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IARA：国際アロマレメ
ディー協会は、現在、日本
で行われている自然医療の
技術レベルをより高い水準
に上げていくため、オース
トラリアで発展してきたア
ロマレメディー（クリニカ
ルアロマテラピーやリフレ
クソロジー）を中心とした
高度なセラピー技術を広
め、その技術レベルを審
査、認定していきます。
IARA認定セラピストは、世
界に通用する優れたセラ
ピー技術をもつ証（あか
し）です。
尚、IARAは、教育・国際交
流部門として独立、2005
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IARA国際ライセンス取得
Author:国際アロマレメ
ディー協会は、オーストラ
リアのパースを本部に、ア
ロマレメディー技術を伝え
て、その技術レベルを審
査、認定します。また、そ
れを世界に発信する任意団
体です
■IARA：国際アロマレメ
ディー協会について
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■アロマレメディーについ
て
アロマレメディーとは、症
状に応じて、エッセンシャ
ルオイル（精油）を調合
し、セラピストが多様で高
度なマッサージセラピーや
リフレクソロジーをその症
状やニーズに応じて組み立
てて取り入れることによ
り、さらに高度なレメ
ディーとして発展・活用で
きる可能性を秘めていま
す。

広告
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/マタニティリフレクソロジスト/リフレクソロジスト

栃木県宇都宮市 小暮美枝

/ボタニカルフェイシャルセラピスト
アドバンスアロマセラピスト/マタニティアロマセラピスト
/アロマセラピーアドバイザー/リフレクソロジスト

山形県最上郡

管睦乃

/ボタニカルフェイシャルセラピスト
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兵庫県宝塚市
アメリカ
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角内佳代
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アロマコーディネーター
アロマコーディネーター

長野県飯田市
京都府京都市
兵庫県伊丹市

小林由香
近藤幸恵
キムナエ

アロマコーディネーター
アロマセラピスト/リフレクソロジスト
ボタニカルフェイシャルセラピスト

滋賀県愛知郡

北村友希

アドバンスアロマセラピスト/リフレクソロジスト
/ボタニカルフェイシャルセラピスト

東京都文京区
埼玉県草加市

北尾共子
アロマセラピスト/リフレクソロジスト
小泉夕里子 アロマセラピスト/リフレクソロジスト
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アドバンスアロマセラピスト/リフレクソロジスト

タ行
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アロマセラピスト/リフレクソロジスト
/ボタニカルフェイシャルセラピスト

東京都八王子市 玉置恭子

アロマセラピスト/リフレクソロジスト
/マタニティリフレクソロジスト

和歌山県岩出市 龍野良美

リフレクソロジスト

宮崎県宮崎市

田上由美

アロマコーディネーター

埼玉県狭山市
大阪

堤綾子
竜田桃子

アロマコーディネーター
アロマコーディネーター

千葉県松戸市

高橋健一

アロマセラピーセオリー/アロマセラピーテクノロジー

静岡県田柄群

竹下聡美

アドバンスアロマセラピスト/リフレクソロジスト
/ボタニカルフェイシャルセラピスト

パース

綱島聡美

アロマセラピストテクノロジー

栃木県上都賀群 田﨑香織
横浜市都南区
滝本雅子

マタニティアロマセラピスト/マタニティリフレクソロジスト
アロマセラピスト

沖縄県糸満市

照屋裕司

クリニカルアロマセラピーアドバイザー

東京都墨田区
大阪市

杉山たつみ アロマセラピストイントロダクション
都道昌与
アロマセラピスト/リフレクソロジスト

パース

竹内真由美 アロマセラピスト/リフレクソロジスト
/ボタニカルフェイシャルセラピスト
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アドバンスアロマセラピスト/マタニティアロマセラピスト
/アロマセラピピスト/ボタニカルフェイシャルセラピスト

群馬県桐生市

二星由喜枝 アロマセラピスト/リフレクソロジスト

長崎県長与町
山梨県甲府市

中里絵美
マタニティアロマセラピスト/アロマセラピスト
中島さおり マタニティアロマセラピスト

埼玉県北葛飾群 中村あゆみ クリニカルアロマセラピーアドバイザー
大阪枚方市

中村寛美

アロマセラピスト/リフレクソロジスト
/ボタニカルフェイシャルセラピスト
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京都
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中村理恵

佐賀県唐津市

楢崎加歩理 アロマセラピーアドバイザー

/ボタニカルフェイシャルセラピスト
アロマセラピスト
アドバンスアロマセラピスト

三重県四日市市 中村ちひろ アドバンスアロマセラピスト/リフレクソロジスト
/ボタニカルフェイシャルセラピスト
神奈川県秦野市 中河内和子 アロマセラピスト/リフレクソロジスト
ハ行
大阪市北区
馬場千晴
神奈川県茅ケ崎 帆苅 梓
石川県輪島市

ボタニカルフェイシャルセラピスト
アロマセラピスト/リフレクソロジスト

林谷ひろ子 アロマセラピスト/リフレクソロジスト

茨城県竜ヶ崎市 花嶋有美子 アロマセラピスト
山形県東根市
大阪はんな市

早坂由美子 アロマコーディネーター
細井真希
アロマコーディネーター

兵庫県尼崎市

八役千里

アロマセラピスト

イギリス
長谷部千春 リフレクソロジスト
長野県上伊那郡 原田みどり アロマセラピスト/リフレクソロジスト
愛知県愛妻市

日比さやか アロマセラピスト/リフレクソロジスト

東京都多摩市
日高えみこ アロマセラピーアドバイザー
青森市はまなす 平栗未来
アドバンスアロマセラピスト/リフレクソロジスト
/フェイシャルリフレクソロジスト
横浜市旭区
千葉県柏市

廣瀬まゆみ マタニティアロマセラピーセオリー
東美希
アドバンスアロマセラピスト/リフレクソロジスト
/ボタニカルフェイシャルセラピスト
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大阪府八尾市

宮川沢子

マタニティアロマセラピスト/アロマセラピスト/リフレクソロジスト

茨城県那珂郡

松隈智美

アドバンスアロマセラピスト/マタニティアロマセラピスト
/アロマセラピーアドバイザー/マタニティリフレクソロジスト

福岡県博多区

水野優香

/リフレクソロジスト/ボタニカルフェイシャルセラピスト
アドヴァンスアロマセラピスト/リフレクソロジスト
/ボタニカルフェイシャルセラピスト

三重県南牟婁郡 松波かほる アロマコーディネーター
東京都江東区
松山礼佳
アロマセラピスト
愛知県名古屋市 真島れいか アロマセラピーアドバイザー/マタニティリフレクソロジスト
神奈川県横浜市 森重志穂

アドバンスアロマセラピスト/リフレクソロジスト
/ボタニカルフェイシャルセラピスト

ヤ行
シドニー
パース

八木早苗
リフレクソロジスト
矢内久美子 アロマコーディネーター

新潟県長岡市

山崎ゆかり アロマコーディネーター

広島県竹原市

山下良子

アドバンスアロマセラピスト/リフレクソロジスト
/フェイシャルセラピストリフレクソロジスト

ワ行
パース

渡会さとこ アロマセラピスト/リフレクソロジスト

IARA認定セラピストになるには

- IARA認定スクールで、所定のカリキュラムを修了している者
- 全コースにわたりレポートをすべて提出し、審査に合格した者
- IARA認定試験を受験し合格した者
※2004年〜2009年に認定取得した方は、認定セラピストとしてご紹介を致しますので、事務局までご連
絡ください。
※2009年4月1日より資格名称の変更がありました。
クリニカルアロマセラピーアドバイザー→新しい名称：アロマセラピーインストラクター
アロマセラピストセオリー→新しい名称：アロマコーディネーター
フェイシャルリフレクソロジスト→新しい名称：ボタニカルフェイシャルセラピスト
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