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◆日本教育本部受講生の声◆

 

とても充実した楽しい 4 日間でした。いつも優しくどんな質問にもとても丁寧に教えていただ

き、リラックスして受講することが出来ました。アロマセラピストになる事や、自分のサロンを

持つことが現実のものになってきて、わくわくしています。Hiroko 先生のおかげです。あり

がとうございました！！        （アロマセラピスト・ベーシック短期集中コース E さん） 

◆ 

思っている以上にアロマの世界は深く、植物の持つ力について詳しく学ぶことが出来て良か

ったです。トリートメントがなぜ心地よいか「子供がいい子いい子」してもらえると嬉しい気持

ちになる‥そういうことも関係してくるのだと知り「なるほど！」と思いました。部分部分トリー

トメントをすることにはちゃんと意味があること、いろいろ教えていただきました。独学では学

べないこと、習得できない技術をしっかり教えて指導して頂けたのでよかったです。アロマっ

てこんなに楽しいんだ！と思える講座でした。（アロマセラピスト・ベーシックコース K さん） 

◆ 

内容が充実していて、実習も多くてとても有意義な講座でした。言葉やイメージだけでなく、

ボードを上手に使い絵を描いて説明してくれてとても分かりやすくて良かったです。風に乗っ

てふわふわと揺られているようなこの不思議なアロマをもっと多くの方が体験できると素晴

らしいですね。                      （アロマ心理リーディングコース K さん） 

 ◆ 

複雑な手技もなく思っていたよりもすぐに覚えることが出来ました。座学の講義も１つ１つゆ

っくり分かりやすく説明して下さり、すっと頭に入ってきました。テキストも初心者の私でも理

解しやすくアロマについてさらに興味が湧きました。練習して家族や友人などたくさんの人

に喜んでいただけるようがんばります。 （アロマホームケアトリートメントコース  M さん） 

 ◆ 

ヨーガ療法を勉強中で、カウンセリングを行う時にハンドトリートメントを行えばより心がうち

とけられるのでは、と思い受講しました。ボランティアの心得などもカウンセリングする上で

も勉強になりました。ハンドトリートメントはとても気持ちよく、リラックス出来ました。ぜひ周り

の人たちにさせていただきたいと思います。 （アロマハンドトリートメントセミナー S さん） 

◆ 

ボディーと違いフェイシャルは細かいテクニックや繊細さが要求されるため、最初はかなり

苦戦しましたが最後には粗削りな部分もありますが、先生の丁寧なご指導のおかげで自分

自身納得出来る手技を身につけることができました。スキンケアのジェル、クリームなど精

油を使ってオリジナルなものを作る事が出来、実用的で楽しく受講する事ができました。もっ

と練習を重ねてお客様の癒しになるように満足していただけるようなセラピストになりたいと

思います。先生、ありがとうございました。 （アロマセラピスト・フェイシャルコース Y さん） 
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International Natural Therapy Association-japan 

ＩＮＴＡ 国際ナチュラルセラピー協会日本教育本部 

INTA 国際ナチュラルセラピー協会は、オーストラリアレッドランドベイにある精油メ
ーカーE-Conception の教育・国際交流部門として独立し、2004年 8月より発足し
ました。2012 年 2月より、同協会の国内におけるアロマセラピー教育、指導を行う
目的で日本教育本部が設立されました。 
 
■ INTA 国際ナチュラルセラピー協会の設立目的 

 世界、地球が急速に進化しつつある今、人間もまた進化を求められています。 
ひとりひとりが自己の存在に自信をもち、自身を愛し、本当の意味での「人間力」
をバランスよく発揮できるよう、支援していくことがこの協会の根本的な目的です。 
その目的達成のために、心身魂まで包括した「生活のなかにおけるナチュラルセ
ラピー」に有力なツールとして注目。これを啓蒙していくことが主な活動目的で
す。 

 
■ INTA 活動理念 

1. 自分らしくナチュラルに生きていくための知識・方法論を広く伝播してい
く。  

2. ナチュラルセラピーをマスターした世界に通じる実力あるセラピストを育成
し、活動を支援する。   

3. 根本目的を同じくする他団体との連携・情報交換により、学びを深め、 

社会的認知をあげていく。  

■ INTA 活動内容 

 各種講座の提供、資格認定 

 インストラクター、コース認定 

 ナチュラルセラピーの啓蒙、需要喚起 

 ナチュラルセラピストのためのビジネス支援 

 他団体との国際交流 

 
■ INTA 常任理事・イーコンセプション代表 

福島麻紀子 
 

■ INTA オーストラリア所在地 

POBox 7525, Redland Bay, QLD4165 Austraria 

 http://www.inta-j.org  mail: info@inta-j.org 
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INTA日本教育本部のご案内 

日本教育本部活動内容 

 INTA 認定コース開催・資格認定 

 INTA 新コース制定 

 認定インストラクター登録・申請 

 認定校登録・申請 

 認定サロン登録・申請・更新 

日本教育本部受講生への特典 

 電話・メールによる受講ガイダンス 

 電話・メールによる受講生フォローアップ 

 精油、アロマ関連用品、フラワーエッセンス等の優待価格販売 

「ミセス・ヒロコ・アロマショップ」 http://mrs-hiroko.shop-pro.jp/ 

 
◆日本教育本部連絡先 

〒431-3125 静岡県浜松市東区半田山 5-20-20ホリスティックアロマアカデミー内 

TEL：053-432-0844    HP： http://mrs-hiroko.com 

mail: japan@inta-j.org （もしくは aroma-healing2@nifty.com） 

◆Ｎｅｗ！横浜直営校 

〒224-0021 神奈川県横浜市都筑区グリーンライン北山田駅前 

横浜でもＩＮＴＡ認定コースが受講出来るようになりました！ 

◆お問合せ 

ご不明な点はお気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。 

ただし講義中は電話に出られない場合があります。 

◆受講費のお支払い方法 

ホリスティックアロマアカデミー公式オンラインショップ（ミセス・ヒロコ・アロマショップ）より 

クレジットカード決済（VISA、MASTER、JCB、AMEX）もしくは代金引換にてお支払いく

ださい。通信、通学ともに受講費をお支払い時に本予約確定します。 

※当パンフレット表示のコース内容、受講費等は事前告知なしに変更する場合があります。 
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フラワーエッセンスコース 

お花の精が与えてくれるスピリチュアルな波動ツール、ちょっぴり不思議な

精神世界への入り口                

 

"スピリチュアルな進化を促進したい" 

"メンタルケアやヒーリングツールとして使

いたい" 

"お花のカードリーディングを学びたい” 

"チャネリング能力を開きたい" 

 

フラワーエッセンスはお花の波動がスピリットに働きかける不思議なツールです。 

このコースでは FeelFreeシリーズ、オーストラリアの 48種の野生の花から採った

フラワーエッセンスを使い、感情の解放やメンタルケアの方法を学びます。 

 

 コンサルタントとしてサロンワークに活かせる！ 

 自己探求、自己実現、セルフメンタルケアにも！  

 通信受講の方にも講師のフォローアップがあるから安心！ 

 修了課題提出、資格取得は受講生の任意で OK！ 

 ＩＮＴＡ認定フラワーエッセンス・コンサルタント資格取得可。 

 資格取得者にはフラワーエッセンスを使った自己探索プログラム・

ワークショップの開催権とインストラクター制度をご用意。 

◆受講対象：どなたでも。 

◆受講形態：通学もしくは通信。 

◆受講時間： 6時間（通学の場合） 

◆受講料： 48,000円 （認定証、48本セットエッセンス教材費は別途） 

◆教材： テキスト、小冊子、コトコちゃんカード、実習用ボトル 1本、 

オーラミスト 1本、遮光瓶 2本、自己探索プログラム教材キット 

◆教材優待価格： 受講生は FeelFree フラワーエッセンス 48 本セットが定価の

25％offで購入可。85,536円→ 64,152円 

◆資格認定：48本セット購入＋修了課題を提出した方には審査後に「ＩＮＴＡ認定 

フラワーエッセンス・コンサルタント」の資格認定が授与されます。 

審査・認定料として別途 5,000円が必要です。 
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INTA認定サロン制度について 

IＮＴＡ日本教育本部では、アロマセラピストベーシックコースを修了し、サロン開業した方を

対象に「認定サロン制度」をご用意。登録すると、以下の特典を受けることが出来ます。 

 INTAロゴマーク入り認定サロンプレートが貸与される。 

 名刺、パンフレット、HP等に認定サロンのロゴ、バナーが使用出来る。 

 INTA認定サロンとして国際ナチュラルセラピー協会 HPに掲載出来る。 

 実技 3コース取得で『INTA認定プロフェッショナルサロン』の称号授与！ 

 認定ホームケアコースが各サロンで開催出来る！ 

●認定サロン申請登録費：10,000円  

●年会費：10,000円 毎年 4月更新。1～4月までに入会の場合は翌年 4月更新 

 

INTA認定校制度について 

IＮＴＡ日本教育本部では、アロマ理論、実技、スピリチュアル・アロマ、フラワーエッセンスな

どのコースを開催出来る実力あるインストラクター（認定コース実施校）を養成しています。 

認定校の申請に際して個人、法人の規模、講師経歴の有無は問いません。各認定校の受

講費用は日本教育本部と同等もしくはそれ以上に設定する事が出来ます。 

 

 INTA認定校として各コースの生徒を募集出来る！ 

 年会費なし！外部活動も自由に開催出来る。 

 名刺、パンフレット、HP等に認定校のロゴ、バナーが使用出来る。 

 INTA認定校として国際ナチュラルセラピー協会 HPに掲載出来る。 
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ＩＮＴＡ 日本教育本部講師プロフィール 

 
マスターティーチャー   堀 浩子 
 

静岡県浜松市にて 10年以上のサロン＆スクール 

歴を持つホリスティックアロマセラピスト、講師 

 

アロマセラピー理論および実技全般に関する資格取得

多数。リフレクソロジー、リンパドレナージュ等の他にも

フラワーエッセンス、レイキ、ヒプノセラピー、クリスタルヒ

ーリングなどさまざまな自然療法の資格を取得し、ホリ

スティックな観点から一人一人の持つヒーリングマインド

を育くむ事を使命としている。 

 

2010年より INTA実技部門のマスターティーチャーとして日本国内における 

実技コースを開催。 

2012年より INTA日本教育本部を設立し、アロマセラピー教育と啓蒙に力を注

ぐ。2014年より浜松校と同じく自宅サロン形式の横浜直営校を開校！ 

日本教育本部がある「ホリスティックアロマアカデミー」のご紹介 

浜松市と横浜市の 2都市の閑静な住宅地にある自宅サロン＆アカデミーです。 

ナチュラルでくつろいだ雰囲気のなか、生徒さんたちはリラックスしながらアロマの

魅力を感じてくださっているようです。 

人を癒すためにはまずは自分が癒されるこ

と‥この大切な感覚を、私自身の在り方を

通じてこれからもお伝えしてゆきたいです。

何かを学ぶということは、そこには単なる資

格取得以上のものがあります。 

ここで学んだことで皆様の成長につながって

もらえる事があればとても嬉しく思います。 
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アロマ・デザイナーコース 
アロマのある生活を、自由自在にデザイン！         

アロマセラピーを生活のなかで自由に生かせるようになる、 

アロマ初心者のための、楽しい入門コースです。  

 

"アロマを基礎からきちんと勉強してみたい" 

"資格を取って自信につなげたい" 

"いろんなアロマクラフトを作ってみたい" 

そんなあなたにピッタリの講座がこちら！ 

アロマ・デザイナーとは、アロマセラピーを生活のなか

で自由自在に生かせる人のこと。 

アロマを活用しながら生活を楽しくデザインしてみましょう。 

 

 アロマ初心者にピッタリの入門コース！  

 5種類のアロマクラフト作りを含んだ充実の内容！ 

 自信と実力につながる楽しい課題！  

 ＩＮＴＡ認定アロマ・デザイナー資格取得！  

 アロマセラピスト資格取得にもつなげられる！  

 試験課題は自宅学習、丸暗記式ではなく身につく理論。 

 修了生にはインストラクター制度をご用意。 

◆受講対象：どなたでも。 

◆受講形態： 通学・通信 

◆受講時間： 10時間  

アロマ・デザイナーコースはアロマセラピスト・ベーシックコースのⅠ部アロマ理論に

該当します。修了後にアロマセラピスト・ベーシックコースへ進む事が出来ます。 

◆資格認定：ＩＮＴＡ認定アロマ・デザイナー 

◆受講料： 50,000円 （認定証、教材含む） 

◆教材： ラベンダー、ペパーミント、スイートオレンジ、グレープフルーツ、ティートリ

ー、ユーカリ精油各 10ml、ローズウォーター、マカダミアオイル 100ｍｌ、みつろう

3g、バスベース 50ml、遮光瓶 3本、ルームスプレー瓶 1本、キッチンクレンザー 
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ホームケアセミナー 
おうちで家族にやってあげたい、ホームケアのアロマオイルトリートメント。 

全身トリートメント、ハンド、ベビーの３つのセミナーが選べます。どなたに

も入りやすいアロマトリートメントの入門セミナー。 

 

 初心者でも楽々マスター出来る可愛い手順イラストつき！ 

 アロマの基礎知識も同時に習得出来る！ 

 ハンドセミナーは「心のケア」ボランティアにも対応。 

 ご家族の健康維持、リラクセーション、心の癒しに。 

 実習でＩＮＴＡ認定セミナー修了証がもらえる！ 

 

アロマハンドトリートメントセミナー 

◆受講形態：通学もしくは通信 

◆受講時間：4時間 （通学の場合） 

◆受講料：15,000円 （修了証、テキスト、    

教材費を含む） 

◆教材：テキスト、ブレンドキャリアオイル 25ml 

 

アロマホームケアトリートメントセミナー 

◆受講形態：通学もしくは通信 

◆受講時間：6時間 （通学の場合） 

◆受講料： 25,000円 （修了証、テキスト、教材費を含む） 

◆教材：テキスト、ブレンドキャリアオイル 100ｍｌ 

 

ホームケアベビートリートメントセミナー 

◆受講形態：通学もしくは通信 

※通学コースは認定インストラクターのサロンにて実施。 

◆受講時間：4時間 （通学の場合 1時間×4回などアレンジ可） 

◆受講料： 15,000円 （修了証、テキスト、教材費を含む） 

       ※2人以上で通学受講の場合、15,000円→12,000円に割引 

◆教材：テキスト、キャリアオイル 100ml、ママのためのアロマクラフト 1点 
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ベビートリートメント・インストラクターコース 
育児中のママ＆パパの癒しをサポート！ 赤ちゃんもママも健やかに、 

ハッピーファミリーのお手伝い。かけがえのない笑顔に出会える講座で

す。 

 

アロマセラピストならではのナチュラルな視点から、母子の健康をサポート出来る

ヒーリング感あふれるコースです。世界各国で伝統的に行われてきたベビートリー

トメント法を学ぶ他、産後のアロマケアや赤ちゃんのためのアロマセラピーも習得

出来ます。理論ではインナーチャイルドやバーストラウマといった潜在意識のレベ

ルを通じて深い心の癒しが理解出来ます。 

 

 自宅で、地域で、ベビー教室が開催出来る！  

 育児中何かと大変なママの心身をアロマセラピストの視点でケア。 

 赤ちゃんの心身の発育に連動するトリートメント法が習得出来る。 

 インナーチャイルドやバーストラウマ

についても理解が深まる。 

 ＩＮＴＡ認定ベビートリートメント・

インストラクター資格取得！  

 認定サロンに登録すると認定ホームケア

ベビートリートメントセミナーが開催出来

る！ 

 

◆受講対象：ベーシックアロマセラピスト資格者 

◆受講形態：通学 

 

◆受講時間：6時間 

◆資格認定：ＩＮＴＡ認定ベビートリートメント・インストラクター 

◆受講料：60,000円 （査定、認定料は別途） 

◆査定・認定料：15,000円  

◆教材：テキスト ※実習用の赤ちゃん人形を別途購入。8千円。 
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アロマセラピスト・ベーシックコース 
全身ボディトリートメントを習得してあなたもアロマセラピストに！ 

わかりやすい手技イラスト入りテキストで自宅でのおさらいも楽々。 

少人数制の丁寧な指導を通じて、着実にマスターするアロマトリートメント

実技コース。 

 

初心者からアロマセラピストを目指す方のためのコースです。アロマセラピーに関

する基礎から応用、解剖学、コンサルテーション方法、アロマセラピー関連法規、

全身トリートメント実技までを含めたプロフェッショナルコースです。 

 

 日本国内のスクーリングで短期間に確実マスター！ 

 Ⅰ部理論はアロマ・デザイナーコース、基礎から学べる。 

 アロマ講師歴十数年のマスターティーチャーによる指導。 

 アロマ初心者でもＯＫ、経験者には理論免除制度をご用意。 

 ＩＮＴＡ認定アロマセラピスト資格取得！  

 資格取得者はＩＮＴＡ認定サロンに登録できる！ 

 修了生にはインストラクター制度をご用意。 

 

◆受講対象：どなたでも。 

◆受講形態：通学 

◆受講時間：  

基本コース：３５時間（５時間×７日間）   

集中コース：３５時間（Ⅰ部アロマ理論 5時間×2日間、Ⅱ部実技＋ 

  実技理論 6.25時間×4日間 ） 

＊Ⅰ部のアロマ理論はアロマ・デザイナーコースの通信受 

  講でも習得可能。アロマ・デザイナー既取得者および他 

  協会のアロマ理論資格取得者はⅠ部アロマ理論が免除 

  されます。 

＊ プライベートレッスン（料金２万円プラス）も随時ご相談ください。 

◆資格認定： ＩＮＴＡ認定アロマセラピスト 

◆受講料： 200,000円  ※アロマ理論免除の場合、165,000円 

（審査、登録、認定料、テキスト、実習・実技教材費を含みます） 
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アロマセラピスト・アドバンスコース 
今サロンで最も人気のあるリンパドレナージュとリフレクソロジーをマスタ

ー。サロンメニューの幅が広がり、セラピストとしてスキルアップ！ 

 

セラピストとしての幅を広げるアドバンスコース。アロマセラピーと融合させたアロ

マリンパドレナージュ、アロマリフレクソロジー、そして経絡プレシオンのテクニック

をマスター。リンパは全身＋ヘッドリンパドレナージュを含みます。クライアントのエ

ネルギーを読み取って行うホリスティックなリンパマッサージでリンパ、リフレともに

痛みのない緩やかでやさしい施術です。 

 

 人気のリンパ、リフレを理論、技術ともにマスター！ 

 セラピストの技量アップ、サロンメニューをより充実したものに。 

 感情と身体のつながり、包括的なホリスティック解剖学も学べる。 

 東洋医学の考え、チャクラ、エネルギーへの理解も深まる。 

 エネルギー（気）の流れを読み取るカリスマセラピストに。 

 ＩＮＴＡ認定アドバンス・アロマセラピスト資格取得！ 

 修了生にはインストラクター制度をご用意。 

 

◆受講対象：INTA認定アロマセラピスト  

※他セラピスト資格者、トリートメント経験者も 

受講可。 

 

◆受講形態：通学 

 

◆受講時間：基本コース：25時間 

（5時間×5日間）      

集中コース：25時間 

（6.25時間×4日間）   

＊ プライベートレッスン（料金２万円プラス）も随時ご相談ください。 

◆資格認定：ＩＮＴＡ認定アドバンス・アロマセラピスト 

◆教材：テキスト、副読本、実習用基材 

◆受講料： 135,000円  

（審査、登録、認定料、テキスト、実習教材費を含む） 
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自宅サロン開業コース  
これまで取得した資格をフルに活かして「癒しをお仕事に」。 

夢の自宅サロンを開業しましょう！ 

 

"資格取得したアロマのスキルを活かしたい"  

"サロン開業には何から準備したらいいの？" 

"開業が現実になってくるとなんだか不安・・・” 

"お客さん、来てくれるかな・・・" 

 

このようなお悩みをお持ちの方に。開業に向けてスキルを活かせる方法をピンポ

イントで分かりやすく指導します。 

このコースでは単なる集客やビジネス成功を目的とするのではなく、魂のレベルか

ら本当にやりたい事を見つける自己探求型の革新的な内容です。 

 

 アロマサロン、癒しサロンの開業、集客に関するノウハウ満載！ 

 マインドをセットしてぶれることのないモチベーションを確認。 

 スピリチュアルな視点からもビジネス成功を実現！ 

 通信受講の方にも講師のフォローアップがあるから安心！ 

 各課程フィードバックは希望制で講師が個別指導。 

 課題提出でＩＮＴＡ認定ナチュラルビジネスコース修了証発行！ 

 

◆受講対象： アロマサロン、癒しサロンの開業をお考えの方ならどなたでも。 

すでに開業している方もどうぞ。セラピスト資格の有無は問いません。 

◆受講形態：通学もしくは通信 

◆受講時間：6時間 （通学の場合） 

◆フィードバック制度：各課程のフィードバックは希望制で有料（15,000円）。 

マスターティーチャーが個別に指導を行います。 

◆資格認定：修了課題を提出すると、自宅サロン開業コースの修了証を授与。認

定料として別途 5,000円が必要。 

◆受講料： 35,000円 （フィードバック・認定料は別途） 

◆割引制度： 日本教育本部にてベーシック、アドバンス、フェイシャルのいずれか

受講した方は 5,000円引き。（30,000円） 
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アロマ心理リーディングコース  
精油の精微なエネルギーを読み取って深層心理をリーディング！ 

セラピー、ヒーリング、コンサルテーションの現場に実践的に活かせる人気

の高いスピリチュアル・アロマ。 

 

精油の精微な香りとエネルギーを活用して、

心と魂に働きかけるスピリチュアルなアロマ

を実践していきます。 

単なる知識の詰め込みにとどまらず、受講

生自身のスピリチュアル能力開拓にも役立

つよう、工夫されています。 

 

 こころと魂に響くスピリチュアル・アロマの使い方を実践。 

 サロンメニューとしてコンサルテーションに活かせる！ 

 通信受講の方にも講師のフォローアップがあるから安心！ 

 修了課題提出、資格取得は受講生の任意で OK。 

 ＩＮＴＡ認定スピリチュアルアロマ・アドバイザー資格取得可！ 

 修了生にはインストラクター制度をご用意。 

 

◆受講対象： どなたでも。 

※アロマの基礎知識があると理解が深まるため、アロマ・デザイナーコースと 

併せて受講するのをおススメします。 

◆受講形態： 通学もしくは通信 

◆受講時間： 6時間（通学の場合） 

◆資格認定：修了課題を提出し、審査後に「スピリチュアルアロマ・アドバイザー」の

資格認定が授与されます。審査・認定料として別途 5,000円が必要です。 

◆受講料： 教材含む 60,000円 （認定料は別途） 

◆教材： テキスト、スピリチュアルアロマキット（20 本のボトルセット）、ホホバオイル

25ml、水晶タンブル 4個、遮光瓶 3本、スプレー瓶 1本 

上級コースのご案内 

ホリスティックアロマアカデミーではアロマ心理リーディングのオリジナルレベルアッ

プコースをご用意しています。レイキヒーラー向け、アロマセラピスト向け、心理リー

ディング上級編の 3 コース。各 4時間、受講費各コース 20,000円、教材付き。 
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アロマセラピスト・フェイシャルコース 

サロンメニューで人気の高いアロマフェイシャルをマスターし、リラックスと

「キレイ」を提供できるビューティセラピストに！ 

 

特に女性クライアントからリクエストの高いアロマフェイシャル。 

お顔のリンパドレナージュ、美容のアキュポイント、スキンケア、皮膚学、化粧品学、

栄養学などの美容が総合的に学べるトータルビューティーのコースです。クレイ

（粘土）や植物由来のコスメなどアロマならではの基材を利用し、他では得られな

い深いレベルのリラクセーションでリピーター率をアップ！ 

 

 アロマフェイシャルの理論、技術をともにマスター！ 

 精油の香りとゆったりトリートメントで深～いリラクセーション。 

 ナチュラル＆キレイを提供して顧客の満足度アップ！ 

 人気の基材クレイセラピーに関する知識と楽しい実習！ 

 サロンユースのグレードアップコスメ作りも習得出来る。 

 ＩＮＴＡ認定アロマフェイシャルセラピスト資格取得！ 

 修了生にはインストラクター制度をご用意。 

 

◆受講対象：INTA認定アロマセラピスト  

※他セラピスト資格者、トリートメント経験者も可 

◆受講形態：通学 

◆受講時間： 基本コース：25時間 

（5時間×5日間）      

集中コース：25時間 

（6.25時間×4日間）   

＊ プライベートレッスン（料金２万円プラス）も随時ご相談ください。 

 

◆資格認定： ＩＮＴＡ認定アロマフェイシャルセラピスト 

◆教材：テキスト、 アロマウォーター125ml、クレイ 100g、実習用アロマコスメ（クレン

ジング、アロエジェル、フェイシャルクリーム）、クレイスポンジ、ブレンドオイル 

◆受講料： 140,000円  

（審査、登録、認定料、教材費を含む） 
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INTA 国際ナチュラルセラピー協会 日本教育本部資格認定 一覧表 
INTAの資格認定はすべて終生資格です。年会費、更新費はありません。 

コース名 受講形態 受講時間 資格・認定証 修了試験 学習データベース 受講料 

アロマ・デザイナーコース 通学 or通信 10時間/自宅 アロマ・デザイナー 筆記 テキスト配布 50,000円 

アロマセラピスト・ベーシックコース 通学 35時間 アロマセラピスト ※理論免除制度あり 実技・筆記 テキスト配布 200,000円※ 

アロマセラピスト・アドバンスコース 通学 25時間 アドバンスアロマセラピスト 実技 テキスト配布 135,000円 

アロマセラピスト・フェイシャルコース 通学 25時間 アロマフェイシャルセラピスト 実技 テキスト配布 140,000円 

アロマ心理リーディングコース 通学or通信 6時間 / 自宅 スピリチュアルアロマ・アドバイザー 修了課題 テキスト配布 60,000円※ 

自宅サロン開業コース 通学or通信 6時間 / 自宅 ナチュラルビジネスコース修了 修了課題 テキスト配布 35,000円※ 

アロマハンドトリートメントセミナー 通学or通信 4時間 / 自宅 ハンドコース修了 実習 テキスト配布 15,000円 

アロマホームケアトリートメントセミナー 通学or通信 6時間 / 自宅 ホームケアトリートメントコース修了 実習 テキスト配布 25,000円 

ホームケアベビートリートメントセミナー 通学or通信 4時間 / 自宅 ホームケアベビーコース修了 実習  テキスト配布 15,000円※ 

フラワーエッセンスコース 通学or通信 6時間 / 自宅 フラワーエッセンス・コンサルタント 修了課題 テキスト配布 48,000円※ 

※アロマセラピスト・ベーシックコース理論免除制度＝アロマ・デザイナーおよび他協会にてアロマ基礎理論の履修者にはⅠ部アロマ理論 10時間が免除。その場合の受講費は 165,000円。 

※アロマ心理リーディング、自宅サロン開業、フラワーエッセンスコースはコースによって査定、フィードバック、エッセンス購入、認定費等が別途のもの有り。ホームケアベビーは割引受講制度有り。 

《認定インストラクターコース 》 
コース名 受講形態 受講時間 資格取得・対象者 修了試験 学習データベース 取得費用 

アロマ・デザイナーインストラクター  通学※ 5時間 アロマ・デザイナー 修了課題 テキスト配布 100,000円 

アロマセラピスト・ベーシックインストラクター 通学 11時間 アロマセラピスト・ベーシック修了生 実技評価・修了課題 テキスト配布 220,000円 

アロマセラピスト・アドバンスインストラクター 通学 6時間 アロマセラピストベーシック認定校 実技評価・修了課題 テキスト配布 150,000円 

アロマセラピスト・フェイシャルインストラクター 通学 6 時間 アロマセラピストベーシック認定校 実技評価・修了課題 テキスト配布 150,000円 
アロマ心理リーディング・インストラクター 査定 ‐ スピリチュアルアロマ・アドバイザー＋アロマ・デザイナー 修了課題   テキスト配布 50,000円 

ベビートリートメント・インストラクター  通学※ 6時間 アロマセラピスト・ベーシック修了生 修了課題 テキスト配布 75,000円 

フラワーエッセンス・インストラクター 通学 4 時間 フラワーエッセンス・コンサルタント 修了課題 テキスト配布 70,000円 

※アロマ・デザイナーインストラクター：アロマ講師経験者は通信可能。ご経歴を書面に記入し、日本教育本部へ。※ベビートリートメント・インストラクター：ティーチャー制度（認定校）あり。登録費 5万円。 
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★新開講★ アロマ・クラフトインストラクターコース 
アロマクラフトで生活まるごとナチュラルにハンドメイド！         

基礎のアロマ資格取得者を対象にしたスキルアップコース。 

アロマ体験講座の開催から将来的なインストラクター、ティーチャーを目指すことが 

出来ます！ 

 

"手作りするのが大好き！" 

"小さなクラフト体験講座を開いてみたい" 

"アロマの基材をもっと奥深くまで知りたい" 

 

 12章からなる充実かつ多彩なアロマセラピー基材論。 

 各章ごとにすぐに使えるアロマクラフトレシピが満載！ 

 受講は 1章単位で取りやすく、通学受講、通信受講が選択可。 

 課題提出は希望制フィードバック形式。 

 楽しいクラフトレシピ賞にエントリーしてクラフト大賞を狙おう！ 

 全章修了者にはインストラクター＆同ティーチャー制度をご用意。 

 インストラクターにはクラフト講座に使用出来る可愛いオリジナルイラスト集ＣＤ 

データ付き！ 

 

◆受講対象：アロマ・デザイナー資格（※他の基礎アロマ資格取得者も可） 

◆受講形態： 通学もしくは通信（各章ごとに選択可） 

◆受講時間： 通学の場合、各章 4 時間。通信は自宅課題。 

◆資格認定： ＩＮＴＡ認定アロマクラフト・インストラクター 

◆受講料： 各章 15,000 円×12 回 （教材別途）※1 章単位のお支払いです。 

◆教材： 各章で使用する基材はＥ-Conceptionブランドを別途購入。 

■コース内容  

第 1章必修：クラフト基礎理論、エタノール、天然保存剤 

第 2章：洗浄ベース（クレンジング、シャンプー、カリウムソープ） 

第 3章：アロマウォーター、グリセリン、キサンタンガム 

第 4章：クレイ、二酸化チタン、酸化亜鉛             

第 5章：クリームベース、ジェルベース 

第 6章：キャリアオイル、浸出油、天然酸化防止剤 

第 7章：重曹、クエン酸、バスソルト、バスベース 

第 8章：植物バター、植物ワックス 

第 9章：ミツロウ、ハチミツ 

第 10章：石けんの素、ＭＰソープ 

第 11章：乳化ワックス、リポソーム、ビタミンＥ、ビタミンＣオイル 

第 12章：調香、天然香水 

   ・教材費は各章ごとの基材＋保存容器で、章によって費用が異なります。 

・すべての章にクラフトレシピが 10 程度付いています。受講生はレシピ部分を著作権 

フリーで体験講座等にお使いいただけます。 

・アロマクラフト・インストラクター登録申請費：2 万円 全 12 課題提出が条件です。 

・アロマクラフト・ティーチャー登録申請費：5 万円 同インストラクター対象 

・認定ティーチャーはＩＮＴＡ認定校として同コースのテキストが使用出来ます。 

 ※アロマクラフト・インストラクター認定校は、アロマデザイナー・インストラクター資格 

   取得者が対象です。 

・アロマクラフト・インストラクター、ティーチャーともに年会費なし。 

 
ＩＮＴＡ日本教育本部主宰のアロマクラフト賞のご案内 

各章の提出課題は、そのままＩＮＴＡ日本教育本部が主宰するアロマクラフト

賞に自動エントリー出来ます。あなたのオリジナルレシピが輝く☆アロマクラ

フト大賞に選ばれるかも！優秀レシピには各部門別に表彰状をお贈りいたしま

す。輝く☆大賞レシピには表彰状とクラフト作りがますます楽しくなるプレゼ

ントをご進呈！あなたもエントリーしてみましょう♪ 

部門：アロマビューティー賞（フェイシャルケア、ヘアケア、ボディケア、 

ネイルケア、アロマコスメ）、アロマバスセラピー賞、ソープクラフト賞、 

キャンドルクラフト賞、ハウスキーパー賞、ナチュラルフレグラント賞、 

クレイクラフト賞 


