
日仏フィト・アロマテラピー協会の入会と賛助のお誘い 

ASSOCIATION DE PHYTO-AROMATHERAPIE FRANCO-JAPONAISE 

(J.F.A.A) 

 

日仏フィト・アロマテラピー協会は、アロマテラピーや植物療法の利用に関わる情報の共有と、フランスと日

本の医療・福祉などを含めた生活文化の交流を目的として設立されました。 

また当協会パリ支部は 2001 年に設立され、フランス政府により正式に申請が認可された組織です。日仏、ス

イスでのセミナー等により、確かな知識を基盤とした実践を通し、日本とフランスにおける自然療法の普及と

指導者の育成に努めます。協会の主旨と活動に賛同して下さる方の入会をお待ちしております。 

 

≪会員として≫ 

※日本、フランスにおける協会主催の講座の中から希望するものに参加できます。 

（一部、本部特別養成講座修了後に進んで頂く講座もございます） 

※会員には年 1回、機関紙 Le Journal de l’Associationをお届けします。 

（PDFファイルにてメールに添付して配布します。印刷したものをご希望の方は、国内郵送費、印刷手数料として１通

につき¥1,000を別途頂きますのでご了承下さい。賛助会員は無料） 

※賛助会員は希望した場合に限り、会員証の発行を受けることができます。 

※講師など各種資格の保持は賛助会員を継続していることが条件となります。 

（取得単位を維持したまま、一定期間休会される場合は必ずご一報下さい） 

※入会後、都合による退会は自由ですが会費の返還はありません。また協会員としてふさわしくない言動があ

った場合、協会判断で退会して頂く場合も会費の返還はありません。 

 

年会費は下記の通りとします。 

入会金 ：無料 

年会費 ：毎年 4月更新 

一般会員 ¥3,000   賛助会員 ¥12,000 

※10月以降入会の場合は年会費の半額ご入金下さい。機関誌代は変わりません。 

入会ご希望の方は下記連絡先まで入会申込書をご提出下さい。 

日仏フィト・アロマテラピー協会 本部 〒480-1121愛知県長久手市武蔵塚 1221-2 

TEL&FAX 0561-61-2186 / E-mail : info@phyto-aromatherapy.jp 

 

振込先：・ゆうちょ銀行 12130-89318431 または ・三菱 UFJ銀行 藤ヶ丘支店 普通 3791055 日仏フィト・アロマテラピー協会 

（他金融機関からゆうちょ銀行） 店名：二一八（ニイチハチ） 店番：218 普通預金 口座番号：8931843 

会費： 一般会員¥3,000 (機関紙希望の方＋¥1,000） ※10月以降入会年会費¥1,500、機関誌印刷希望＋¥1,000 

     賛助会員¥12,000 ※10月以降入会年会費¥6,000 

 
◇プレゼントのお知らせ◇ご入会頂いた皆様に、お好きな精油 2種類のレッスンガイド（精油の解説とアロマレシピを記載）を J.F.A.A

オリジナルクリアファイルに入れて進呈致します。別紙一覧表から 2 つお選びの上、番号・精油名を更新申込書所定の欄にご記入

下さい。ご記入がない場合は、協会にてセレクトさせて頂きます。限られた講座でのみ使用されているレッスンガイドです。ぜひ御活

用ください。 



入会申込書（新規/更新） 

 

日仏フィト・アロマテラピー協会 

ASSOCIATION DE PHYTO-AROMATHERAPIE FRANCO- JAPONAISE(J.F.A.A) 宛 

 

私は貴協会の【一般会員 / 賛助会員】としての入会を申込みます。 

    年   月   日 

 

ご署名    

 

◎ 新規の方、更新の方もご記入下さい。 

氏名（ふりがな） 

 

 

住所 〒       ― 

 

 

生年月日 

     大正 

     昭和      年      月      日                男性/ 女性 

     平成 
Tel 
 

 

Fax 

Emailアドレス 
 

 

職業 

機関誌は印刷して送付する事を希望する。（郵送料、印刷手数料として１通につき¥1,000 を別途申受けます。機関誌

は年 1回発行です。賛助会員は無料で印刷版を配布致します。） 

                はい / いいえ 

賛助会員のみ会員証を発行します。（無料）発行を希望する。 

 

                はい / いいえ 

アロマテラピー経験についてお書き下さい。 

 

 

 

ご希望のレッスンガイド 

(No.と精油名) 

No. 精油 No. 精油 

事務局使用欄 ↓    

ジャーナル送付確認 

 

会員カード 入会期間 

20    年   月 ～ 20    年   月 

 

以下の振込先に年会費をお振込みの上、この用紙をお送り下さい。 

振込先：・ゆうちょ銀行 12130-89318431 または ・三菱 UFJ銀行 藤ヶ丘支店 普通 3791055 

日仏フィト・アロマテラピー協会 

（他金融機関からゆうちょ銀行） 店名：二一八（ニイチハチ） 店番：218 普通預金 口座番号：8931843 

会費： 一般会員¥3,000 (機関紙希望の方＋¥1,000） ※10月以降入会年会費¥1,500、機関誌印刷希望＋¥1,000 

     賛助会員¥12,000 ※10月以降入会年会費¥6,000 

 

FAX送信先：0561-61-2186



精油レッスンガイド一覧表
（2019年3月現在）

1 レモングラス 24 バジル 47 マウンテンセーボリー 70 レモンティートリー

2 ユーカリラジアタ 25 ローズウッド 48 タイム・チモール 71 ナローリーフ

3 ティートリー 26 アルペンジュニパー 49 リトセア 72 タナセタム

4 イランイラン 27 ニアウリ 50 ベチバー 73 セロリ

5 ペパーミント 28 マートル 51 シベリアモミ 74 マンダリン葉

6 ローズマリーシネオール 29 パルマローザ 52 安息香（ベンゾイン） 75 コーンミント

7 クラリセージ 30 シトロネラ 53 カユプテ 76 ターペンチン

8 レモンバーベナ 31 マジョラム 54 ローズマリー・ベルベノン 77 カンファートリー

9 パチュリー 32 シナモン樹皮 55 ラベンダー・スピカ 78 ジュニパーベリー

10 サイプレス 33 レモンバーム 56 ローズ 79 シルバーモミ

11 サンダルウッド 34 乳香（フランキンセンス） 57 ネロリ 80 オポポナックス

12 マンダリン果皮 35 システ 58 ブレープフルーツ 81 サロ

13 ラベンダーアングスティフォリア 36 キャロットシード 59 アトラスシダー 82 カトラフェ

14 ゼラニウム 37 クローブ 60 タラゴン 83 アンミ（クエラ）

15 ラヴィンサラ 38 タイム・リナロール 61 ヤロー 84 クルクマ

16 ベルガモット 39 ジンジャー 62 パイン 85 スペアミント

17 ローマンカモマイル 40 ローリエ 63 アンジェリカ 86 ツーヤ

18 ユーカリシトリオドラ 41 セージ 64 コリアンダー 87 ヒバ

19 ビターオレンジ葉 42 ヘリクリサムイタリカム 65 ジャーマンカモマイル 88 バージニアンシダーウッド

20 ディル 43 ウィンターグリーン 66 ライム 89 タイム・ゲラニオール

21 スイートオレンジ 44 ヒソップ 67 没薬（ミルラ）

22 ラバンジン/ラバンジンスーパー 45 ブラックスプルース 68 フェンネル

23 レモン 46 ジャスミン 69 グランドカモマイル

 


