よくあるご質問
全体

フレグランスデザインの⽅

⾹⽔ソムリエ通信の⽅

Q フレグランスデザイナー

⾹⽔をはじめとするフレグ

「⾹⽔をはじめ⾹りを、⾃⾝

とは？

ランス商品のために、新しい

の⽇々の⽣活に上⼿に取り

●講座全般について

®

Q ⾹⽔ソムリエ とは？

⾹りをデザインする⼈です。 ⼊れ、あるいは⼈に提案し、
具体的には、⽬指す⾹りがど

四季折々の⾹りがある豊か

のようなものなのか、イメー

な⽣活を送る⼈」、さらに「⾹

ジできる想像⼒を持ち、かつ

⽔をはじめ⾹りの知識が豊

イメージ通りに⾹りを創る

富で、正しく⾹りを評価でき

ために、複数の⾹料を組み合

る⼈、シチュエーションなど

わせた処⽅を書く技術を持

に合わせて⾹りのコンサル

っていること、⾹りをプロデ

ティングができるスペシャ

ュースすることなどが主な

リスト」です。

仕事です。
Q 各講座の違いあるいは特

フレグランスデザイン講座

⾹⽔ソムリエ®講座は、⾹⽔

徴を教えてください。

は、⾹⽔を作る講座です。

をはじめとする⾹りを評価
するための知識を学び、⽇々
の⽣活に取り⼊れ、提案する
ための講座です。

Q どれくらいの期間通学・学

3 級は 3 か⽉

ジュニア⾹⽔ソムリエ®は１

習したらいいですか？

2 級は 9 カ⽉です。

年

１級は 9 カ⽉です。

⾹ ⽔ ソ ム リエ ® は ６ カ⽉ で
す。

Q どのような受講⽅法があ

通信教育と通学（若⼲名）が

⾹⽔ソムリエ®講座は通信教

りますか？

あります。

育のみです。

Q 通信教育で勉強したいの

フレグランスデザイン講座

ジュニア⾹⽔ソムリエ®講座

ですが…

は通信教育で勉強できます。 ⾹⽔ソムリエは®は通信教育
で勉強できます。

Q 試験のみを受けることは

できません。

可能ですか？
Q 授業スタイルを教えて下

通信教育は、2 週間に 1 回、 ⾹⽔ソムリエ®講座は、⽉に

さい。

２単元ずつテキストが送ら

1 回、テキストと教材が送ら

れます。作品、処⽅箋、⾹調

れます。⽣徒はテキストに従

表現、復習問題など指定の課

って教材の⾹りを評価し、そ

題をスクールに返送して下

のすべての課題をパルファ

さい。添削後お返しします。 ンサトリのコミュニティサ
通学の⽅は、週 1 回１単元ず

イト（ＳＮＳ）にアップしま

つ進んでいきます。決められ

す。

た時間にお越しください。⼀
つの単元ではおおよそ実技
と講義が半分ずつあります。
●通学について
Q

通学する場所を教えて

下さい。

通学⽣は東京のパルファン

⾹⽔ソムリエ®講座は通信講

サトリ・アトリエにお越しい

座のみとなっております。

ただきます。席数に限りがあ
りますので、お申込みが定員
を超える場合は、⻑くお待ち
いただくか、⼀時的にお受け
できない場合がございます
ことを、ご了承ください。
Q 時間割は決まっているの

通学に関しましては、最新の

ですか？教室は何時から開

スケジュールをご覧くださ

いていますか？

い。

Q. 授業を⽋席する場合、ど

できるだけ早くご連絡くだ

うすればよいでしょうか？

さい。

Q 時間が空いた時に、急きょ

初めにご登録いただいた⽇

受講できますか？

程で受講していただきます。

Q 急な転勤や引越で、通学が

通信教育でお続けになるこ

困難になった場合にはどう

とができます。

☣

☣

☣

☣

なりますか？
Q 3 ヶ⽉程度で通いたいの

フレグランスデザイン 3 級

ですが可能ですか？

は 3 か⽉が修了期間となっ

☣

ております。
●コミュニティサイト
Q コミュニティ（ＳＮＳ）と

パルファンサトリフレグランススクールの運営する全受講

は何ですか

者専⽤SNS（ソーシャルネットワークサービス）です。

スクールサイト内に設けられた、受講者専⽤のコミュニテ
ィ・サイトです。
「コミュニティ」では、スクールイベントをいち早く知る
ことができ、そのほか、スクールからのお知らせ、ブラン
ド⾹⽔コレクションなどの各種ライブラリ閲覧、他受講⽣
のブログやコラージュ作品や⾹調表現などをご覧頂くこと
ができます。また、調⾹師だからこそできる、構成から読
み解く⾹りの解説を読むことにより、学習効果を⾼めるこ
とができます。
また、各⾃のブログ記事投稿やイベント・コンテストへの
参加を通じて、⾹りを接点に、様々な⽴場でのものの⾒
⽅、考え⽅を⾃然に⾝につけることができるでしょう。
Q 受講にはコミュニティサ

推奨しています。フレグラ

必要です。「コミュニティ」

イトが必要ですか？

ンスデザイン講座では、
「コ

に課題の書き込みあるいは

ミュニティ」は必須ではあ

アップロードをすることに

りませんが、スクールとの

より、単位を履修できま

連絡や質問、イベント情報

す。

や教材の注⽂などは基本的
にコミュニティを通じて⾏
われます。また、通信⽣は
個別学習になりますので、
コミュニティへの参加をお
勧めしています。受講⽣同
⼠の交流もでき、⾹りの勉
強へのモチベーションがア
ップします。
Ｑコミュニティサイトでは
どんなことをするのでしょ

2 級以上では、⾹りのブロ

スクールから送られる、毎⽉

グをアップする課題があり

のテキストに従って、課題

ます。

（⾹りの評価・表現）を「コ
ミュニティ」の指定のページ

う？

に記⼊していただきます。⾹
⽔ソムリエ®講座では、⽣徒
からスクールへのテキスト
の返送はありません。忙しい

⽅でも⾃由な時間にアクセ
スできる「コミュニティ」を
通じて課題を提出できます。
●

通信について

Q 通信講座は通学制の講座

同じテキストで通学制の講

と内容は同じですか？

義と同じ内容を学習できま

☣

すので、ご⾃⾝のご予定やラ
イフスタイルに合わせてお
選びください。
Q 通信講座を受講して、講座

通信制の⽅は、メール、また

受講者専⽤ＳＮＳ／コミュ

の内容について質問できま

は受講者専⽤ＳＮＳ／コミ

ニティを通じて、疑問点に

すか？

ュニティを通じて、疑問点に

ついて質問したり、情報交

ついて質問したり、情報交換

換したりすることができま

したりすることができます。

す。

Q 通信講座を受講している

フレグランスデザイン講座 3

ジュニア⾹⽔ソムリエ®はコ

場合、修了試験はどのような

級、2 級の修了試験は、こち

ミュニティサイトにて課題

形で出題されますか？

らから送られるテストシー

をすべて提出すると「ジュニ

トに記⼊し、返送します。採

ア⾹⽔ソムリエ ®」 修了証が

点後、テストをお返ししま

発⾏されます。

す。
Q 他の受講⽣の⽅と交流で

受講者専⽤ＳＮＳ／コミュニティでの交流ができます。ま

きますか？

た、パーティー、発表会、⾹りのコンテストなどのイベント
がありますので、ぜひこれらにご参加ください。

Q 他の修了⽣の⽅と修了後

修了後も、希望者にはイベントなどの案内をご覧の上ご参加

も交流できますか？

ください。

Q 海外在住ですが、通信制を

現在のところ国内に限らせていただいております。海外への

受講することはできます

発送をご希望の際はお電話またはメールでお問い合わせく

か？

ださい。

●受講料について
Q ⼊学⾦はいくらですか？

パルファンサトリフレグランススクールの最新スクール要
綱をご参照ください。

Q 年会費はいくらですか？

パルファンサトリフレグランススクールの最新スクール要
綱をご参照ください。

Q 途中⼊会・退会の年会費は

パルファンサトリフレグランススクールの最新スクール要

どのようになりますか？

綱をご参照ください。

Q テキスト・教材費はかか

パルファンサトリオリジナルのテキスト、教材の費⽤がかか

りますか？

ります。

Q 受講料の内訳はどのよう

受講料の内訳は「受講料」
「教材費」
「消費税」となっており

なものなのでしょうか？

ます。
「受講料・教材費」は、講師料、会場費（通学の場合）、Ｓ
ＮＳ運営費、テキストや教材、試験問題など講座および修了
試験にかかる費⽤⼀式が含まれております。
「消費税」は、お客様から⼀時的にお預かりしているもので
あり、お預かりした「消費税」は政府に納めております。⼀
部の学校教育については、社会の政策的配慮から授業料など
が⾮課税となっていますが、⾮課税となる学校の範囲は、修
業年限が 1 年以上であることや、1 年間の授業時間数が 680
時間以上であることなど複数の要件に当てはまる必要があ
り、本講座はその範囲に該当しません。

Q1.クーリングオフ対象外

私どもは、
「特定商取引に関する法律」、すなわち特定商取引

ですか？

法という通信販売に関する法律に基づいて、講座運営をさせ
ていただいております。この特定商取引法は、通信販売に関
して、クーリングオフ制度を設けておりません。クーリング
オフ制度がある訪問販売や電話販売等とは別と考えており
ます。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

●⾒学について
⼊会前に教室の⾒学や体験

サロン、アトリエなどの⾒学

サロン、アトリエなどの⾒学

はできますか？

が可能です。また、体験講座

が可能です。ご予約の上お越

（リンクページ）もあります

しください。

ので、ご予約の上お越しくだ
さい。
●資格、修了証について
Q フレグランスデザイナー

☣

ありません

の国家資格はあるのです
か？
Q ⾹⽔ソムリエの国家資格

☣

ありません

はあるのですか？
Q どんな資格が取得できま

フレグランスデザインは認

⾹⽔ソムリエ®講座までを修

すか？

定証ではなく修了証の発⾏

了し、認定試験（実技・⾯接）

となります。

をパスすると、パルファンサ
トリ⾹⽔ソムリエ®認定証が
授与されます。

Q 資格がなければ、⾹⽔ソム

☣

認定試験に合格しなければ、

リエとして活動はできない

パルファンサトリの認定す

のですか？

る「⾹⽔ソムリエ®」として
は活動できません。

Q 受講修了後、名刺に表記し

「Ｘ級フレグランスデザイ

「ジュニア⾹⽔ソムリエ®修

たいのですが？

ン修了」とお書き下さい。
（修

了⽣」とお書き下さい。次の

了順次、３級、2 級、1 級）

コースを修了し、認定試験に
合格した⽅は「⾹⽔ソムリエ
®

」とお書きください。

Q 講座修了後、活躍の場はあ

⾹料関係だけでなく、美容、 ⾹料関係だけでなく、美容、

りますか？就職できるので

ファッションなどの仕事に

ファッション、⽂筆業など幅

しょうか？

活かせる知識と技術を⾝に

広い仕事に活かせる知識と

つけることができます。ま

技術を⾝につけることがで

た、⾹りの教室を運営された

きます。また、⾹りの教室を

い⽅にはご相談に乗ります。 運営されたい⽅にはご相談
さらに、この学びにより、

に乗ります。この学びによ

⽇々の⽣活に潤いと豊かさ

り、⽇々の⽣活に潤いと豊か

を持って戴けると思います。 さを持って戴けると思いま
す。
Q9.講座終了後も勉強する

イベントを⽤意し、修了され

イベントを⽤意し、修了され

場がありますか？

た皆さまが継続的に⾹りに

た皆さまが継続的に⾹りに

接して頂ける場の提供を積

接して頂ける場の提供を積

極的に⾏っております。お気

極的に⾏っております。お気

軽にご参加下さい。

軽にご参加下さい。

Q 受講修了後、会員を継続し

ひきつづき会員としてご登録いただければ、コミュニティサ

ないといけないのでしょう

イトや各種イベントに参加ができます。

か？
Q 受講修了後、フォローやバ

テキストや副読本で学習を

引き続き会員にご登録いた

ックアップはありますか？

進めていく上で、わからない

だければ、コミュニティサイ

ことがございましたら、E メ

トやイベント時などにてフ

ールにてお問い合わせくだ

ォローいたします。

さい。テキスト内容を中⼼と
してご質問を承っておりま
す。
Q 受講修了後、⾹料や教材を

各講座修了後にライフワーク科に在籍いただければ引き続

継続して購⼊することがで

きご購⼊が可能です。教材の仕様は随時変更されます。

きますか？
Ｑ修了後次の受講まで時間

次の受講までの期間が１年以上開いた場合は、再⼊会してい

が開いた時、再度⼊会する必

ただく場合がございます。

要がありますか？
●試験について
☣

Q ⾹⽔ソムリエの認定試験

すべてのコースを修了した
後、⾹⽔ソムリエ®認定試験

は誰でも受けられますか

を受験できます。
Q 試験は有料ですか

修了試験は受講料の中に含

⾹⽔ソムリエ®認定試験は別

まれております。

途、有料です。

Q 修了試験に関して教えて

級の最後に修了試験があり

ください

ます。合格点に満たない場合

☣

は、再度提出していただきま
す。
Q 採点はどのように⾏われ

試験⽤紙回収後採点をいたします。

ますか？
Q 修了試験問題は持ち帰り

試験問題は採点後お返しします。

できますか？

フレグランススクールについての詳細はブログ記事
「パルファン

サトリ

フレグランススクール」のカテゴリでも紹介しております。

http://parfum-satori.com/blog/

➤「パルファン サトリ スクール」カテゴリ
２０１8 年度

