する動画を SNS 媒体等に掲載する際には必ず 

下記の文言を表示して下さい。 

「フェロモンジャッジセッションショートは（一社）日本アロマパルファンヌ協会が認定したミラクルオーラパフュームセラー

資格保持者のみが行うことができるサービスとなります。」 

③ SNS 広告等においてフェロモンジャッジセッションショートを実際に行っている様子（行程が明らかにわかるもの）を動画で１

分以上の長さで見せる場合は、協会に事前に動画の内容と目的をご相談いただき、その同意を得てください。 

 

SNS 媒体等への記載又は掲載行為が協会若しくはその関係者又はその他の第三者の信用若しくは名誉、肖像権又は知的財産権その他

の権利を侵害する若しくはその恐れがあると当協会が認めた場合、又は知的財産権その他当協会及び関係者の権利に関わる内容であ

る場合には、その削除その他協会が必要と認める措置を講じることを要請することがあり、当該要請がなされたときには速やかにこ

れに応じなければならないものとします。   



                              

 

尚、下記4点については理由の如何に関わらず当協会に無断でSNS媒体等を含む一切の媒体へ記載又は掲載することを禁止致します。  

・『フェロモンジャッジマスター用 １０タイプマニュアル』に掲載されている内容全て  

・フェロモンジャッジマスターコース授業で教示したフェロモン香水のレシピ 

・『ミラクルオーラパフュームセラー用 １０タイプマニュアル』に掲載されている内容全て 

・ミラクルオーラパフュームセラー養成講座で教示した男女の相性チャート  

 

5.1.3 フェロモンジャッジ及びフェロモンジャッジセッションショートの第三者への教授について 

フェロモンジャッジセッションショートを受けた方や、知人や友人をはじめ第三者からフェロモンジャッジ及びフェロモンジャッジ

セッションショートについて習いたいと要望があった場合は、（一社）日本アロマパルファンヌ協会に相談をしてください。個人の判

断で教授しないようにお願いします。フェロモンジャッジマスター資格取得コース及び、ミラクルオーラパフュームセラー養成講座

の内容を教授できるのは（一社）日本アロマパルファンヌ協会認定校アクトインターナショナルスクールのみとなります。 

 

5.1.4 講座テキストの使用 

ミラクルオーラパフュームセラー養成講座で使用した資料・テキストの複製及びその配布は禁止します。 

万一無断での複製又は配布が認められた場合は、フェロモンジャッジマスター資格及び、ミラクルオーラパフュームセラーの資格を

剥奪することがありますので予めご了承下さい。 

 

5.1.5 資格名の表記 

資格名の表記の際は必ず以下①から③のいずれかをご使用下さい。  

① 一般社団法人日本アロマパルファンヌ協会認定ミラクルオーラパフュームセラー 

② （一社）日本アロマパルファンヌ協会認定ミラクルオーラパフュームセラー 

③ APAJ 認定ミラクルオーラパフュームセラー 

 

5.2 フェロモンジャッジセッションショートについて 

5.2.1 サービスの名称について 

ミラクルオーラパフュームセラー資格取得者が、ミラクルオーラパフュームセラー養成講座で教授されたフェロモンジャッジセッシ

ョンショートの内容と同一または実質的に同一と認められる手法を使用したセッション等を行う場合、当該セッションの呼称及びそ

のメニュー等への表記に当たっては「フェロモンジャッジセッションショート」の名称を必ず使用しなければなりません。 

 

5.2.2 サービスの価格について 

フェロモンジャッジセッションショート（約 20 分）の価格は 4,400 円を基本として、ミラクルオーラパフュームセラーはこの価格を

遵守する努力義務を負うものとします。ただし特別な事情がある場合はこの限りではありません。 

フェロモンジャッジセッションショートを受けた後フェロモン香水ミラクルオーラを購入された方に対し、セッション代を割引又は

無料にすること、フェロモンジャッジセッションショートを受けた後フェロモンジャッジセッションを受ける方に対し、フェロモン

ジャッジセッションショート代を割引又は無料にすることは可能です。 

 

5.2.3 注意事項について 

フェロモンジャッジセッションショートを受けるお客様には必ず「フェロモンジャッジセッションショートを受ける方へ」の注意事

項を伝え、お客様に注意事項の用紙をお渡しし、必ず内容をご理解いただくようにしてください。 

 

5.2.4 アルコール・バニラ・トンカビーン・香水等の説明について 

フェロモンジャッジセッションショートにおいて、アルコール、バニラ、トンカビーン、香水に対してアレルギーがないかどうか必

ず確認した上、さらに体調によってお肌に合わない可能性があることを必ず丁寧に説明ください。フェロモン香水ミラクルオーラが

肌に合わなかった場合は、肌へのご使用をやめていただくことを丁寧に説明し、お客様が理解し同意したことを確認してからサービ

スを実施してください。 

 

 

 



                              

 

5.2.5 お客様とのトラブルについて 

フェロモンジャッジセッションショートのサービスを受けたお客様と、当該サービスを実施したミラクルオーラパフュームセラー資

格取得者（以下単に「ミラクルオーラパフュームセラー」といいます。）間で起きたトラブルについては、協会の責めに帰すべき事由

によって当該トラブルが生じた場合を除き責任をとることはできません。 

 

5.2.6 保険加入について 

皮膚トラブル等を回避するためお客様に対し事前に十分な説明をしなくてはいけません。特にお客様にアルコールや、香りにアレル

ギーがないかどうか十分確認する必要があります。十分な説明と確認にもかかわらず、お客様各自のアレルギー等の体質によって肌

あれ等の症状がでたときには、当該症状の原因が香水自体の欠陥に起因する場合を除き、特段の事情のない限り、治療費を含めお客

様に対して当該トラブルに関して製造会社や、販売会社、ミラクルオーラパフュームセラー個人が、賠償責任を負うことはないもの

と認識しています。しかし、協会としては、万一の場合に備えてミラクルオーラパフュームセラー各自において保険に加入すること

をおすすめ致します。 

 

5.2.7 薬機法に関わること 

香水を作成し販売することは、化粧品製造許可・化粧品製造販売許可がないとできません。ご自身で作成したアロマパルファンやフ

ェロモン香水を販売することはないようにしてください。レッスン・セッション形式以外の方法で香水をつくった場合は、アロマパ

ルファニスト、フェロモンジャッジマスター、ミラクルオーラパフュームセラーの資格認定が取り消しとなる場合があります。また、

レッスン受講の特典（プレゼント）という形であっても、化粧品製造許可・化粧品製造販売の許可なく、つくった香水を第三者に授

与することは原則として薬機法違反となるため、そのような行為はお止め下さい。尚、フェロモン香水及びフェロモンジャッジに関

わる該当商品としてルームスプレー及びルームフレグランスを作成販売することは当協会としては推奨しておりません。 

※フェロモン香水ミラクルオーラは、当協会が化粧品製造業許可をもつ外部会社に委託して製造している化粧品です。 

 

5.2.8 フェロモンジャッジセッションショート ミニカードについて 

フェロモンジャッジセッションショートでは、 

当協会指定のフェロモンジャッジセッションショートのミニカードをご購入の上、 

ご使用いただき、お客様にお渡しするようにしてください。 

右記デザインを取り込んでオリジナルカードを制作することは禁止致します。 

 

5.2.9 フェロモンジャッジセッションショート用１０タイプマニュアルと男女の相性チャートについて 

フェロモンジャッジセッションショートで使用する１０タイプマニュアルの内容とミラクルオーラパフュームセラー養成講座で教示

する男女の相性チャートの内容は、印刷して第三者に渡したり、第三者が写真に収めたりすることはできません。 

 

5.2.10 フェロモンジャッジセッションショートとフェロモンジャッジセッションについて 

フェロモンジャッジセッションショートは、フェロモン香水ミラクルオーラを販売するためのサービスとなりますので、サービスを

受けた方に香水を創っていただくことはできません。香水を創ることを希望されるお客様には、フェロモンジャッジセッションをお

すすめしてください。 

 

5.3 フェロモン香水ミラクルオーラの販売について 

 

5.3.1 販売時の注意事項 

フェロモン香水ミラクルオーラはフェロモンジャッジセッションショートに付随して販売するものです。 

フェロモンジャッジセッションショートを行わず、フェロモン香水ミラクルオーラだけを販売することは禁止致します。 

 

5.3.2 販売方法について 

フェロモンジャッジセッションショート後のフェロモン香水ミラクルオーラの販売方法は２つあります。 

① 対面での販売 

・販売価格はミラクルオーラパフュームセラー自身で設定可能です。お客様には対面でのお渡しを原則とし、宅急便を利用して 

ミラクルオーラを送ることのないようにお願い致します。 



                              

 

② アクトアロマショップでの販売 

・フェロモンジャッジセッションショートを体験したお客様が、アクトアロマショップにてフェロモン香水ミラクルオーラをご

購入いただくことが可能です。ただし希望小売価格での販売となります。 

・お客様がアクトアロマショップにてフェロモン香水ミラクルオーラを購入される際、ミラクルオーラパフュームセラーの名前

を入力してからではないとカートに入れられないようになっています。お客様にはミラクルオーラパフュームセラーの名前を必

ず入力していただくよう、お伝えください。 

 

5.3.3 アクトアロマショップ販売時のバックマージン 

フェロモンジャッジセッションショートを体験したお客様がアクトアロマショップにてフェロモン香水ミラクルオーラをご購入され

た場合、フェロモンジャッジセッションショートを行ったミラクルオーラパフュームセラーに対しアクトがバックマージンをお支払

いします。 

バックマージン請求方法： 

・アクト物販事業部（order@ais-shizuoka.com）まで、請求書をメール添付にて送付してください。 

・請求書は、指定フォーマットにて作成ください。 

・請求書は、3 か月毎（具体的には、3 月、6 月、9 月及び 12 月の各月末日）に締め、当該締月の翌月 10 日までにアクト物販事業部

に到達するように送付してください。 

・ミラクルオーラパフュームセラーから、お客様がフェロモン香水ミラクルオーラをアクトアロマショップにて購入されたかどうか

等についてアクト物販事業部に照会があった場合、同事業部は、当該お客様がアクトアロマショップでフェロモン香水ミラクルオー

ラを購入する際に記入したミラクルオーラパフームセラーと、照会をした当該ミラクルオーラパフュームセラーとが一致する場合に、

その限度でのみ、回答できます。ただし、当該お客様から個人情報保護等を理由にその開示を拒否するよう要求がなされた場合など

特段の事情がある場合は回答することができませんので、この旨予めご了承願います。 

 

・お客様がアクトアロマショップにてミラクルオーラ注文時にミラクルオーラパフュームセラーの氏名が記載されていない場合、ま

たは別のミラクルオーラパフュームセラーの名前が記載されている場合は、上記のご照会にご回答できないだけでなく、アクトから

のミラクルオーラパフュームセラーに対するバックマージン支払いの対象外となりますのでこの旨予めご了承願います。そのような

事態をできる限り回避するためにも、上記 5.3.2②に記載した事項、すなわちお客様がアクトアロマショップでのご購入に際し、注

文時にミラクルオーラパフュームセラーの氏名を確実かつ正確に記載いただくよう必ず伝えて下さるよう宜しくお願いします。 

バックマージン支払方法： 

・請求書と販売実績を確認後、販売額の 10%を指定の振込先にお支払い致します。（振込手数料はアクト負担） 

注意事項： 

・請求書が上記期限までにアクト物販事業部に到達しなかった場合、理由の如何を問わず関係する期間のバックマージンについてミ

ラクルオーラパフームセラーはその受給権を失い、アクトはその支払いを拒むこととなりますのでその旨ご了承ねがいます。 

・アクト物販事業部からミラクルオーラパフュームセラーに対し、請求書の提出を催促したり提出漏れを連絡したりすることはあり

ません。 

・お客様には、ミラクルオーラ購入前に事前に必ずフェロモンジャッジセッションショートを体験していただくようお願い致します。 

 

5.3.4 転売禁止について 

フリマサイト、オークションサイト等でのフェロモン香水ミラクルオーラの転売行為は固く禁止します。またお客様にもこれらの行

為が禁止である旨、お伝えください。 

5.3.5 商品の香りの個体差について 

弊社の香水は原料に天然香料（精油）を用いています。精油は、植物の収穫のタイミングによって香りが異なる場合があるため、フ

ェロモン香水ミラクルオーラも個体によって僅かに香りが異なる場合があります。 

お客様にも十分理解していただいた上でご愛用いただくようにお伝えください。 

5.3.6 商品の製造販売について 

フェロモン香水ミラクルオーラのブレンドレシピやコンセプトが同一の又は類似した商品の製造販売は禁止します。 

 

上記「ミラクルオーラパフュームセラー養成講座受講及び活動に当たっての注意事項」について理解し、これらを遵守することにつ

いて同意致します。 
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