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-‐‑‒ディプロマ取得
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⽇日本キャンドル協会(JCA)により公式認定されたキャンドルのプロフェッショナル
を証明する資格です。検定試験を実施し、合格者には⽇日本キャンドル協会よりJCA
認定キャンドルアーティストとして資格認定・資格認定証が発⾏行行されます。

⽇日本キャンドル協会(JCA)により公式に認定されたキャンドル制作を教えるための
プロのインストラクター資格です。実技試験を経て、⽇日本キャンドル協会よりJCA
認定キャンドルインストラクターとして資格認定・資格証明書が発⾏行行されます。
JCA認定インストラクターは、JCA認定カリキュラムを実施・資格代理理認定を⾏行行う
認定校を開校することができます。さらに推奨校として、キャンドル作りを気軽
に楽しめるスクールを開校することもできます。 　 　

JCA認定キャンドルアーティスト

アーティスト資格特典・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

インストラクター資格特典・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Our  Vision

社団法⼈人⽇日本キャンドル協会は、2009年年2⽉月23⽇日に設⽴立立されました。

キャンドルは遥か昔から⼈人々の⽣生活の中で重宝されてきました。時には神聖
なもの、時には照明として無くてはならない存在でした。しかし段々と⽇日常
でキャンドルを使⽤用する機会は減り、同時に⼈人々はキャンドルの灯の温もり
や⾃自然への感謝の気持ちが薄れてきてしまっている気さえいたします。

しかし、昨今の⽇日本においては「スローライフ」を象徴するもの、また東⽇日
本⼤大震災などをきっかけに「⾃自然の照明」として、キャンドルの存在が⾒見見直
されてきたと感じています。全国でキャンドルナイトが開催され、インテリ
アや癒しとしてキャンドルを販売・購⼊入する⼈人が増え、キャンドルの需要は

また⾼高まりつつあると実感しています。

しかし、キャンドル作りやキャンドルスクールというもの⾃自体は、まだまだ
認知されていないという印象を持っています。モノ作りとは⼤大変素晴らしい
もので、現代⼈人が失いかけている⼼心の豊かさを取り戻す⼀一つのきっかけにな

ると、信じています。

当協会は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いう職業
が、世間⼀一般で広く認知され、プロとして活躍のステージが広がっていくこ

とを⽬目指して、精⼒力力的に活動してまいります。

今後とも⼀一層のご⽀支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

代表理理事 　神⽥田 　悠
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日本キャンドル協会	

⽇日本キャンドル協会では、キャンドル作りの基礎を学ぶJCA認定キャンドルクラフト
コースをはじめ、キャンドルのプロフェッショナルを証明する資格が取得できる、JCA
認定アーティストおよびインストラクターコースをご⽤用意しています。

コース料料⾦金金 　初級・中級・上級コース 　各32,500円 　※消費税・教材費・材料料費全て含む
コース概要 　初級・中級・上級コース 　各5レッスン／計15レッスン（各2時間）

キャンドル作りをする上で重要な４つの基本技法・応⽤用テクニック・知識識などを効率率率的
に学んで頂くコースです。※クラフトコースは各校において内容が異異なります。各校HPをご参照ください。

JCA認定キャンドルクラフトコース

★Luzインタビュー参照

コース料料⾦金金 　 　全3回（各2時間）  36,000円 　※消費税・教材費・材料料費・認定料料など全て含む
受講条件 　 　 　JCA認定キャンドルアーティストコース修了了者

⽇日本キャンドル協会（JCA）により公式認定されたキャンドル制作を教えるためのプロ
のインストラクター資格を取得するためのコースです。

JCA認定キャンドルインストラクターコース

クラフトコース
修了了

アーティスト
コース修了了
&資格認定

インストラクター
コース修了了
&資格認定

JCA認定校開校
（申請）

JCA推奨校開校
（申請）

アーティスト活動

販売・装飾
ワークショップ等

アーティスト活動

販売・装飾
ワークショップ等

★5ページ「Luzインタビュー」参照

キャンドルの資格を取ったらできること･･････

★5ページ「Luzインタビュー」参照

コース料料⾦金金 　 　全3回（各2時間）  39,000円 　※消費税・教材費・材料料費・認定料料など全て含む
受講条件 　 　 　JCA認定キャンドルクラフトコース修了了者

⽇日本キャンドル協会（JCA）により公式認定された、キャンドルのプロフェッショナル
を証明する資格を取得するためのコースです。

JCA認定キャンドルアーティストコース

北北は北北海道、
南は四国・九州まで、
全国のJCA直営校・
認定校については
協会HPのこちらを
クリック！

２
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日本キャンドル協会	

⽇日本キャンドル協会（JCA）では、JCA認定キャンドルクラフトコースの修了了認定お
よび修了了証発⾏行行、同認定アーティストおよびインストラクターの資格認定・ディプロ
マ発⾏行行を実施しております。
当協会より正式に資格認定および審査承認を受けたキャンドルインストラクターによ
り運営されているスクールを認定校といい、認定校ではJCA認定キャンドルクラフト
コースおよび同認定アーティストコース・インストラクターコースを設置し、協会に
代理理で修了了認定までを⾏行行っています。

JCA認定クラフトコース及び同認定
アーティストコース・インストラクタ
−コースを設置することができ、協会
に代理理で修了了認定までを⾏行行って頂きま
す。趣味として楽しみたい⽅方から資格
を取得したい⽅方まで、より幅広い集客
が可能です。

資格取得講座の開講

開校⽀支援として、スタッフ募集および
研修、コースメニューの作成、材料料や
器具の調達から、料料⾦金金設定、インター
ネット・雑誌媒体による集客⼿手法など、
キャンドル教室を成功に導くために必
要な様々な情報を、これまでの経験で
蓄積された実例例やデータをもちいて、
実践に即した形でお伝えしていきます。

充実のサポート

⽐比較的短期間かつ低費⽤用で資格やキャ
ンドル作りを教えるためのノウハウや
コツを習得できます。使⽤用する設備や
器具も、安価なものが多く、テナント
の場所もあまり選ばないのが特徴です。

⽐比較的少ない
 　 　 　 　 　開業資⾦金金

ご希望に応じて開校計画策定の⽀支援か
ら直営校での講師基礎研修を実施いた
します。これにより集客や教室作りな
どの準備に割ける時間が⼤大きく増える
ため、短期間（約2.5ヶ⽉月〜～）で充実
した教室を確実に⽴立立ち上げることが可
能です。

短期間での開校が
 　 　 　 　 　 　 　可能

キャンドルスクールの運営にかかる固
定費⽤用は、電気・電話・⽔水道料料⾦金金、
ホームページ維持費⽤用などしかなく、
⽐比較的少額で運営ができます。このた
め、開校当時の⾦金金銭的・⼼心理理的負担が
⼩小さいと⾔言えます。

固定費⽤用が少ない

レッスンスケジュールはご⾃自⾝身で柔軟
に変更更することができ、ライフスタイ
ルを崩すことなく運営ができます。
また、固定概念念にとらわれず、イメー
ジや好み合った教室の雰囲気、講座内
容にするなど、ご⾃自⾝身で決めて頂くこ
とができます。

⾃自由な運営スタイル

認定校制度度申請書提出
※ご興味のある⽅方はお問い合わせフォームにてお問い合わせください

開校計画策定／集客プラン策定

設備環境準備

講師基礎研修 　※直営校でのOJT、ケーススタディ含む

オペレーション最終確認

約
⼆二
週
間

審査開始

登録料料ご⼊入⾦金金

 　開 　校！

審査結果通知/認定校登録完了了

約
六六
週
間

約
⼆二
週
間

認定校を開くまでの流流れ

３

4	



日本キャンドル協会	

※１　開校にむけての付帯的な準備支援（インフラ整備・集客計画策定・ホームページなど）	  
※２　直営校での講師基礎研修、OJTなど	  
※３　インターネット・紙面媒体による集客支援（有料）	  
※４　名刺/パンフレット/会計代行等の有償による支援	  

 　  　 認定校 推奨校

開
校

開校審査 ◯ ◯
※推奨校ガイドラインに沿った審査

審査・研修費⽤用 ◯
¥280,000 ー

登録料料 ◯
¥460,000

◯（加盟⾦金金として）
¥96,000

年年会費 ◯
¥36,000 −

⽉月会費 − ¥8,000
（初年年度度無料料）

設
置
可
能
講
座

JCA認定クラフトコース設置 ◯ -‐‑‒

JCA認定資格取得コース設置 ◯ -‐‑‒

資格修了了認定（代理理認定） ◯ -‐‑‒

サ
ポ

ト

開校⽀支援※１ ◯ ◯
（有料料）

基礎研修※２ ◯ -‐‑‒

集客サポート※３ ◯ ◯

JCA主催研修会 ◯ ◯
（有料料）

JCA主催展⽰示会 ◯ ◯
（有料料・ブース優遇あり）

協会HPへの紹介 ◯ ◯
（推奨校ページへの掲載）

その他有償サポート※４ ◯ ◯

材料料等購⼊入時の割引 ◯ ◯

認定校への登録変更更 ー ◯
認定校登録料料⾦金金⼀一部免除

推奨校は、当協会により公式に資格認定および審査承認を受けたキャンドルインストラク
ターにより運営されている、気軽にキャンドル作りを楽しめる教室です。
安定して⼗十分に安全なキャンドル制作を⾏行行える教室として、JCAガイドラインに沿った審
査を実施しています。
推奨校では、独⾃自のカリキュラム、より⾃自由な教室運営が可能です。

推奨校制度度申請書提出
※ご興味のある⽅方はお問い合わせフォームにてお問い合わせください

書類審査の実施

⾯面接審査の実施

推奨校認定

※開校計画／集客プラン作成（有償サポート）

 　開 　校！

約
⼆二〜～

三
週
間

約
⼀一
週
間

推奨校を開くまでの流流れ

４

審査結果通知/推奨校登録料料ご⼊入⾦金金/推奨校登録完了了
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牧野 　美梨梨（Millie 　Makino）
1990年年
アメリカ、デトロイト⽣生まれ

東京を拠点に活動する
アーティスト 　Millie（みり）

2010年年
美術⼤大学在学中にキャンドルの美
しさに魅了了され、アーティストと
してのキャンドル制作を開始

2011年年
JCA認定キャンドルアーティス
ト・インストラクター資格を取得
し、各種イベント演出、アーティ
ストライブ装飾、OEM、オリジナ
ルキャンドルの販売などを⾏行行いな
がら、⽇日々アートとしてのキャン
ドルの可能性を追求。

2014年年
“millie  candle”（みりきゃんど
る）としてイベント、HPなどでオ
リジナルキャンドルの販売・ワー
クショップ・装飾を開始。

開⽥田 　奈奈美（Nami  Hirakida）
1985年年愛知県⽣生まれ

東京を拠点に活動する
アーティスト
enucandle（えぬきゃんどる）

2012年年
急に思い⽴立立ってキッチンでキャン
ドルを作成。キャンドル作りに⽬目
覚める

2013年年
キャンドルを本格的に習うために
上京。JCA認定キャンドルアー
ティスト・インストラクター資格
を取得し、キャンドル教室講師と
して活動スタート

2014年年
インストラクターと平⾏行行して、
enucandle（えぬきゃんどる）と
して活動スタート
現在、イベント出展・販売・装飾
などで活動中

⼤大森 　堅⼀一（Kenichi  Omori)

東京を拠点に活動する
アーティスト
Atelier  Orange
(あとりえ 　おれんじ）

2014年年
JCA認定キャンドルアーティス
ト・インストラクター資格を取得
後、拠点を仙台市に置きAtelier  
Orange（あとりえ 　おれんじ） 　
として活動スタート。
ライブペインター、ワイヤーアー
ティストとコラボして飲⾷食店での
装飾やキャンドルナイトを中⼼心に
活動。

2015年年
キャンドルアーティストユニット
『luz』加⼊入、拠点を東京に移す。
Atelier  Orangeは『創る、灯す、
魅せる、伝える』をコンセプトに
オリジナリティ溢れるキャンドル
を⽬目指し、⽇日々制作しています。

⼤大林林 　なおみ
（Naomi  obayashi）
1975年年東京⽣生まれ

東京・多摩地区を拠点に活動する
アーティスト
sopo  candle  （そぽきゃんどる）

2011年年
以前からキャンドルは好きでよく購
⼊入しては灯してが、震災時落落ちこん
でいたところをキャンドルに癒され、
魅了了され制作を始める

2013年年
本格的にキャンドルインストラク
ターの養成講座を受講し修了了。
JCA認定キャンドルアーティスト・
インストラクター資格を取得し、
キャンドル教室にて講師の活動を始
める。
並⾏行行してsopo  candleとしてデザ
インから制作販売、イベントでの装
飾やワークショップなどで活動中。

4⼈人のキャンドルアーティストユニット”Luz”（ルース）

◆活動予定◆
・夜空と交差する森の映画祭2015 　
・TOKYO  PICNIC  2015
・TOKYO  DESIGN  WEEK2015

日本キャンドル協会	

◆活動実績◆
・DESIGN    FESTA  vol.39出展
・DESIGN    FESTA  vol.40出展
・渋⾕谷ヒカリエ、有楽町マルイ他
 　にて販売

◆活動実績◆
・DESIGN    FESTA  vol.39出展
・DESIGN    FESTA  vol.40出展
・主に飲⾷食点でのキャンドルナイト
 　や装飾を中⼼心に活動
・宮城県仙台市内５店舗にて委託販売

◆活動実績◆
学芸⼤大学 　millie  candle  
atelier&shop  開店

◆活動実績◆
・GREAT  TAMA  RIVER  FES   　 　 　
・多摩クラフトフェア
・福⽣生  銀座商栄会アート祭
・デザインフェスタ 　
・オトナリatたちかわ（定期開催）
・シブヤリウム☆MEGASTAR
・夏休み宿題村inモリパーク
・Creema  StoreVol.41 　 　
・⽴立立川のカフェにてレッスン開始

enucandle:地元のキャンドル教室での体験
レッスン

Atelier  Orange:福島県の震災復復興イベント
でキャンドル  ジュン⽒氏のキャンドル装飾を
⾒見見て、興味を持ちました。

millie:キャンドルスタジオ代官⼭山と出会い、
本格的に学びたいと思いました

sopo  candle:キャンドルが好きでよく購⼊入
していましたが、震災時の停電でキャンドル
を灯すことで癒やされることに気づき、また
ハンドメイドで作れることを知りました

キャンドルに出会ったきっかけは？

enucandle:独学での制作に限界を感じたの
と、キャンドルを仕事にしたかったので

Atelier  Orange:⾃自分のスタジオを持ちた
い！と思い、きちんと基礎から本格的にキャ
ンドルを学びたいと思ったからです

millie:美術⼤大学在学中にキャンドルと出会い、
卒業後はキャンドルに関わる仕事がしたいと
思ったからです
sopo  candle:独学での勉強に⾏行行き詰まりを
感じ、更更に勉強してキャンドルに携わる仕事
をしたいと思ったからです

どうして資格を取ろうと思ったの？

enucandle:資格取得後、講師としてキャン
ドルに関わることができ、たくさんの知識識と
⽣生徒様に出会えたことです！

Atelier  Orange:ワークショップや装飾等の
お仕事をいただく際、資格を取得しているか
いないかでは、お客様からの信頼が⼤大きく異異
ると実感しています

millie:アーティスト活動の幅が広がり、活動
していく上での⾃自信に繋がったこと

sopo  candle:資格取得によって、クライア
ントからの信⽤用度度が増したと感じます。仕事
の幅がさらに広がりました

資格を習得してよかったことは？

受講を検討中の⽅方へメッセージ

Atelier  Orange:世の中には様々なジャンル
のキャンドルがありますが、資格取得後には、
そのほとんどを作れるようになっていると思
います。また、キャンドル作りをする上で⼀一
番⼤大切切なことは「技術レベルが⾼高い講師のも
とで、しっかりと基礎を学ぶ」ということだ
と思います。それができるのが⽇日本キャンド
ル協会です！

sopo  candle:独学に限界を感じて⼊入ったス
クールでは、⽬目からウロコな知識識をたくさん
教えていただきました。クラフトコース修了了
後にはたくさんのキャンドルが作れるように
なって、資格取得でさらに知識識も増えて仕事
の幅も広がります。思い切切って通うことにし
て、本当に良良かったです！

millie:クラフトコースで楽しくキャンドルの
基礎や技法を学び、コース修了了後にはいつの
間にか制作できるキャンドルの幅が広がって
いました。ものづくりが好きな⽅方や趣味を探
している⽅方、キャンドルが好きな⽅方などコー
スを始めるきっかけは様々あると思いますが、
まずはキャンドルの奥深さを楽しく学んでみ
てください！

enucandle:レッスンを受ける毎にキャンド
ルの奥深さに触れて、ますます好きになりま
す。卒業後も講師として作る楽しみを伝えた
り、お友達へのプレゼント、⾃自分のキャンド
ルを販売したりと、活動はとても幅広いです。
キャンドル作りの楽しさに、ぜひ触れてみて
ください！

５
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※リクルートムック社発⾏行行
「稼げる資格」より抜粋

６
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