
International Natural Therapy Association
国際ナチュラルセラピー協会

資格講座/検定試験のご案内

2022/01/01 Rev.27
Copyright 2006-2022 © International Natural Therapy Association



2

３

4

5

6

7

8

9

9

10

11

■ 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。

■ 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。

■ 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

International Natural Therapy Association
国際ナチュラルセラピー協会（INTA）とは

国際ナチュラルセラピー協会は、E-Conceptionの教育・国際交流部門として独立、2004年8月
より発足しました。
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国際ナチュラルセラピー協会 資格講座 概要
国際ナチュラルセラピー協会では、アロマセラピーに関する各種通信講座を提供し、修了生に
は受講内容に応じた資格認定を行っています。 INTA資格は、すべて生涯（終生）資格です。資格
を自信に、可能性を広げていってください。

スピリチュアル能力を高めたい方は、精油の精微なエネルギーを使ってスピリチュアル能力を開花す
るスピリチュアルアロマ講座がピッタリです。

精油の精微なエネルギーと香りを感じ取って、スピリチュアルな視点から使いこなすことができるよ
うになります。ご自身の心の状態を読み取れるようになるだけでなく、クライアントさんにコンサル
ティング出来るようにもなります。

スピリチュアルアロマ講座では、「精油の取り扱いや禁忌」などアロマの基本的な知識については網
羅していませんので、アロマデザイナー資格程度の知識をお持ちの方を対象としています。

アロマデザイナー検定＆講座

アロマ化学理論講座

スピリチュアルアロマ講座

アロマ初心者の方は、アロマデザイナー講座から勉強をはじめてください。実践を通してアロマの
基礎を学ぶ楽しい学習内容です。
香りの作用・効能、禁忌、ブレンド濃度計算、マッサージ、キャリアオイルやその他の基材などの
基本知識を学びます。
この講座には、アロマデザイナー検定試験の受験資格も付いています。学習が進んで自信がついた
ら、検定を受けて実力を確認しましょう。

すでにアロマの知識がある方は、講座を受けずにアロマデザイナー検定試験のみチャレンジしてい
ただくことも可能です。検定に合格すると講座修了生と同様に、アロマデザイナー資格が授与され
ます。

アロマの化学知識を深めたい方は、化学理論に焦点をしぼったアロマ化学理論講座で、アロマの化
学を、知識と感覚で楽しく身に付けてください。 

化学が苦手な人にも分かりやすいアプローチで、視覚的・感覚的に化学理論を勉強します。

 「○○成分がたくさん入っているから、このような香りがする。」「トップノートやベースノート
など、香りのノートと分析表の関係」 といった各精油の化学的な特徴を習得します。

化学的な理論背景を知ることにより、 応用範囲がぐっと広がり、自分なりのレシピが開発できるよ
うになります。 

P4・P5

P6

P7

講座名 講座費用 受講期間 資格・認定証 試験/課題

アロマデザイナー講座 45,000円（検定料、教材費込） 6ヶ月 アロマデザイナー資格 検定試験
6ヶ月以内

アロマ化学理論講座 48,000円 6ヶ月 ケミカルアロマ スペシャリスト資格 修了試験
6ヶ月以内

スピリチュアルアロマ講座 53,333円 （教材費込）

+ 課題審査料 5,000円（任意）

6ヶ月 スピリチュアルアロマ アドバイザー資格 修了課題 
（任意）

6ヶ月以内
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アロマデザイナー検定試験
実力を自信に変える、はじめの一歩。

アロマセラピーを生活のなかで自由自在に生かせるアロマデザイナー。
INTA認定 アロマデザイナー資格が取得できる、検定試験です。

2ヶ月に1回、頻繁な受験チャンス！
ネット試験なので、全国どこからでも自宅で気軽に受験できる！
アロマデザイナー講座（P5参照）と連動しているから、事前に勉強できる！
合格すれば、INTA認定 アロマデザイナー資格取得！ 
検定合格者は、スピリチュアルアロマ アドバイザーや、アロマデザイナー インストラクターに
チャレンジすることが可能になり、より幅広くご活躍いただくための突破口となる！

受験資格
原則的に、どなたにも受験していただけます。 
（アロマデザイナー講座を受講中の方は、6ヶ月以内であれば、1度目は無料で受験できます。）
不合格の場合、 受験料を再度お支払いいただければ3度まで再挑戦できます。3度目も不合格だっ
た場合には、INTA認定校 にて、通学によるアロマデザイナー講座を受講ください。
受験時はインターネットを利用します。ネットに接続できる環境であれば、パソコンに限らず、ス
マホやタブレットでも受験可能です。

受験日
試験は、2ヶ月に1回程度の頻度で実施されます。
受験申込・受講料支払いを済ませたあと、希望の受験日を選択できます。
お申込みから6ヶ月以内に受験してください。
受験予定日：2022年：2/17(木)、4/17 (日)、6/14 (火) 、 8/12 (金)、 10/10 (月)、 12/8 (木)

試験方法
所定の答案提出フォームをご利用のうえ、インターネット経由で送信していただきます。 
（答案提出フォームのURLアドレスは、お申し込み後にメールにてお知らせします。）
試験当日の午前10時～夜22時（日本時間）の間に答案を送信してください。

試験内容
アロマセラピーを生活のなかで活用するための基本的な知識を対象としています。
香りの作用・効能、精油に関する知識、禁忌、ブレンド濃度計算、マッサージ、キャリアオイルや
その他の基材などをテーマとします。
出題形式は、主に四択（4つの解答案から正解を1つ選択）となっています。

受験料
5,000円 （合格時の資格認定料、資格認定証発行費込）
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アロマデザイナー講座
アロマな生活を、自由自在にデザイン！ 

“ほとんど使っていない精油瓶がころがっている・・・”
“あやふやな知識のまま、自己流アロマをやっている・・・”
“アロマを勉強してみたいけど、どこから手をつけたらいいのかわからない・・・”

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。
まずは身の回りのアロマからマスターしていきましょう。 
自信をもってアロマを活用することで、生活を楽しくデザインしてみませんか？ 

 アロマ初心者にピッタリのお手軽コース！
 自信と実力につながる楽しい課題 で、アロマを生活のなかで使いこなせる！
 アロマデザイナー検定試験 （P4参照） で、知識を確実なものに！ （検定料込）
 検定試験に合格すれば、INTA認定 アロマデザイナー資格取得！ 
 資格取得後は、インストラクター（講師）としての道を開くことも可能！（P11参照）

受講対象
どなたにも受講していただけます。

受講形態
通信講座。テキストはダウンロード形式ですので、自宅で都合のよい時間に効率よく学べます。 
PDFファイルが閲覧できるスマホやタブレットなどでも、受講が可能です。
課題については、自己チェックできるよう、別途課題回答一覧を用意しています。

受講期間
6ヶ月。（受講開始月から6ヶ月以内に、アロマデザイナー検定試験を受験してください。）

学習内容
香りの作用・効能、精油に関する知識、禁忌、ブレンド濃度計算、マッサージ、キャリアオイルや
その他の基材などをテーマとし、実践を通して、アロマの基礎を学びます。

教材について
受講料には、 基本的な精油6本の他、基材、容器等、受講に必要な教材が含まれています。講座開
始のご案内と同時に、E-Conceptionより教材の発送手続きを開始いたします。 

資格認定
検定試験の合格者には、アロマデザイナー資格が認定されます。

合格者への特典
INTA各コースの認定インストラクター資格申請の際に必要な 
最低条件がクリアできたことになります。

受講料
45,000円 （教材費、検定試験 受験料、資格認定書発行費込）
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アロマ化学理論講座
化学を知ると、世界が開ける！　知識と感覚でつかむ、アロマの化学。

“アロマは勉強したけど、化学成分のことは、どうもよく分からない・・・”
“化学には苦手意識があって、どうしても避けてしまう・・・”
“精油の成分表の読み方が分かったらいいのに・・・”

アロマの化学を理解すると、単なる「香りでリラックス」だけではないことが、よく分かります。
こんな症状にはこの精油・・・と言われる、その化学的な理論背景を知ると、応用範囲がぐっと広が
り、自分なりのレシピを開発できるようになります。 
アロマを使ってお仕事している人も、家庭で活用している人も、しっかり理解しておきたい化学知識
を楽しく身に付ける講座です。  

 独自の実習で、楽しく理解しながら、 化学が苦手な人にも分かりやすいアプローチ！
 短期間で精油分析表が読めるようになる！
 受講開始時より、INTA資料館 ナチュセラペディアのアクセス権取得！
 修了試験に合格後すれば、INTA認定 ケミカルアロマ スペシャリスト資格取得！ 
 資格取得後は、インストラクター （講師） としての道を開くことも可能！（P11参照）

受講対象
どなたにも受講していただけます。

受講形態
通信講座。テキストはダウンロード形式ですので、自宅で都合のよい時間に効率よく学べます。 
PDFファイルが閲覧できるスマホやタブレットなどでも、受講が可能です。

受講期間
6ヶ月。講座開始時にテキストをダウンロードした後は、進めるペースは受講生の自由に任されま
す。受講を開始して6ヶ月以内に課題を提出してください。課題提出後、修了試験を受けていただ
きます。

学習内容
精油の成分分析（ガス・クロマトグラフィー、マス・スペクトラム分
析）、品質検査方法、成分表の読み方、各芳香成分の特徴と作用・禁
忌、精油の成分構成・作用を実感するための実習・実験。

資格認定
修了試験合格者には、ケミカルアロマ スペシャリスト資格が認定されます。 

合格者への特典
アロマデザイナー資格をお持ちの方は、コース認定を受けると、アロマ化学理論 インストラクター
として活躍することができます。

受講料
48,000円（修了試験合格時の資格認定書発行費込）
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スピリチュアルアロマ講座
精油の精微なエネルギーを高次元のアロマに生かす。

“一般的なアロマセラピーは知っているけど、もっと香りの奥深さを勉強してみたい・・・”
“精油の香りとエネルギーはなんとなく感じるけど、それをどう生かしていいか分からない・・・”
“スピリチュアルな情報を受け取って、それをより効果的なアロマセラピーに応用したい・・・”

精油の“精”からのメッセージを受け取り、こころと魂に働きかける、スピリチュアルなアロマセラピ
ーを学ぶ講座です。 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。 

  スピリチュアルな観点から、適切なアロマ・ブレンド選びができるようになる！
  スピリチュアルな情報を自分で受け取る能力を開拓！
  修了課題に合格すれば、INTA認定 スピリチュアルアロマ アドバイザー資格取得！ 
  資格取得後は、インストラクター （講師） としての道を開くことも可能！（P11参照）

受講対象
アロマセラピーの基本的知識を必要とするため、アロマデザイナー資格保持者（アロマデザイナー
検定試験合格者）、または同等の知識をお持ちの方を、対象とします。

受講形態
通信講座。テキストはダウンロード形式ですので、自宅で都合のよい時間に効率よく学べます。 
PDFファイルが閲覧できるスマホやタブレットなどでも、受講が可能です。

受講期間
6ヶ月。講座開始時にテキストをダウンロードした後は、進めるペースは受講生の自由に任されま
す。修了課題は、受講開始月から6ヶ月以内に提出してください。 ※修了課題はレポート形式とな
っています。（修了課題の提出は必須ではありませんが、提出がない場合は、資格認定は受けられ
ません。）

学習内容
精油の微細なエネルギーを体験・実感し、学ぶ過程での体験、知識から、アロマセラピーへの理解
と可能性を広げ、より高い次元から精油を活用できるようにします。

教材について
受講料には、スピリチュアルアロマキット等、受講に必要な教材が含まれています。講座開始のご
案内と同時に、E-Conceptionより教材の発送手続きを開始いたします。 

資格認定
修了課題の提出は必須ではありませんが、修了課題提出後、審査に合格した場合、スピリチュアル
アロマ アドバイザー資格が認定されます。 （審査・認定料： 5,000円）

合格者への特典
アロマデザイナー資格をお持ちの方は、コース認定を受けると、 
スピリチュアルアロマ インストラクターとして活躍することができます。

受講料
53,333円  （教材費込、修了課題審査料＆資格認定書発行費含まず）
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よくある質問と回答
Q1：国家資格ですか？

INTA認定資格は、国家資格ではなく、国際認定・民間資格です。アロマセラピーに関する資格は
いずれも民間資格であり、ざっくばらんな言い方をすれば「お家元制度」のようなものになって
います。
INTA講座では「資格」という表面的なお飾りにとどまることなく、質実剛健の知識と実践を身に
つけることを目的にしています。実力をつけた結果としての称号＝資格であり、資格認定証が授
与されることによって自信をもっていただこうという発想です。血肉になる知識と自信は、収入
にも結びつくでしょう。

Q2：他の団体で取得した資格を持っていますが、資格取得に際して考慮されることはありますか？
他団体での取得資格は、INTAとの互換性がないため、特に考慮されることはありません。
スピリチュアルアロマ講座の場合は、アロマデザイナー資格取得者、または他の団体で学んだ同
等の基礎知識をお持ちの方を対象としていますが、アロマセラピーの知識・経験が十分ある方で
したら、受講していただいて構いません。 ただし、精油の取り扱いや禁忌などはこの講座では網
羅しておりませんので、その点は事前によく勉強しておいてください。

Q3：資格を取ったら、年会費などの維持費はかかりますか？
INTAの認定有効期限は原則的に永久です。
更新手続き、年会費等の追加のお支払いは発生しません。

Q4：どのブランドの精油を使用してもいいですか？
INTA講座は、E-Conception商品の使用を前提としてカリキュラムが組まれています。
市場にはさまざまな品質の精油が出回っており、同じ精油名であっても、成分や香りがかなり違
うことがありますし、特にアロマセラピーをはじめたばかりの頃は、品質の判断が難しいという
点を考慮して、国際ナチュラルセラピー協会ではE-Conceptionブランドのご使用を推奨してお
ります。（アロマデザイナー講座とスピリチュアルアロマ講座の受講費には、学習に必要な教材
費も含まれています。）

Q5：講座の受講費を経費で落とすことは出来ますか？
【個人事業主が講習会や講座を経費として落とせる場合は、その講習会・講座に出ることが、直
接売り上げに結びつく場合のみとされています。自己啓蒙、ビジネスの参考に、というものは、
経費扱いには出来ません。】（新宿税務署）とされています。詳しくは、管轄の税務署にお問い
合わせください。領収証が必要な場合は、お申し込み時にお申し出ください。

Q6：認定校でも受講ができるようですが、受講料が異なるのはなぜですか？
オーストラリア本部より提供する通信講座は、テキストを1回ダウンロードした後は、お好きな
時間にご本人のペースで学習を進めることができるという利点がありますが、添削指導などはな
く、基本的に自習となっています。（テキストに関するご質問は、随時受け付けております。）
一方、認定校では、通信であっても、添削指導やフォローアップ等により、確実な検定合格＝資
格取得が可能ですし、対面指導をご希望の場合は、通学という選択肢もございます。受講生それ
ぞれの理解度や経験に応じた丁寧な指導が最大の利点です。 受講料が異なるのは、これらの理由
によるものです。
通信講座と同じテキストの内容を学習しますが、各認定校によって、受講形態やカリキュラムが
異なったり、受講料にばらつきがあるため、詳細は直接、認定校にお問い合わせください。
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各種通信講座/検定試験 お申し込み＆お支払い方法

INTA認定校での受講

○ お申し込み方法
インターネットよりお申し込みフォームをご利用のうえ、お申込みください。
https://inta-j.org/scgi-bin/formex_appl/form.html

○ 受講料・受験料 お支払い方法
受講料・受験料は先払いとなります。クレジットカード決済 (一括払い、 
VisaもしくはMasterCard)、あるいは銀行振込（三菱東京UFJ銀行）がご利用になれます。
クレジットカード決済をご選択の方は、追って PalPayのINTAアカウントより、ご請求メールを
送信しますので、メールに記載されたリンク先よりお支払いをお済ませください。  

全国各地にある認定校にて、INTA各種講座を受講することもできます。認定インストラクター
による講座を修了することで、通信講座と同じINTA認定が授与されます。
認定校の場合は、対面で受講することになりますので、インストラクターの極め細やかな指導
が期待できます。認定校によっては、通信講座を提供しているところもございます。
https://www.inta-j.org/general/instructor-list.html

●   振込手数料はお客様ご負担となります。 
●   当カタログ記載の受講料等は事前告知なしに変更される場合があります。 あらかじめご了承ください。

マムズマムソープ 
北海道 旭川市 
http://momsmomsoap.jimdo.com
クレイとアロマとタロットと 
ヒーリング・コテージ Aqua（アクア） 
北海道 旭川市 
https://www.aqua-clay-aroma.com/
LUMIERE DOUCE 
東京都 町田市 
http://www.lumiere-douce.biz
Aroma salon & school Leende（リエンデ） 
山梨県 南アルプス市 
https://ameblo.jp/leende-aroma/
幸せ顔を作る 笑う鍼灸サロン 
Present Time 
静岡県 三島市 
http://waraushinkyu.com/aromatherapy/
bluemoon ～メンタルケアアロマルーム～ 
静岡県 菊川市 
http://www.at-ml.jp/10804418
Aria*fleur～アリア*フルール～ 
静岡県 磐田市 
https://ariafleur.thebase.in/
小さな癒し処 Aimer 
静岡県 沼津市 
https://aimer.shopinfo.jp/ 

アロマサロン風木香（かざもっか）  
～kazamokka～ 
静岡県 浜松市 
http://www.kazamokka.com/
アロマセラピーサロン・教室 machino 
愛知県 蒲郡市豊岡町 
https://machino-aroma.com/
ベビーキッズ＆アロマクレイセラピー ひだまり 
愛知県 碧南市 
https://hidamari722.wixsite.com/hidamari
ナチュラルセラピーShop & School Earth 
大阪府 大阪市 
http://aroma-earth.net/ 
ひだまり ♡ 
鹿児島県 南さつま市 
http://hidamaricear.com/
【鹿児島発】 インナービューティープランナー 
Akiko 
鹿児島県 鹿児島市 
http://ameblo.jp/angersoul429 
リメディアル＆アロマスクール-サロン 
ティーズ 
沖縄県 宜野湾市 
http://www.okinawa-ts.jp/ 
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アロマデザイナー検定試験
今回受験を決めたのは、今までアロマは好きで自己流でやっていたけど、肩書きがないというの
に少し不安があったからかもしれません。こちらのサイトを見つけた時は、とても波動の高いも
のを感じて胸が躍りました♪そして今回ようやく受験したわけですが、内容は思った以上に素晴
らしく、日本によく見られる詰め込みの知識ではない事を体感しました。自分で体験、経験する
ことがその人の財産になっていくという考えのもとに作られているような気がしました。今回無
事合格させていただきましたが、何度も何度もアロマデザイナー講座のテキストのファイルは開
いて気になるところを読んだりしています。またパソコンのサイトの研究結果などもいつも参考
にしています。（TKさん）

アロマデザイナー講座
理論を詰め込むだけの勉強ではなく、実践的なカリキュラムでテキストを進めるのがとても楽し
かったです。テキストのレシピは、まさに実践から生まれた「使える」レシピでした。実になる
教材で勉強できたことをとてもうれしく思います。この資格をとれたことは、他のどの資格より
もうれしいです。（ITさん） 

アロマ化学理論講座
化学は高校のときから苦手で、カメノコとか出てくると思わず拒否反応が出ます。正直「私にも
できるのかな？」と不安でした。実習は、最初は面倒くさいと思ったのですが、やってみると、
その精油の特性がすんなりと分かるようになりました。化学っていってもそんな難しいことでは
ないんですね。精油がより身近になった感じです。（MMさん）

スピリチュアルアロマ講座
大変楽しく勉強させていただきました。精油の、あれほど奥深く追求した香りの感じ方は、精油
を全体的に見ることができるほか、自分の感性も豊かにできる勉強であると思います。
スピリチュアルアロマがこれほどまでに深層心理をつくことができるのかと、課題のクライアン
ト・モデルを引き受けてくれた友人とともに驚いています。（TKさん）

INTA講座の修了生の皆さんのサロン＆スクールは、全国に広がっています。 
修了生のご紹介： https://inta-j.org/general/link.html

修了生の声
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インストラクター制度
さらなる上を目指して、インストラクター（講師）として活動する。

INTA各種講座の修了生が自信を持ってナチュラルでハッピーな生活を社会活動に広げていけるよ
う、インストラクターとしてコース認定を授与する制度です。
INTA認定校としてのスクール活動以外にも、個人活動としてカルチャーセンター講師、企業講師、
各種学校、施設などの講師活動など、自由に、柔軟に、活躍する事が出来ます。
インストラクター資格ご希望の方は、事務局 info@inta-j.org まで、メールにてご申請ください。

インストラクターとしての特典

INTA認定校として該当講座を開催できます。
INTA講座を実施しているスクールは、INTA認定校のバナーを 
スクールのHPに掲載することができ、INTAサイトでもご紹介いたします。
スクール活動や、個人活動の際、INTAのオリジナルテキストを利用できます。
スクールからINTAへの支払いは認定証発行費用のみ。認定校としての年会費はありません。
インストラクター専用ページにて、常に最新の情報を入手していただくことができます。

現在活躍中のINTA認定インストラクターは、インストラクター一覧ページでご紹介しています。 
あなたも、インストラクターの仲間入りをしませんか？ 
 https://inta-j.org/general/instructor-list.html

＝

アロマデザイナー インストラクター

通学 通信

スカイプ通信 
（ビデオ利用）

または

+ +インストラクターコース受講 コース認定料アロマデザイナー資格 アロマデザイナー インストラクター資格

インストラクターコース受講料（各スクール異なります）+ コース認定料 20,000円

+ +
インストラクター申請料

＆ 
課題提出

＝

アロマ化学理論 インストラクター

通信

コース認定料

アロマデザイナー資格

ケミカルアロマ スペシャリスト資格
アロマ化学理論 

インストラクター資格

インストラクター申請料 30,000円 + コース認定料 20,000円

+ +
インストラクター申請料

＆ 
課題提出

＝

スピリチュアルアロマ インストラクター

通信

コース認定料

アロマデザイナー資格

スピリチュアルアロマ アドバイザー資格 スピリチュアルアロマ 
インストラクター資格

インストラクター申請料 30,000円 + コース認定料 20,000円
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