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資格認定のために要求される料金は、認定校により直接的に支払いされるものとします。認

定校は受講者、教師、支部その他からのあらゆる支払いを回収し、IFA へまとめて支払いす

る責任を負います。 

認定関係の費用 (開校費用) 

シラバスあるいは教義マニュアル 

シラバス 

アロマケアトレーニングマニュアル 

 

£25.00 + 郵送料 

£35.00 + 郵送料 

大学院会員 登録（教師向け） £80.00 - £125.00 

主任講師 登録 £125.00 

認定校登録（各 IFA 資格に対して： 下記を参照してください) £150.00 - £700.00 

視察費用 £200.00 + 交通費

£200 

認定校オーナー フレンド会員 

注意： 認定校オーナーが主任講師と同一である場合、この費用は控

除されます。 

£40.00 

認定校 認可 なし 

追加指導のための視察費用 

（要求される場合） 

£300.00  

/ 1 日あたり 

 

資格認定費用および更新費用 （1 年間） 

アロマセラピーディプロマ £300.00 

PEOT ディプロマ £300.00 

アロマケア認定コース £150.00 

アロマセラピーディプロマ + PEOT ディプロマ £550.00 

アロマセラピーディプロマ + アロマケアコース £400.00 

PEOT ディプロマ + アロマケアコース £400.00 

アロマセラピーディプロマ + PEOT ディプロマ + アロマケアコース £700.00 

大学院会員 更新（教師向け） £80.00 - £125.00 

フレンド会員 更新（オーナー向け） £40.00 

 

施設（支部）追加に関する費用 

追加施設の認定 （各施設ごと） £250.00 

追加施設の視察費用 £200.00 + 交通費 

追加施設での追加コース 

認定費用  

 

アロマセラピーディプロマ £250.00 

PEOT コース £250.00 

アロマケアコース £100.00 
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抜き打ち検査費用 

抜き打ち検査 なし 

 

追加の資格認定費用 

追加の資格認定費用 アロマセラピーディプロマ £250.00 

PEOT コース £250.00 

アロマケアコース £100.00 

主任教師 大学院会員により提供

される資格認定費用 

正会員 £80.00 

正会員 + PEOT 会員 £120.00 

正会員 + ケアラー会員 £90.00 

正会員+PEOT 会員+ケアラー会員 £125.00 

教師資格の追加登録 

（注意： 登録済み教師により各

は IFA 資格コースが提供される

こと。主任教師のみ、アロマケ

アコースを提供できること。） 

主任講師 資格 £125.00 

講師助手 資格 £100.00 

研修講師 資格 £75.00  
 

 

スタッフ追加費用 

主任講師 £125.00 

講師助手 £100.00 

研修講師 £75.00  

受講者の登録費用 

ディプロマ受講者登録 （2 年間有効。プロフェッショナル・アロマセ

ラピーディプロマもしくは PEOT ディプロマコースの生徒） 

£35.00 
 

12 ヶ月間の期間延長（追試や欠席などによる） £25.00 

アソシエイトコース受講者（1 年間有効） £25.00 

アロマケアコース受講者登録 （1 年間有効） £25.00 

 
 

試験費用 

アロマセラピーディプロマ資格 

実技試験 英国 £60.00 / 生徒１人あたり 

英国以外 £75.00 / 生徒１人あたり 

 

理論試験 英国 £30.00 / 生徒１人あたり 

英国以外 £37.50 / 生徒１人あたり 

 

解剖生理学試験 英国 £30.00 / 生徒１人あたり 
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英国以外 £37.50 / 生徒１人あたり 

精油セラピー専門資格 

試験費用 （解剖生理学の免

除あり/なしに関わらず) 

英国 £120.00  / 生徒１人あたり 

英国以外 £150.00  / 生徒１人あたり 

アロマケア認定コース 

試験費用 英国 £150.00 + 試験官の交通費 

英国以外 £500.00 + 試験官の宿泊費 

 

追試費用 

アロマセラピーディプロマ資格 

実技試験 英国 £60.00   / 生徒１人あたり 

英国以外 £75.00   / 生徒１人あたり 

 

理論試験 英国 £30.00 / 生徒１人あたり 

英国以外 £37.50 / 生徒１人あたり 

 

解剖生理学試験 英国 £30.00 / 生徒１人あたり 

英国以外 £37.50 / 生徒１人あたり 

コースワーク再審査 費用 英国 £50.00 / 生徒１人あたり 

英国以外 £75.00 / 生徒１人あたり 

精油セラピー専門資格 

実技試験 英国 £60.00 / 生徒１人あたり 

英国以外 £75.00 / 生徒１人あたり 

 

理論試験 英国 £30.00 / 生徒１人あたり 

英国以外 £37.50 / 生徒１人あたり 

 

解剖生理学試験 英国 £30.00 / 生徒１人あたり 

英国以外 £37.50 / 生徒１人あたり 

コースワーク再審査 費用 英国 £50.00 / 生徒１人あたり 

英国以外 £75.00 / 生徒１人あたり 

アロマケア認定コース 

未完成もしくは基準未達の 

コースワーク再審査 費用  

英国 £30.00 / 生徒１人あたり 

英国以外 £75.00 / 生徒１人あたり 

 

控訴料 

理論試験もしくは解剖生理学試験 £30.00 / 生徒１人あたり 

実技試験 レポート内容の再確認 £30.00 / 生徒１人あたり 
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異なる試験官の派遣 

（２度目の控訴に際して） 

£150.00 + 交通費 

 

再発行料 

学生会員証 再発行 ＋ 郵送費 £20.00 

試験結果証明書の再発行 ＋ 郵送費 £20.00 

認定校資格証明書の再発行 ＋ 郵送費 £20.00 

会員資格の再発行については会員規約と条件を参照してください。 

 

キャンセル料 

試験官派遣のキャンセル 

注意： 認定校は試験官の旅費および宿泊費に関する付帯費

用についても補償すること。（該当費用の発生時）  

£150.00  

理論試験の欠席（正当な理由がない場合） 

注意： 試験費用の払い戻しはありません。 

£20.00 / 生徒１人あたり 

 

ペナルティー料 

要求されるコースワークを準備せずに受験した生徒が１名以

上いた場合  

£50.00  

 

支払い遅延 

支払い遅延が発生時に１ヶ月あたり £20.00 

 


