
社団法人 日本キャンドル協会 のＪＣＡ認定キャンドルインストラクターをめざす。
中四国九州関西関東北海道東北

自宅でプチ開校や独立も！
キャンドルの魅力を伝える
インストラクターに！

●日本キャンドル協会の特徴 ●講座の特徴

協会がスクール開校など独立も
全面的にサポート　
　認定資格「キャンドルインストラクター」取
得後はプロのインストラクターとしてスクール
で活躍するのもその一つ。また日本キャンドル
協会に承認されれば協会の認定校として独立開
業も夢ではない。認定校に対しては協会が開校
計画策定の支援から宣伝広告、Webマーケテ
ィング、経営指導などサポート。テナントを借
りての開校はもちろん、自宅でのプチスクール
開校も支援してくれるのもありがたい。

キャンドルやキャンドル教室な
どの普及を目的に設立
　『スローライフの象徴』、また『自然の照明』
として近年、見直されてきているキャンドル。
日本キャンドル協会 (JCA) は、キャンドルの
正しい知識の普及、キャンドルを通した芸術活
動の推進などを目的に設立された。主に、キャ
ンドルアーティストやキャンドルインストラク
ターとして活躍するための資格制度の整備、認
定活動や認定校の審査、研修、情報提供、プロ
モーションなどの認定校支援を行っている。

4時間×21回と短期間で資格取得が目指せ鍋一つのみの低コストで始められる手軽さも人気の秘密。写真は
2015年、ウエディングプランナーから転身、キャンドルスタジオeclat（エクラ）を開校した康さん

先 輩 達 も 資 格 取 得 で 多 彩 に 活 躍 ！

コース内容が魅力的で同
校に入学。多彩なキャン
ドル作りの技術が身につ
きました。2014年に
pieni takkaを開校。どこ
よりもかわいいキャンド
ルが作れるという評判校
にしていきたいですね。

美容師から転身！　
坂井さん

別スクールでキャンドル
制作を学んだものの活動
の幅が広がらず同校へ。
しっかりとしたカリキュ
ラムにより技術と知識が
身について安心。3ヶ月
程で資格を取り協会の講
師として活動しています。

確かな知識と技術が
つきました　堀さん

授業は楽しく自分の集中
ぶりにびっくり！資格を
取得後は周囲から信頼さ
れ仕事が舞い込むように。
最近ではカフェのキャン
ドルナイトで使われるキ
ャンドル制作に携われ大
きな自信になりました。

楽しくて夢中になり
お仕事に　助川さん

資 格 認 定 ま で の プ ロ セ ス

ステップアップ形式で学び
独立開業をめざせる資格を取得

クラフトコース
修了

●初級：キャンドル専
用の器具・材料からグ
ラデーション基本　
●中級：さまざまな種
類のキャンドル制作　
●上級：自由自在に制
作できる技術を習得。

アーティスト
コース修了

自由制作と公式テキス
トで学ぶ座学を通じ空
間装飾やマーケティン
グスキルを習得。キャ
ンドル制作、商品企画、
装飾のプロとして提案
できるレベルに！

インストラクタ
ーコース修了

キャンドルレシピの作
り方や教え方のポイン
トを体系的に学習。オ
リジナルレシピをもと
に実技試験までを行い
インストラクターに必
要な知識や技術を習得。

協会による資格認定を
受け、認定校の運営、
認定校における講師受
託、各種イベント/ワ
ークショップへの派遣、
JCA研修講師などで、
活躍する道もひらける。

インストラクタ
ー資格認定

キャンドルスクール開校をめざせる
JCA認定キャンドルインストラクター

●稼資用●
【期間】
【日時】
【費用】abc

【試験科目】実技試験（JCA直営校にて随時実施）
【認定料】1万2000円  ※認定証発行手数料3000円別途
【受験資格】JCA認定キャンドルクラフトコースおよびア
ーティストコースを修了した、JCA認定キャンドルアーテ
ィストの有資格者（それぞれ認定料は別途必要）

資格・検定
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【修了後の活躍の場】修了後
には、インストラクターとし
て、アーティストとして、ス
クールの開校以外にも、イベ
ントやワークショップ、商品
制作・販売、空間演出など活
躍の場は多彩。

【協会ならではの充実のサポート】協会では認定校へのサ
ポートを多方面から実施！教室の開校は、インフラ整備や
コース内容の考案、集客計画などをはじめとした、具体的
な準備を多方面から支援し、ノウハウを提供してくれる。
さらに開校後は、トレンドを交えたキャンドル制作技術の
共有研修や、教室運営では重要な「集客」に関する研修も
実施。開校前も開校後のサポートも手厚いので心強い。

社団法人 日本キャンドル協会 掲載

体験入学に行ってみよう

スイーツ・アロマ・季節のキャンドルなどを、
実際に制作できる体験レッスンを各スクールで
実施。キャンドル制作の楽しさや魅力がわかる
ショートレッスンだ。希望すれば、コースの詳
細やスクールのシステムなどの説明も受けられ
るほか、資格取得やその先の就・転職のことな
ど気軽に相談できる個別相談もOK！
※体験レッスンの内容、費用、日時、かかる時
間などについては、スクールによって異なるた
め、直接各スクールに問い合わせを。

キャンドル作りの楽しさを各スクール
の体験レッスンで体感！手ぶらでOK♪

t o p i c s
全国に16校展開
【 Candle Studio DAIKANYAMA 代官山本校 】
http://candle-studio.jp 
【Candle Studio eclat】http://www.eclat-candle.jp/lp/
【Candle Studio IROKA 】http://candle-iroka.com
【Candle Studio L'oasis 】http://candle-loasis.com
【faro terrace】http://faroterrace.com
【Candle Studio DAIKANYAMA 芦屋校】
http://candle-studio.jp/candle/ashiya.html
【switch candle studio】http://switch-candle.jp/
【Cocovela】http://cocovela-candle.com/

t o p i c s
各校の詳細はHPをチェック！
【pieni takka】http://pieni-takka.com/
【Rainbow Relax】http://www.rainbow-relax.com/
【Candle Atelier自由が丘】http://candle-atelier.jp/
【candle studio Velalika】http://www.velalika.com/
【Candle Studio Arty】http://candle-arty.com/
【Maison de Candela 博多】http://candela-hakata.jp/
【Candle Studio 代官山心斎橋校】http://candle-studi
o.jp/candle/shinsaibashi/shinsaibashi.html
【candle studio Eternally】
http://eternally-candle.com/index.html

t o p i c s
資料請求は電話かHPからお気軽に
資格の詳細や認定校などがわかる資料を用意。電話
か、ホームページのメールフォームから請求できる。
【認定校の授業内容】各認定校では、資格認定に必
要な知識や技術などについて、協会の審査を受けた
上で授業を提供。授業内容・料金・期間等はスクー
ルにより多少異なるので、詳細はスクールに確認を。

〒107-0061  東京都港区北青山3-5-6  3F
http://japan-candle.org/
info@japan-candle.org

資格・
検定団体

03・6427・0757
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