2019.7.28 限 定

エクスペリエンスセンター

EXPERIENCE CENTER

ヤング・リヴィング
Door Open 10:00 ～

エクスペリエンスセンター in OSAKA

Door Close 17:30（製品のご購入は 17:00 までとなっております）

セミナースケジュール（2F セミナーエリア①）※詳細は別紙参照
※敬称略
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11:00-11:30
かずみ てつや

12:00-12:30
本田 はる美

13:00-13:30
矢田 ゆみあ

14:00-14:30
中川 清裕

15:00-15:30
ヒカタ クニコ

16:00-16:30
川村 朋之

17:00

ワークショップスケジュール（2F セミナーエリア②）※詳細は別紙参照
10:00

10:30
10:30-11:00
奈香丹紫 稜子

11:30

12:30

13:30

14:30

15:30

16:30

11:30-12:00
福留 香織

12:30-13:00
中川 富美子

13:30-14:00
近藤 麻美

14:30-15:00
水竹 香名子
河野 ちずる

15:30-16:00
黒江 久美子

16:30-17:00
朝比奈 陽子

レインドロップテクニックスケジュール（3F）
10:30

10:00

12:00

10:30-12:00
永井 裕子

13:00
13:00-14:30
田中 良明

うれしい 3 つの特典

1

来場者全員プレゼント

来場者全員に、25 周年記念オリジナルステッ
カーとエッセンシャルオイル オレンジ 5ml を
プレゼント︕

2

新規会員登録＆ご紹介者

当日新規会員登録された方で 100PV 以上の YL
おトク便にお申込いただいた方にピューリフィ
ケーション 5ml ＆ アールシー 5ml、ご紹介者
にはウィンターグリーン 15ml をプレゼント。
登録をご希望の方は登録ブースへ︕

3

製品購入特典

当日 20,000 円以上の製品をご購入された方に、
ペパーミント 15ml とオーソイーズマッサージ
オイルをプレゼント︕
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EX P E R IE N C E C E N TE R

●会場 Map

3F WC
●レインドロップ テクニック

2F

●セミナーエリア②
「ワークショップ」

●セミナーエリア①
「セミナー会場」

各セミナーは先着順でのご案内となります。

1F WC
登録
ブース

出入口

試飲

●製品展示
ヤング・リヴィングの全製品を
お手に取ってお試しいただけます。
( 欠品製品はご用意がない場合がございます )

物販
＆
受付

アンケートにご協力ください
本日は、ご来場ありがとうございました。皆さまからのご意見をもとに、今後のイベントも
改善してまいりたいと考えております。ぜひアンケートにご協力をお願いいたします。

bit.ly/EC_Osaka

ヤング・リヴィング・ジャパン・インク 〒163-0232 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル32階 https://www.youngliving.com/ja̲JP
TEL : 0570-056-054 FAX : 0570-056-055 EMAIL : younglivingjapan@youngliving.com Young Living 2019 Printed in Japan #ECOS1906
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エクスペリエンスセンター

2F セミナーエリア① セミナー講師のご案内
「40
代からの臭活︕」かずみ てつや
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
11:00
11:30
6 月 28–日（金）18:00
– 19:00

E X P E R IE N C E C E N TE R

「私のお気に入りのエッセンシャルオイル使用法」
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
本田
はる美
12:00 – 12:30
6 月 28
日（金）18:00
– 19:00

自分自身が香害の元になっていたら︖
【内容】クリスタルボウルは水晶で作られてい

今まで数々試してきた美容法、健康法
【内容】クリスタルボウルは水晶で作られてい

ヤング・リヴィングの製品を使った臭活のスス
るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
メ。
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
●講師プロフィール
ましょう。
10 年前システムエンジニアという職業に見切
●講師プロフィール
りをつけ独立。ヒーラー、アロマセラピストと
して活動していく中、ヤングリヴィングに出会
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
い、本物のエッセンシャルオイルを知る。現在
に学び、1992
年結婚を機に「スティルルーム」
はアロマシェアリストとして活動中。
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008 年
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
コースを全国で開催。

「
「プレミアム･スターター･キットのオイルでリーディング
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
してみよう♪」
」矢田 ゆみあ
13:00 – 13:30
6 月 28 日（金）18:00
– 19:00
プレミアム・スターター・キットに入っ
【内容】クリスタルボウルは水晶で作られてい

るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
てる
11 種のオイルで簡単にできるアロマリー
ディングをお伝えします。
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
●講師プロフィール
ましょう。
2006 年よりライトワーカーとして始動＠ゆみ
●講師プロフィール
あ。2008 年よりヤングリヴィングのエッセン
シャルオイルを使って活動。光と繋がった人生
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
を実現する人間を増やすためにシェアリングを
に学び、1992
年結婚を機に「スティルルーム」
行なっています。
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
●ナードジャパン・アロマアドバイザー
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008
年
●ヒューマンデザイン・プロフェッショナルアナ
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
リスト
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
コースを全国で開催。

「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
「手話でオイルの名前を覚えよう」ヒカタ
クニコ
15:00
6
月 28–日（金）18:00
15:30
– 19:00
クリスタルボウルは水晶で作られてい
【内容】一般的に知られているオイルの名前を、
るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
JSL（日本手話）
、ヤングリヴィング社の本場
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
の ASL（アメリカ手話）にオリジナル手話を
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
同時に紹介
ましょう。

●講師プロフィール
●講師プロフィール
1 歳で高熱から抗生物質投薬により聴力を失う

ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
小学校から高校までを普通校で学び、1992
年
に大学卒業
に学び、1992
年結婚を機に「スティルルーム」
20 歳で ASL（アメリカ手話）を学ぶ
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008 年
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
コースを全国で開催。

るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
の中でも、最も効果を感じられて毎日簡単に取
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
り入れることができる、エッセンシャルオイル
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
を使った美容、健康法をお伝えします。
ましょう。

●講師プロフィール
●講師プロフィール
20 歳の時、子宮内膜症と卵巣嚢腫を発症し卵巣

ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
を１つ摘出する事になり、それをきっかけに自
に学び、1992
年結婚を機に「スティルルーム」
分の体と向き合い東洋医学、リフレクソロジー、
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
ヨガを学ぶ。その後エッセンシャルオイルと出
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008
年
会い現在は自宅サロンにて、アロマリフト ® セラ
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
ピスト講座や、フィトコスメの教室、セミナー
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
などを開きアロマシェアリストとして活動。
コースを全国で開催。
●英国
IFR.JHRS 認定 リフレクソロジスト

「若さを保つ５つの精油の働き」中川
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ 清裕
14:00
14:30
6 月 28–日（金）18:00
– 19:00
【内容】クリスタルボウルは水晶で作られてい
【内容】精油はなぜ私たちに若さを保たせる働

るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
きがあるのか︖ 20 年以上アロマテラピーに
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
携わって来た中で、最近発見した、最も重要な
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
オイルの働きの 1 つをご紹介。
ましょう。
●講師プロフィール

●講師プロフィール

メディカルアロマを教育する草分け的存在であ
る国際アロマテラピー学院の代表。沖縄から北
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
海道に至るまで学校が開催されるまでになり卒
に学び、1992 年結婚を機に「スティルルーム」
業生は 2000 名を超えている。ゲリー・ヤング
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
と出会い 20 年。精油の理論と精油を使って施
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008
年
術することにますますはまっている。
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
コースを全国で開催。

「ゲリー裏話、ここだけの伝説」川村
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ 朋之
16:00
6 月 28–日（金）18:00
16:30
– 19:00
エクアドルやアメリカのファームでと
【内容】クリスタルボウルは水晶で作られてい

るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
もに汗を流し、直接聞いた沢山の役立つ話、楽
しい話を伝えます★
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
●講師プロフィール
ましょう。
表参道と琵琶湖を拠点に、画家、アロマセラピ
ストとして色と香を研究。エクアドルにてゲ
●講師プロフィール
リーヤング博士から自然医療を習う。感情解放、
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
アートセラピー、クリスタルボウル音楽療法、
に学び、1992 年結婚を機に「スティルルーム」
星の研究等で活躍している。
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008 年
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
コースを全国で開催。

3F レインドロップテクニック 講師紹介
「レインドロップテクニック」永井 裕子
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
10:30
12:00
6
月 28–日（金）18:00
– 19:00
クリスタルボウルは水晶で作られてい
【内容】
●講師プロフィール

るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
エステティシャンとして働く中、エッセンシャ
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
ルオイルとの出会いがあり、レインドロップの
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
施術がしたい、と独立。自身のアトピー、喘息
ましょう。
ともエッセンシャルオイルと出会ってから、向
き合うことができ、現在に至る。現在は、サロ
●講師プロフィール
ンで感情解放のトリートメントを行いながら、
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
アロマシェアリストとしてアロマの使い方をお
に学び、1992 年結婚を機に「スティルルーム」
伝えしています。
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
●AEA 上級認定エステティシャン
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008 年
●ICAM アドバンストレベル 2 ビューティシャ
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
ン
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
●アロマリフト ® インストラクター
コースを全国で開催。
●臼井レイキヒーラー

「レインドロップテクニック」田中 良明
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
13:00
14:30
6
月 28–日（金）18:00
– 19:00
クリスタルボウルは水晶で作られてい
【内容】
●講師プロフィール

るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
2004
年ヤング・リヴィング・ジャパン入社。
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
社内でヤング・リヴィングの歴史を最も良く知
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
る人物。優しく穏やかで、その場にいるだけで
ましょう。
空気を和ませるマスコット的な存在。ゲリー・
ヤングから直接レインドロップテクニックの指
●講師プロフィール
導を受け、現在はトレーナーとして活躍中。
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
マイオイルはワイエルジョイ。常に持ち歩いて
に学び、1992 年結婚を機に「スティルルーム」
います。
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008 年
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
コースを全国で開催。
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2F セミナーエリア② ワークショップ講師のご案内
「アロマ＆チベット体操で心と体のバランスをとり
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
チャクラを整えましょう。」奈香丹紫 稜子
6
月 28–日（金）18:00
– 19:00
10:30
11:00

【内容】
チベット体操はヨガより簡単で体の硬
【内容】クリスタルボウルは水晶で作られてい

るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
い方やどなたでも容易にできる体操と瞑想です。
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
●講師プロフィール
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
ジュエリーコディネーターとして多くの女性の方
ましょう。
と関わりながらも本当の美しさとは何かを求め
●講師プロフィール
る中で人生を見つめ直す機会を得ることができ
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
た。それまで趣味だったヨガに没頭する中で心
に学び、1992
年結婚を機に「スティルルーム」
と体の深い関係性とチャクラを整えることの重
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
要性が分かり、更にエッセンシャルオイルを体
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008
年
に取り入れることで本質の美しさに出会い、本当の
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
豊かな人生を送るとは何かを知る事が出来た。
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
●アロマセラピスト
コースを全国で開催。
●ヨガインストラクター

「誰にも知られたくない化粧水
夏バージョン」
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
中川
富美子
12:30– 13:00
6 月 28
日（金）18:00
– 19:00
うるおいをたっぷり与えながら香りで
【内容】クリスタルボウルは水晶で作られてい

るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
も心を癒すオリジナルの精油ブレンドをつくっ
てみませんか︖一般に美肌のための精油は美容
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
の本で同じものが出ていますが、一般に気ずか
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
れていない、しかもヤングの精油でしかできな
ましょう。
い美容オイルを紹介します。

●講師プロフィール
●講師プロフィール
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的

メデイカルアロマを教育する草分け的存在であ
に学び、1992
年結婚を機に「スティルルーム」
る国際アロマテラピー学院の副代表北海道から
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
沖縄に至るまで学校が開催されるまでになり卒
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008 年
業生は 2,000 人を超える。ゲリー・ヤングと
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
の出会い２０年。
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
●国際アロマテラピー学院副代表
コースを全国で開催。
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ

6 月 28 日（金）18:00 – 19:00

E X P E R IE N C E C E N TE R

「アロマドーム」福留 香織
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
11:30 – 12:00
6 月 28 日（金）18:00 – 19:00
【内容】
アロマドームの使い方の説明、体験会
【内容】クリスタルボウルは水晶で作られてい

るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ

ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
●講師プロフィール

ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
子供の頃から自然派、本物志向の生活を続けて
ましょう。
おり、化学物質を避け、なるべく自然に近い暮
らしを心がけている。本物の自然の恵みである
●講師プロフィール
エッセンシャルオイルとの出会いをきっかけ
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
に、専業主婦生活
17 年の後、アロマサロンを
に学び、1992 年結婚を機に「スティルルーム」
オープンし現在に至る。
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008 年
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
コースを全国で開催。

「アロマが香るカップケーキ」近藤
麻美
「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
13:30
14:00
6 月 28–日（金）18:00
– 19:00
クレイクリームで作ったお花をデコ
【内容】クリスタルボウルは水晶で作られてい

るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
レーションして、アロマが香るカップケーキを
作りましょう。
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
●講師プロフィール
ましょう。
23 年看護師として臨床に従事し、心身を癒す
●講師プロフィール
ことの重要さを経験。その経験の中で補完代替
医療の中のアロマテラピーに興味をもち、学び
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
はじめる。現在はアロマを日々楽しく使うこと
に学び、1992
年結婚を機に「スティルルーム」
を模索し、形にしたいと日々研鑽している。
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
●ハーバリウムスペシャリスト資格講座講師
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008 年
●パイピングキャンドル ® 講師
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
コースを全国で開催。

【内容】クリスタルボウルは水晶で作られてい

るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
「アロマスイーツバスボムを作ろう♪」河野 ちずる 水竹 香名子
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
14:30 – 15:00
ましょう。
【内容】ポップで可愛いスイーツみたいなバスボム作り
●講師プロフィール
※材料に卵の成分が入りますので、『卵アレルギーの方は参加できません』
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
河野 ちずる 年結婚を機に「スティルルーム」 水竹 香名子
に学び、1992
看護師をする中で色んな病気の人と関わり、
数年前突如「紫外線アレルギー」を発症。
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
代替医療に興味が湧きマクロビオティックや、
市販の日焼け止めが使えくなり、それを機に
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008
年
アロセラピーなどを学ぶようになりました。
手作りコスメマスター講座を受講。同じ悩み
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
病気になってからではなく、いかに健康を維
を持つ人が多いことを知り、食・水・身体の
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
持していくのか︖ストレスの緩和・除去が大
ことに興味を持つ。
コースを全国で開催。
切かを実践し、お伝えしていくお手伝い。
●手作りコスメ講座受講
●アロマスイーツバスボム認定講師
●手作りコスメアドバイザー認定
●アロマ・フランス認定 クレイテラピスト
● aroma sweets bath bomb 認定講師

「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
「ルーナー
ノーブル」黒江 久美子
15:30
6
月 28–日（金）18:00
16:00
– 19:00
サヴィを使用したハリウッド make
【内容】クリスタルボウルは水晶で作られてい

るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
up
術を伝授します♪あたなも明日からハリ
ウッド女優になれるかも。
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
●講師プロフィール
ましょう。
山野愛子クリスティサロンやジョセフィン化粧
品にてフェイシャルエステ、ボディメイクを学
●講師プロフィール
び経験を積みました。現在はサヴィーでエキゾ
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
チックなメイクアップを得意として、ルーナー
に学び、1992 年結婚を機に「スティルルーム」
流ハリウッドメイクとして展開中。
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
●山野愛子どろんこ美容エステサロン 美容部
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008 年
員 license
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
●ロート製薬日本ジョセフィン社 ジョセフィ
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
ン化粧品 美容部員 license
コースを全国で開催。

「クリスタルボウル瞑想」萱野いずみ
「美しいボディラインに整える頑張らないメソッド」
朝比奈
6
月 28陽子
日（金）18:00
16:30 – 17:00
– 19:00
エッセンシャルオイルを使って身体を
【内容】クリスタルボウルは水晶で作られてい

るヒーリングに優れた楽器です。フランキンセ
整える方法を指導します。
１、身体の状態を知る。
ンスを使用し「クリスタルボウル瞑想」を行い
２、身体のメンタル的な緊張を取る
ます。神聖な存在である「本来の自分」に還り
ましょう。
●講師プロフィール
20
年ほど介護の現場で働いている中、介護の
●講師プロフィール
現状を改善したいという思いから、カイロプラ
ハーブやアロマテラピーをヨーロッパで本格的
クティックを勉強し、2015 年よりあさひカイ
に学び、1992 年結婚を機に「スティルルーム」
ロプラクティックを開業。いつまでも若々しく
を主宰。世界中のスピリチュアルな勉強会に参
健康美を保つために、施術だけでなく、自分で
加し、インドにて瞑想・真理を探求。2008 年
出来るセルフケア、運動指導を行っている。
より瞑想にハーブ、アロマ、クリスタルやクリ
●LEO メソッドインストラクター
スタルボウルなどを組み合わせたオリジナル
コースを全国で開催。

