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『大地の恵みの薬箱』 

☆ニュースレター	 Vol.6 

きっとあなたも私と同じ悩みを

抱えていませんか！? 

・そうです！毛穴です！ 
 
今、毛穴が０．３ミリ以上開いているとい

うあなたは要注意です！ 

 
毎年、夏の季節に相談に来られるお客様の

お悩みは、シミやくすみや日焼けの相談な

のに、なぜか今年は毛穴の相談が多いので

す！ 
 
という私も７月の後半あたりから異常に毛

穴が目立ち始め、さらに、たるみも上乗せ

されて、涙型に毛穴が開いているではあり

ませんか！ 
 

・これは大変！！ 

このまま涙型の毛穴を放置すると、ますま

す毛穴が広がって、ついには毛穴がくっつ

いて深いシワの原因になってしまうのです。 
 
この恐ろしい毛穴の広がりを見過ごすわけ

にはいけませんね！！ 
 
では、なぜ毛穴が広がるのか？！ 

 

それは意外なことが原因

になっていたのです！ 

 
１、	 冷たいものを飲み過ぎて胃腸の疲

れから毛穴が広がる 
２、	 部屋の中まで忍び寄る紫外線にう

っかり日焼けを許してしまい、乾燥

を引き起こし、お肌を守るために脂

が異常に分泌して毛穴が広がる 
３、	 洗顔のゴシゴシ洗いや角質ケアの

しすぎ、あぶらとり紙の使いすぎで

毛穴が広がる 
４、	 寝不足や不規則な生活習慣の乱れ

によって毛穴が広がる 
など、意外なことが原因になって、毛穴が

広がっていたのです。 
 

そんな毛穴が気になっているあなた
へ！！ 

 
もしまだ『Miwaikehataアロマオイル美容
液』を使ったことがない、というのなら、

ぜひこの季節から使い始めて欲しいので

す！ 
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なぜなら！保湿力が断然違うのです！ 

とにかく、塗ってみると、スッと馴染

んでお肌の奥まで染み込んでいき、その後、

長時間お肌の潤いを実感していただけるの

です。夜に塗ると朝までしっとりして、朝

に塗ると、夕方まで化粧崩れが気にならな

いのです！ 
 
すでにお使いいただいているお客様の生の

お声です！ 
・お肌が変わる！ 
・しっとりと朝まで潤いがキープされる。 
・スッと馴染んでベタベタしない。 
・化粧崩れがなくなった。 
・毛穴が目立たなくなった 
・お肌がもちもちする 
まだまだ、他にも嬉しいメッセージをたく

さん頂いております！ 

 

その一滴の雫があなたのお肌を

変えてくれます！ 

 
Miwaikehataがプロデュースしたこのアロ
マオイル美容液には、絶対に皆様にご満足

していただけるように、たくさんのこだわ

りを詰めこんでおります。 
 
このお値段でこれほどの効果の高いものを

よく作れたね！なんて、嬉しい反応もプロ

の美容家さんたちからも言われるぐらいこ

だわっております！ 

私のことを信用してくださる皆様に本物を

お届けしたい！！という気持ちから、広告

費などに余計な経費を一切かけずに、この

ニュースレター会員様と、その皆様の口コ

ミだけでこの商品の良さを広げていただい

ているからこそ、このお値段でチャレンジ

できるのです！ 
 
だから、使ってみて効果が実感しないとい

う方には、いつでもすぐにお肌をお見せし

ていただき、カウンセリングを行います。 
 
その上でお肌に合わないようでしたらすぐ

に無償でご返金させていただくこともでき

ます。 
 
だから、安心して皆様お買い上げいただい

ているのです！ 
本当にありがとうございます！ 
 
そ ん な 感 謝 の 気 持 ち を 込 め て

『Miwaikehataアロマオイル美容液』 

年に一度だけの限定３００本の

大バザールをお届けいたします。 

なお、お申し込みの先着２０名様

へは更に美肌や毛穴ケアによく効く青汁 
１０日分お試しセットをプレゼントさせて

いただきます！ 
また今回はニュースレター会員の皆

様にのみ無料サンプルのご用意

がございます。（お申し込みは FAXご
注文票をご覧ください） 
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この万能ぶりがすごい！ 

 
本物のこだわりはここが違う！ 
高機能オイル美容液 
 
Miwaikehataの商品開発には成分のブレン
ド力に徹底的にこだわり抜いてます。 
 
２２種類の植物性由来の天然素材や海藻エ

キスをブレンドしたこのアロマオイル美容

液は、体の酸化を抑制するビタミン Eや、
お肌の皮脂に似た成分など、保湿効果があ

る成分や、皮膚を柔らかくするエモリエン

ト効果に優れた成分を厳選しております。 
 
そのブレンド力があるからこそお肌にス

ッと馴染み、どんどんと皮膚の奥底まで浸

透していくのが実感できるのです。 
 
そして、これ一本で美容液として毛穴ケア

から美白ケア、保湿ケア、角質ケアなど、

美しさの可能性を広げてくれるのです。も

う一度使うと手放せなくなりますよ！ 
 
お肌に美容成分が奥深くなじみ、それと同

時に天然のバラの女王と言われるダマスク

ローズのアロマの香りが脳にダイレクトに

刺激を送って、毎日のスキンケアが心に幸

せな気分を届けてくれるのです。 
 
今回はニュースレター会員の皆様に

のみ無料サンプルのご用意がご

ざいます。（お申し込みはFAXご注文
票をご覧ください） 

 

大人気キャンペーン！

今回は年に一度の限定

３００本の大バザールです。 
『Miwaikehata アロマオイル美容液	

No,42』  20mL	 ７，５００円（税別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

キャンペーン有効期限 H28,9.30 

お試し 
１本	 １０％オフ	 ６，７５０円（税別） 
 
おまとめ買い 
３本	 ２０％オフ	 １８，０００円（税別） 
（１本あたり 6,000円） 
 
５本	 ２５％オフ	 ２８，１２５円（税別） 
（１本あたり 5,625円） 
 
１０本	 ３０％オフ５２，５００円（税別） 
（１本あたり 5,250 円）一本	 ７５００円
（税別） 
ら通常一本	 ７５００円（税別） 
のところ 

Miwa  Ikehata
ハイライト表示

Miwa  Ikehata
ハイライト表示
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今月のアロマテラピーはこちら！	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
 
なんで今年は 
これほど暑かったのか！？ 
 
と思うほど、本当に厳しい夏でしたね！ 
 
冷たいものを食べ過ぎたり、飲みすぎて胃

腸に疲れを感じているという相談が今は、

とても多いですね。 
 
皆様は、そんな夏のお疲れを感じていませ

んか？大丈夫でしょうか？ 
 

そこで！今回の 
美 調 香 ア ー テ ィ ス ト	

Miwaikehata(ミワイケハタ)の
夏の胃腸の疲れにおすすめアイテムは！ 

ソルマック 

ブレンドアロマトリートメントオイル！ 
 
食欲にムラが出たり、消化器に不調がある

方にオススメのブレンドです。 
 
 

 

 
お腹の周りにはリンパが沢山あります！ 
 
アロマトリートメントでソルマックマッサ

ージをして元気な胃腸を作りましましょ

う！！ 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
【作り方】 
 
[材料]                 
マカダミアナッツ油	 	 	 	 ２０mL 
	 	 	 	 	 	 	    
精油	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   4滴 
   
キャリアオイルに、お好みの精油を混ぜ合

わせるだけです。 
 
[Miwaikehataおすすめブレンド] 
 
ジンジャー	 	 	 	 	 	 	 	 ２滴 
スイートオレンジ	 	 	 	 	 ２滴 
	  
 



アロマライセンスカレッジ大阪校、副学院

長の大津さやかです。 

 

痛みや認知症にも？！ 

タッチングの素晴らしい効果をご

存じでしょうか？ 

 

「触れる」ことはココロにもカラダにも良い

影響をもたらします。 

タッチングは、あなたの愛するパートナーや、

ご家族、ご友人みんなが笑顔になり、幸せな

気持ちが広がります。 

 

昔から「手当て」といわれているように、 

・お母さんに触れると泣き止む赤ちゃん 

・子供のころ、痛いところをさわってもらう

と治った 

・大好きな人に触れていると安心する 

・落ち込んだときなどに、そっと背中をなで

られたりすると気持ちが楽になった 

こんな経験ありますよね？ 

 

「触れる(タッチング)」という行為、 

私もお客様への施術を通してたくさん経験し

てきました。 

タッチングをすることにより、言葉とはまた

違うコミュニケーションが生まれ、愛情や安

心感という心の安らぎへとつなげてくたり、

心を通わせることができるのです。 

 

そこには、「皮膚と脳」との大きな関係性があ

ります。 

実は、皮膚は露出した脳といわているのです。 

「皮膚と脳」はもともと同じ細胞からできて

いて、密接に関わっています。 

なので、皮膚をなでるのは、脳をなでるのと、

同じことと言えるのです。 

最近では、「触れること=タッチング」の効果

についての研究が進み、タッチングによって

痛みが和らぐことのメカニズムが解ってきま

した。 

 

その１つが、「オキシトシン」というホルモン

が分泌する事です。 

オキシトシンは別名「愛情ホルモン」「癒しホ

ルモン」「安静ホルモン」などと呼ばれており、

親しい人に体に触れられた時などに分泌され、

体内に広がります。 

その癒し効果はとても大きく、関節の痛みや 

日ごろのストレスを大きく和らげてくれるこ

とが分かっています。そのため、医療機関な

どでは、痛みやストレスを抱える患者さんを

対象に背中などをさすってあげる「タッチケ

ア」が注目されています。 

ほかにも、認知症の徘徊が減ったり、血圧が

下がる、筋肉の若返り、子供の学習能力の向

上など、触れることで出るホルモン「オキシ

トシン」の可能性はとても大きいのです。 

・面白い実験もあります。 

ご夫婦やパートナー、はたまた同性のお友達

で 5 分間ハグ。  

唾液中のオキシトシン濃度を測定した結果、  

ご夫婦やパートナーはもちろん、同性のお友

達同士でもオキシトシン濃度が平均 30 数％

アップしたのです！ 

今まで以上に、仲良くなれちゃいますね。 

ハグなんて恥ずかしい・・・そんな方は、肩

凝りマッサージやハンドマッサージなどをし

合ってもいいですね。 

さらに、嗅覚からダイレクトに脳に伝わる、



アロマを使うと、癒しやリラクセーション効

果がとても大きくなるのです。 

意外なことに、トリートメントを行う人の

方が、トリートメントを受ける人よりも「愛

情ホルモン」がたっぷり溢れるのです。 

そして、トリートメントの中でも、ハンドト

リートメントは「タッチングの入り口」とも

いわれ、とても簡単にできます。 

① お子様とのコミュニケーションに 

② ちょっと家族やパートナーが疲れている

時にマッサージできるといいなぁ 

③ 人の身体に触れたりしたことがない 

④ トリートメントって興味はあるけれど、

どんな感じ？ 

というあなたは、１Day 講座へ！ 

 

 

１Day アロマハンドトリートメント講座 

  

①アロマテラピーについて 

②ハンドケアに使用する精油と基材 

③ハンドケアを行う際の注意事項 

④ハンドトリートメント実習 

120 分 6,500 円 

開講スケジュール 

10 月 3 日（月）、12 日（水）、18 日（火） 

28 日（金）／13：30～15：30 

※2名様以上でお申込みの場合、日程リクエス

トが可能となります。お友達同士で楽しくプ

ライベートレッスンが受けていただけます。 

お友達同士でお得！グループ割引 

2名様以上 1人 5,800円 

3名様以上 1人 5,200円 

今月の香りのプレゼント♪ 

ニュースレターに同封の香りのシートで大地の恵み

の香りをあなたにお届けします。 

 

アロマセラピスト Sayakaが選ぶ 

今月の大地の恵みの香り   

～サイプレス～ 

大地の恵みがふんだんに詰まった植物の香りのパワーをご

存じですか？ 

植物の香りは私たちのココロやカラダを癒し、細胞を元気に

してくれます。 

サイプレスは古くから、死の悲しみや恐れを乗り越える強さ

を与える神聖な木として重宝されていました。 

サイプレスはヒノキ科の針葉樹です。その香りはヒノキ風呂

というと分かりやすいでしょうか？私たち日本人にはどこ

となくなじみの深い香りです。 

ウッディで爽やかな森の中で森林浴をしているような気分

になります。 

ココロへのアプローチ 

・心を落ち着かせて浄化する 鎮静効果 

・呼吸を深くする 

・怒りを和らげる 

カラダへのアプローチ 

・免疫力を高め、咳や喘息を抑える 

・体内の水分調整・・・老廃物の排泄、むくみ、セルライト 

・ホルモンバランス調整・・・月経前症候群、月経不順、   

更年期の不調に役立ちます 

・肌の引き締め 

 

香りのシートを取りだし、ゆっくりと深呼吸をしながら香り

をお楽しみください。 

まるで森林の中にいるような透明感のある香りに包まれる

と、穏やかな気持ちを取り戻し、心を落ちつけてくれます。 

サイプレスはマイナスの感情や不要なものを洗い流してく

れます。変化を恐れず、これから新しい道を開いていく  

あなたにパワーをもたらし、前向きに人生の流れに乗って生

きていく助けをしてくれるのです。 

 



アロマ生活を楽しもう♪

セミナー内容 クラフト内容 受講料

9月10日（土） 女は夏に老ける！夏のダメージリセット アロマde炭酸パック 1,000円

9月16日（金）
夏のダメージリセット第2弾！

ムーンサイクル★毒だし浄化セミナー
デトックスボディオイル 1,000円

9月20日（火） 代謝アップセミナー
アロマで代謝アップ

バスボム
1,000円

9月29日（木） 女性ホルモン大放出♪おっぱいマッサージ
女性ホルモンアップ

ボディクリーム
1,000円

10月3日（月）
肌育セミナー
秋の乾燥対策

アロマ　美容オイル作り 1,000円

10月12日（水）
植物のチカラ

ハーブを楽しむ秋
手作り化粧水も作れちゃう♪

ハーブティンクチャー作り
2,000円

10月18日（火） 秋のメイクアップセミナー 潤艶リップバーム 1,000円

10月28日（金）
ハンドメイドで

上質なライフスタイル
ハーブ石鹸作り 1,000円

120分

6,500円

　　　　　　

１day 美容講座＆アロマレッスン　開講スケジュール　

アロマライセンスカレッジ大阪校
大東市北楠の里町27-19（JR四条畷駅より徒歩3分）
ご予約・お問い合わせは電話またはメールまたはラインにて受付
（担当：大津まで）
TEL：072-878-0110　MAIL：aroma@hakko-g.co.jp
LINE＠ID：＠elk0939l

イイオンナ★オータムパーティ

11月7日（月）

※詳細は後日お知らせいたします

10月3日（月）
12日（水）
18日（火）
28日（金）

ハンドトリートメント講座  (13:30～15：30）

①アロマテラピーについて　②ハンドケアに使用する精油と基材
③ハンドケアを行う際の注意事項　　④ハンドトリートメント実習

11：00～12：30（90分）　各回完結

内容は変更になる場合がございます、ご了承ください。 

 



 

コンサルテーション→アロマボディトリートメント→ヒーティング＋ヘッドマッサージ 

コンサルテーション→クレンジング→角質ケア→美白マッサージ→ビタミン艶肌

パック→アロマデコルテマッサージ→アロマオイル美容液 

コンサルテーション→アロマボディトリートメント→フェイシャルトリートメント 

（コンサルテーションの上、その日の状態に合ったお手入れをさせていただきます） 

アロマライセンスカレッジ大阪校 併設サロン 

1日 1組様限定 

営業時間：10：00～20：00 

定休日：不定休（お問合せ下さい） 

ご予約・お問合せは 

072-878-0110 もしくは 080-8314-1308（担当：大津）まで 

Ｍenu 

60 分 ￥15,000 

90 分 ￥22,500 

※VitaRosa のお客様は初回 30％オフにて受けていただけます 
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（コンサルテーションの上、その日の状態に合ったお手入れをさせていただきます） 

アロマライセンスカレッジ大阪校 併設サロン 

1日 1組様限定 

営業時間：10：00～20：00 

定休日：不定休（お問合せ下さい） 
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60 分 ￥15,000 
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※VitaRosa のお客様は初回 30％オフにて受けていただけます 




