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EXPO限定販売製品

ご注文方法

製品注文エリアのパソコンおよびお手持ちのスマートフォンよりご注文いただけます。注文後１時間を目安に受取所へお越しください。

新製品

人気の製品を通常の約10～15%OFFで販売中。

YL製品をEXPO特別価格で販売!

購入者特典

日本限定のAPACコンベンション
お得なチケット販売! 当日会場にて新規登録

されると紹介者と
ゲストの方に

登録特典

イルミンアイズ
オリーブ
エッセンシャルズ

サヴィー ミネラルズ
リップスティック
アイ デアー ユー

ライフ9
ニンシア
ドライウルフベリー

クールアズール
クリーム

ブレンド
エッセンシャルオイル
25 イヤーズ ヤング

サテンミント
フェイシャルスクラブ

YL ロールオン
ボトルホルダー

25Years
キーチェーン

ガチャガチャ ラベンダーファーム
ネイルファイル（10個セット）

YL ロゴ入り
サシェ缶（5個セット）

200PV以上のご注文で
1つGET

レインドロップテクニック 
キットを買うと1つGET

ロールオン製品を
2つ買うと

専用ホルダー1つGET

税込み20,000円以上の
ご購入毎に「ハズレなし」

のガチャガチャ

税込み10,000円以上のご購入
で25Yearsキーチェーンを

１つGET!

10～15％

OFF 2020年3月27日～30日！
アジア・パシフィックならではのエキサイティング
なイベントや催し物、ワークショップなどが盛り沢
山。お得なチケットをお見逃しなく！！

オーソィーズマッサージ
オイルと
オレンジ5mlを
プレゼント！

会場限定
販売製品

会場限定
販売製品 新製品

新製品

新製品 新製品

新製品新製品

ヤング・リヴィング25周年を記念して、創設者ゲリー・ヤングが歩んだ軌跡を振り返り、これからのヤング・リヴィングの展望を
感じるEXPO。新製品を含むヤング・リヴィング製品を全てご覧いただけるのはもちろんのこと、

自社農場からファームマネージャー、アロマヨガの創始者、国内で活躍されているヤング・リヴィングの会員講師を
お招きしています。なりたい自分の新習慣『アロマルーティン』を発見する旅を心ゆくまでお楽しみください。

今年のEXPOは入場無料！
ご来場いただいた方全員に、ラベンダーオイル5mlをプレゼント！

サンシャインシティ 展示ホールB（文化会館４F）

11/16（土）,17日（日）
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製品展示

アロマルーティンルーム

ワークショップ

農場コーナー

基金コーナー

セミナーA
セミナーB

製品展示

フィットネス

更衣室

更衣室

ステージ

コインロッカー

セミナー
受付

キッチン

リビング

バスルーム

蒸留器

ゲーム機

ワークショップ受付

フィットネス
受付

■ フィットネス
トレーシー・グリフィスを始め、人気のインストラクターによるセッショ
ンにぜひご参加ください。初めての方も大歓迎です。新たなエッセン
シャルオイルの可能性にきっと出会えるはずです。

※ヨガマットの貸し出しあり。着替え、タオル、お水などはご
自身でお持ちください。
※更衣室スペースをご用意しておりますので、お着替えを
お持ちの方も気兼ねなくご参加いただけます。
※当日ブース前にて参加申込みを承ります。
※各回定員30名

■ アロマルーティン ルーム
会場内に巨大なアロマルーティンルームが登場。
その日から日々の生活に取り入れられるアロマ
ルーティンのヒントが散りば
められています。それぞれの
テーマに沿ったワークショッ
プをお楽しみくだい。
※立ち見のみとなります。

■ YL基金コーナー

基金ゲームコーナー

ヤング・リヴィング基金では、世界各地で助けを必要と
する子供たちが将来に希望を持てるよう長期的なサ

お楽しみください。ご利用料金は全額YL基金に寄付さ
れてます。

■ ワークショップ

製品注文時にも募金ができます

すぐにご活用いただけるエッセンシャルオイルを使った
ワークショップを開催いたします。
※当日ブース前にて参加申込みを承ります。 ※各回定員16名

■ セミナーA・B
ハイランドフラット農場よりブレッ
ド・パッカーが、コナ サンダルウッド
植林プロジェクトよりジャスティン・
リーが来日。その他、人気講師による
セミナーをお楽しみいただけます。
※当日ブース前にて参加申込みを承ります。
※各回定員50名

■ 製品展示
Seed to Sealプロセスを厳守し、自
然の恩恵をそのままに詰め込んだ
一滴にぜひ触れてみてください。
「世界を変える一滴」と自負する理
由を感じていただけるはずです。

植物の恩恵をそのままに、1滴のオイルへと詰め込んだヤング・リヴィングのピュアな
エッセンシャルオイルをぜひご体感ください☆

トイレは会場の
外になります。

会場MAP

受付

インフォメーション

ニンシアバー

クローク

登録コーナー
ガチャコーナー

物販

KIDSスペース

創設者ゲリー・ヤングの歴史

■ 製品注文 PCエリア

■ 登録コーナー
ゆっくり休みながら新規会員登録が
出来るエリアです。

現在グローバルでキオスクを使った
製品注文を行っており、今回日本でも
導入することが決定しました！
※スマートフォンからもご注文いただけます。

■ 注文製品受け取り所
ご注文製品のお受取りはこちらで。
製品注文後1時間を目安にお越しください。

■ ガチャガチャコーナー
物販で20,000円ご購入毎に（合算不可）素敵な
製品が当たるガチャガチャが1回まわせます。
ローズ、メリッサも入ってます！！
ハズレなし！是非お越しください！

■ 農場コーナー
「Seed to Seal (種の選定
から製品化まで）」目の前
に広がる農場の光景や、
ミニ蒸留器の実演を間近
でお楽しみください。

■ ニンシアバー
ニンシアレッドのショットやスムージー、ニンシアジング、
スリークバーをご用意しております。
※有料
※無料クーポンをお持ちの方はご提示ください。

■ クイズラリー答え合わせ
クイズラリーの答え合わせはこちらのカウンター
で。当たった方にはニンシアショットをプレゼント
いたします！

■ 創設者ゲリー・ヤングの歴史
今年はヤング・リヴィング創立25周年。
ゲリーの半生を描いた動画を是非ご覧ください。

クイズラリー
これはなんの香り？人気のブレンドオイルや、
他社製品との比較など、普段お使いいただい
ている製品を当ててください。1問でも正解さ
れた方にはニンシアショットをプレゼント！
全問正解された方は、ガチャガチャにも挑戦
いただけます。

クイズラリーでニンシアショットをGetしよう!!
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クイズラリー
答え合わせ

ジ ャ パ ン ・ エ キ ス ポ



SPECIAL GUEST

INSTRUCTOR

YL STAFF

数々の困難を乗り越えて、2013年に新しい蒸留施設が
完成。ブレットは、オープン当時からここで農場長を任
されています。ボイシ州立大学で植物学を勉強後、エク
アドルのフィンカ・ボタニカ農場にてゲリーから直接｢
Seed to Seal｣製品基準の農法や蒸留法を学びました。
EXPOではミニ蒸留器でのデモンストレーションやゲ
リーとの秘話などもお話していただきます。

ブレット・パッカー
ハイランドフラット森林農場＆蒸留施設
ファームマネージャー

力強い地球のエネルギーが溢れるハワイ島の丘で、生態系を
維持し自然を敬い大切にするという信念のもとサンダルウッ
ドを育てています。EXPOではプロジェクトの取り組みやサ
ンダルウッドの特徴と他との違いについてお話していただき
ます。
『ハワイ島でお会いしたことのある方もそうでない方も、
EXPOでお会いできることをとても楽しみにしています。』

ジャスティン・リー
ハワイ島コナサンダルウッド植林
プロジェクト プロジェクトマネージャー

マッサージプラクティショナー、ヒーリングプラクティ
ショナー、ドリームコーチとして23年のキャリアを持
ち、自身の人生を豊かに成長させながら、自分の受け
た幸運を惜しみなく人々にシェアし続けています。健康
を自分で作っていきたいと願う全ての人に、自然な方法
で健康を取り戻すことを手助けするAroma Yoga®を是
非体験してください。

トレーシー・グリフィス
Aroma Yoga®創始者 
ヒーリングプラクショナー ドリームコーチ

原田 瞳　
アロマセラピスト＆ス
ピリチュアルライフ
コーディネーター
㈱クラルテ代表取締役
/アロマボーテ表参道
店主宰/ソワンソワン青
山校主宰

YLアロマライフによる愛と豊かさを叶
えるHAPPYアロマ開運法。あなたのマ
インド（思考、感情、魂）をクリーニン
グさせ、あなたの可能性溢れるヴィジョ
ンを一緒に呼び覚ましましょう︕

「あなたの望む人生を叶える︕
スピリチュアルアロマ講座」

中川 清裕・富美子 
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
から北海道に至るまで
学校を開催。卒業生は
3000名を超えている。

精油はなぜ人の心と体に働くのか︖香り
と精油の構造から学びます。エッセン
シャルオイルが働きかける力を、個々の
体質にあったオイルを見つける方法をお
話しします。

「あなたがもっと輝く
精油を見つける︕」

川村 朋之
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。ゲリー・
ヤングから自然医療を習
う。感情解放、アートセラ
ピー、クリスタルボウル音楽
療法、星の研究等で活躍。

「備えあれば憂い無し」出来る範囲
で、常備しておきましょう。

「震災、災害時に
利用できるアロマ」

赤星 美有
株式会社ORYZAE 代
表取締役 アロマ行動
心理コンサルタント
ソウルカラーコーチ

情熱的に生きて夢を叶えるために、まず
自分を愛していなければ、他人軸の夢だ
と気づかず願望実現してしまいます。ア
ロマとカラーで自分を愛し、本当の夢を
叶える方法をお伝えします。

「アロマ×カラーで自分を愛し、
本当の夢を叶える方法」

矢田 ゆみあ
2006年よりライトワー
カーとして始動。ナード
ジャパン・アロマアドバ
イザー。ヒューマンデ
ザイン・プロフェッショ
ナルアナリスト

プレミアム・スターター・キットに入って
いる11種類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。

「プレミアム・スターター・キットの
オイルでリーディングしてみよう」

田中 良明　
2004年ヤング・リヴィング・ジャパン入社。ヤング・リヴィン
グの歴史を最も良く知る人物。ゲリー・ヤングから直接レイン
ドロップテクニックの指導を受け、現在はトレーナーとして活
躍中。マイオイルはワイエルジョイ。常に持ち歩いています。

ゲリー・ヤングが開発したレインドロップ・テクニックのデ
モンストレーションをします。ぜひ間近でご体感ください。

「レインドロップテクニック」

良知 美恵子　
大手広告代理店や化粧品会社を経て2007年ヤング・リ
ヴィング・ジャパン入社、製品トレーナーとして日本各地で
セミナーを開催している。メディカルスーパーフードRxアド
バイザー、日本エステティック協会認定エステティシャン

ライフ-9とその働きのご紹介
「腸活︕驚くべきメリット」

その驚異的な栄養素についてご紹介
「ニンシアレッドの秘密」

かずみ みゆき
10年以上のキャリアを
持つアロマセラピストで
あり、AROMA LIFT®テ
クニッククリエイター。
日本や東南アジアを中
心に1300名を超える認
定セラピストがいる。

世界中に実践者がいるエッセンシャルオ
イルを用いた全く新しいリフトアップテ
クニックAROMA LIFT®そのクリエイター
がお伝えしたい、美しく健やかに年齢を
重ねるためのエイジングケア。

「アロマリフト®と40代からの
健やかなエイジングケア」

長門石 侑樹
調理師専門学校を卒業後、5
年間のお蕎麦修行を経て、自
宅カフェ「コバコ食堂」をオー
プン。アロマセラピスト・薬膳
アロマフードコーディネー
ターとしてTVやラジオにも出
演し、講師としても活動中。

ヴァイタリティシリーズのエッセンシャル
オイルを使った薬膳料理のご紹介。

「秋から冬の体を整える
アロマと薬膳」

気軽にできるロール＆リリースをご紹介
「ロール＆リリース体験」

Day1 : 11/16 （土）

※セミナー、ワークショップ、フィットネスは、各ブース前にて参加申込を承ります。
※スケジュールやセミナー内容は予告なしに変更となる場合がございます。

敬称略

JAPAN EXPO 2019スケジュール表

Day2 : 11/17 （日）

良知 美恵子10:30-11:15 中川 清裕・富美子12:00-13:00 ブレット・パッカー13:30-14:30 トレーシー・グリフィス15:00-16:00
ルートチャクラの浄化法ハイランドフラット農場からバルサムファーと

スプルースあなたがもっと輝く精油を見つける！腸活！驚くべきメリット

トレーシー・
グリフィス10:30-11:30

Aroma Yoga®

OKAMOTO
YUKO12:00-13:00

アロマヨガ チャクラを整えて

小野 美保13:30-14:30
AROMA MOON YOGA

日吉 朋子15:00-16:00
美BODYシェイプエクササイズと
アロマで美習慣

宇高 春奈16:30-17:30
あなたが再誕生する
魂が目覚めるREBIRTH YOGA

三宅 麻里10:30-11:30
手作りアロマリップ作り♪
ワンコの肉球クリームにも♪

高橋 博美13:00-14:00
チャクラバランシング

出井 友紀 14:15-15:15
心と身体を健康に導く（ライトボディ
覚醒アロマヒーリングのすすめ）

平楽 桂代15:30-16:30
YLアロマオイルでディフューザー作り

矢野 香衣 16:45-17:45
アロマカードでライヴ感 リーディング、
ジャバジャバ使おう精油でステージアップ

原田 瞳11:00-12:00 ジャスティン・リー12:30-13:30 川村 朋之14:00-15:00 16:00-17:30
レインドロップテクニック デモンストレーション震災、災害時に利用できる救急アロマ ハワイ島の秘宝 ハワイアンサンダルウッドあなたの望む人生を叶える！ スピリチュアル

アロマ講座

田中 良明　

良知 美恵子10:30-11:15 かずみ みゆき12:00-13:00 赤星 美有13:30-14:30 ジャスティン・リー15:00-16:00
ハワイ島の秘宝 ハワイアンサンダルウッドアロマ×カラーで自分を愛し

魂からの本当の夢を叶える方法
アロマリフト®と40代からの健やかな
エイジングケアニンシアレッドの秘密

トレーシー・
グリフィス12:00-13:00

Aroma Yoga®

川又 千華15:00-16:00
ヴァラー骨盤調整ヨガ®
～自宅で簡単self調整～

田中 良明10:30-11:30
足裏だけでオイルの癒やしを気軽に
実感「ロール＆リリース体験」

平松小百合・
大山祥子 10:15-11:15

一日を創る☆アロマで簡単！
毎日10分セルフヒーリング

根来 有香利 11:30-12:30
婚活仲人 ユカリ縁
人は香りで恋をする

栗原 祥子 12:45-13:45
誰でもどこでもできる
アロマで椅子ヨガ

藤崎 汐14:00-15:00
アロマクレイ

寺田 公男15:15-16:00
整体師の観点からアロマの身体への
作用や即効性を体感するWS

澤田 早織11:00-11:30
自分の宇宙と繋がる毎日10分の
アロマ習慣

梅原 美奈12:30-13:00
アロマでライフシフト! 
幸せで豊かな人生へ

青木 翔14:00-14:30
ニューロオリキュラテクニック

鎌田 起世美15:30-16:00
香りでわかる
貴方だけの魔法の夢の叶え方

中西 リサ10:30-11:00
怒りの感情コントロールと
アロマケア

山根 恵12:00-12:30
あなたらしさが輝く!
魅力が開花するアロマアクセサリー

早川 佳宏13:30-14:00
家族の運氣を上げる
開運アロマ®

小山 里穂15:00-15:30
ワンコとアロマ
日常のケアと緊急時のマインドセット

玉置 里美　10:30-11:00
栄養たっぷり
アロマランチボックス！

中野 光恵 11:30-12:00
和食とアロマクッキングで
綺麗と健康を手に入れる！

持田 いづみ13:00-13:30
アロマでつながる
ダンス ワークショップ

杉山 和樹14:30-15:00
アロマと乳酸菌で腸内美人

門倉 美紀11:00-11:30
プロテクションヒーリングと
対応オイル

大園 麗花12:30-13:00
10エレメンツ陰陽五行アロマで
セルフヒーリング

広瀬 依子14:00-14:30
 アロマで磨く自分の中の
起業家マインド 

今中 真美15:30-16:00
簡単セルフ整体つき♪
腸＋アロマde超元気！

舟山 萩恵17:00-17:30
ペットとのアロマライフ入門編

諏訪 美奈子12:00-12:30
アーユルヴェーダ
エッセンシャルオイル

酒井 香江13:30-14:00
心身魂の解放で自由で光輝く
本当の貴女になるアロマ

臼田 三良16:30-17:00
漢方、振動医学とアロマオイルの
関係性

橋本 桂子13:00-13:30
薬膳とアロマで女子力アップ！
五行のパワーでエイジングケア

三井 智香子14:30-15:00
貴女が幸せに輝くアロマからの
メッセージを受け取る方法

岡田 あかね16:00-16:30
最『香』 アロマチョコレート

志村 麻美 17:30-18:00
アロマクッキング 「韓国料理編」

矢田 ゆみあ11:00-12:00 ブレット・パッカー12:30-13:30 長門石 侑樹14:00-15:00
秋から冬の体を整えるアロマと薬膳ハイランドフラット農場から

バルサファーとスプルース
プレミアム・スターターキットの
オイルで リーディング
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MINI SEMINAR
門倉 美紀
アロマ歴は長く、エネル
ギーワークとプロテクショ
ンヒーリングを行う。
YL製品の良さを広げるた
め、活動中。

エネルギーワークの基本とプロテクションヒーリング
についてお話しします。

プロテクションヒーリングと
対応オイルについて

小山 里穂
ヤング・リヴィング歴9年。
エッセンシャルオイルを
使って家族やペットをケア
する方法を、母親、主婦目
線で伝える。

12歳のワンコが手術をした時の体験談です。病気が見
つかる前の日常的なケアから、手術、術後の飼い主が
できるケアについて。

ワンコとアロマ 日常のケアと
緊急時のマインドセット

玉置 里美
兵庫県西宮市で、料理教室
を主宰。季節ごとに、食品
添加物オイルを使った料理
教室を開催し、大好評。

エッセンシャルオイルを使った美味しくて簡単に出来
るレシピをご紹介します。

栄養たっぷり
アロマランチボックス︕

諏訪 美奈子
セラピスト歴20年以上。
アーユルヴェーダ歴16年。
インドでサイババに会う。

アーユルヴェーダの体質別、オイルの使用方法。

アーユルヴェーダ
エッセンシャルオイル

大園 麗花
バ ース ア ロ マ カ ウ ン セ
ラー・四柱推命鑑定士とし
て活躍。著書に『自由な女
の生き方』

陰陽五行に基づいた10エレメンツであなたに今必要
なアロマがわかり、身体、感情、精神を整えるセルフ
ヒーリングができます。軽やかに自分らしく生きる秘
訣をお伝えします。

10エレメンツ陰陽五行アロマで
セルフヒーリング

志村 麻美
スピリチュアルマインドと
香りのアドバイザーとして
東 京桜新町でサロン・ス
クールmahinapihaを主
催。YLの出会いによる変化
を多くの人に伝えるため
活躍中。

日本のお家にある食材でできる簡単韓国家庭料理を
ご紹介。食品添加物オイルを使ってさらに身体も心も
豊かになれる秘訣をお伝えします。

アロマクッキング
「韓国料理編」

杉山 和樹
食とアロマテラピーのサロン
「六本木ラベンダーヒル
ズ」主宰。
おから料理研究家。元ラジオ
番組制作ディレクター
宅地建物取引士

この秋発売のライフ9の乳酸菌やビフィズス菌などの
腸内細菌の働きと、ヴァイタリティを中心にアロマの
コラボレーションを紹介します。

アロマと乳酸菌で腸内美人

中西 リサ
13年間ホテルマンとして勤
務した後、38歳でナースに
転身。現在は起業し、コン
サルやイベントを行う。開
催するイベントはいつも満
席に。チョコと梅干しとア
ジアリゾートが大好き。

怒りとは何かを知り、実際の対処法をお伝えします。

怒りの感情コントロールと
アロマケア

今中 真美
国立大学院にて生命工学
修士号取得。
東洋医学、栄養学、解剖生
理学、身体均整学等修了。
インドにてアーユルヴェー
ダを修める。

腸と元気がなぜ関係があるのか、アロマを交えて理論
的かつ簡単に解説。老若男女問わず自分でできる簡単
なセルフ整体をご紹介。

「簡単セルフ整体つき♪
腸と脳とアロマの関係」

岡田 あかね
国際アロマテラピー学院ス
タッフ。アロマセラピスト。
中川清裕先生・富美子先生
の もと17 年 ア ロ マ テ ラ
ピーを学び深めています。
食品衛生責任者

エッセンシャルオイルとココナッツオイルとココアパ
ウダーを混ぜるだけで簡単にできるおいしいチョコ
レートを紹介。アイコーンシリアルも更に美味しくなり
ます。

最『香』アロマチョコレート

舟山 萩恵
メンタルセラピスト、アニ
マルコミ ュ ニケー ター /
ペットブリス代官山主宰

アニマルコミュニケーター直伝、アロマでペットコ
ミュニケーション＆ペットライフをハッピーにする方
法をお伝えします。

ペットとのアロマライフ入門編

臼田 三良
アーティストであり、気功・
太極拳の指導、中国式整体
をしながら真の健康「健心
康体」を広めるために活
動。アロマテラピーと振動
医学との関連性に興味を
持ちYL製品と出会う。

古来からある漢方医学や近年注目されてきている振
動医学とアロマオイル、アロマテラピーについてわか
りやすく解説します。

漢方、振動医学と
アロマオイルの関係性

澤田 早織
メイクセラピスト、アロマ
セラピスト。レインドロッ
プテクニックと出会い人々
の心身魂を癒す道へ。クラ
イアントの宇宙とつながる
メッセージを伝える能力を
もつ。

アロマでハートを開き、自分の宇宙と繋がり自分らし
く生きていく魔法のアロマセミナー。

自分の宇宙と繋がる
毎日10分のアロマ習慣

三井 智香子
その人の輝きを引き出すア
ロマヒーリングセラピス
ト。天然酵母パン教室を主
催。

何気なく選んだアロマが貴女に必要な精油なのです。
精油の意味を知らなくても、今、貴女に必要なメッ
セージを自然に取り入れ、幸せにいきる簡単な方法を
お伝えします。

貴女が幸せに輝くアロマからの
メッセージを受け取る方法

広瀬 依子
研究開発を経て起業家に。
アロマの可能性を実感し、
アロマと人工知能との融合
で、社長の右腕となるサー
ビスを研究中。

自分の中にある起業家マインドを開き、本領発揮でき
る自分になる為の自分に合ったアロマとの付き合い方
を見付ける方法をお伝えします。

アロマで磨く自分の中の
起業家マインド

山根 恵
自分らしさと輝きを引き出
す  幸せを運ぶアロマアク
セサリー作家・兼心理カウ
ンセラー

外見と内面の両方の魅力を開花させる手作りアロマペ
ンダントをデザインから創作実演。アロマとアクセサ
リーだけで自分らしさを輝かせる心理作用もレク
チャーします。

あなたらしさが輝く︕魅力が
開花するアロマアクセサリーWS

持田 いづみ
元ダンサーとしてショー、
イベント出演、振り付け演
出など。現在故郷岩手にて
ジャズダンス教室主宰。

エッセンシャルオイルの香りとともに体を動かすこと
で心と体、意識、自分自身、人とつながる喜びを感じ
るワークショップ。オレンジ、ローズマリー、ワイエル
ジョイを使用。

アロマでつながる
ダンスワークショップ

中野 光恵
病院で5000人の食事指導
に携わった管理栄養士。YL
と出会いアロマに魅了さ
れ、アロマクッキングやセ
ルフケア等のアロマライフ
スタイルコーチに。

定番メニューにアロマを少し加えるだけで、美味しく
健康で綺麗になる料理に早変わりする方法や調味料
の作り方の実演。

和食とアロマクッキングで
綺麗と健康を手に入れる︕

早川 佳宏
人生を開き明るくする「開
明®コンサルタント」志ビ
ジ ネ ス・プ ロ デューサー
TRUE GRACE 株式会社 
代表取締役風水師、姓名
学鑑定士、古神道研究家

ピュアでオーガニックなアロマを活用すると開運にも
繋がります。日常のちょっとした心がけで開運できる
知恵の数々をお伝えしている人気講座、開運アロマ®

の入門ミニワークショップです。

家族の運氣を上げる☆
開運アロマ®

梅原 美奈
シングルマザーで副業で資
産構築を成功。アロマと出
会い、さらに豊かさの本質
を掴む。アロマで問題の根
本解決をし、豊かさマイン
ドに変化させる女性の自立
をサポート。

アロマで豊かさを阻むブロックを手放し、幸せで本当
の豊かな自立した人生を生きる秘訣をお伝えします。

アロマでライフシフト︕
幸せで豊かな人生へ

鎌田 起世美
企業の名付専門家。占いな
ど多岐の専門知識と共に、
全国で香りの伝道師として
活躍中。

「この香り好きー♡」と他の人が言ってる香りが、自分
には臭く感じて受け付けない︕実はその香りがあなたの
夢を叶えるのです︕アロマの魅力と秘密を教えます。

香りでわかる貴方だけの
魔法の夢の叶え方

橋本 桂子
航空会社の客室乗務員を7
年間務める。現在薬膳とア
ロマを紹介したり、一人ひ
とりの体調や体質に合わせ
てオーダーメイドでブレン
ドするティーセラピスト。

美しく輝く薬膳×アロマ︕五行のパワーを取り入れて
身体をケアする方法をご紹介します。

薬膳とアロマで女子力アップ︕
五行のパワーで身体をケア

青木 翔
島根県松江市在住のアロ
マ大好き男子。地球の素晴
らしい恩恵に気づき、それ
をステキな地球の皆さま
にお伝えしている。

ゲリー・ヤングが開発したガラス棒を使ったリラク
ゼーションヒーリング。オイルを使用して身体全体の
リラックスが期待できる画期的なヒーリング方法をご
紹介します。

ニューロオリキュラテクニック

酒井 香江
人の心身魂と本気で向き
合い光へ導くアロマコー
ディネーター・フェミニン
ケアセラピスト

感情解放系15本のアロマを使って、心身魂の不必要
なブロックを自ら気づき、解放します。ありのままの自
分を取り戻し、自由な貴女を生きるセルフケア法をご
紹介します。

心身魂の解放で自由で光輝く
本当の貴女になるアロマ

WORK SHOP

FITNESS

藤崎 汐
アロマ歴約20年。アスペ
ルガーの超敏感な感覚を
持つ息子とアレルギーの娘
を、アロマとクレイで育て
ている。

アロマと46億歳のフランスの良質なクレイの使い方に
ついてご紹介します。日焼けした肌をケアする方法、
季節によるアロマとクレイの使い方について詳しくお
話しします。

アロマクレイ

平楽 桂代
ライター・コピーライター
を経て、現在は派遣業務、
翻訳を行う。父のガンを
きっかけに、アロマオイル
の活用はメンタルケアにつ
ながることを実感。活動名
はaromalaura

実は、とっても簡単にディフューザーをつくれてしまう
んです。YLのオイルで香りも長持ち。手づくりを通して
高グレードの香りを楽しみましょう。

アロマオイルで
ディフューザーづくり（参加費500円）

矢野 香衣
漫画家であり、アロマの伝
道師。体感アロマや多角滴
な精油の話が得意。

アロマ占いのように今のあなたの課題などを知りま
しょう。

アロマカードで
ライヴ感リーディング

平松小百合
大山祥子
両者とも、ボディーワーク・ヒーリン
グなどのサービスを提供しているセラ
ピスト。１０年以上の経歴を持つ。YL
会員になって以降は、セラピーにエッ
センシャルオイルを取り入れる。

その場で簡単、椅子に座ったまま出来るゆるゆるアロ
マボディーワーク・アロマでオーラを整えるイメージ
ングワークなど、毎日のアロマセルフヒーリング習慣
の提案し体験して頂く内容。

一日を創る☆アロマで簡単︕
毎日１０分セルフヒーリング

高橋 博美
神奈川県江ノ島を中心とし
て精油を使用したアロマ
ヒーリングとエサレンボ
ディワークを提供。

エネルギーフィールドのチャクラを整える体験をして
もらう二人一組で行うワークショップ。ペンジュラムで
チャクラの状態、ぴったりな精油の確認。横になった
状態で行います。

チャクラバランシング

三宅 麻里
普段から手作りコスメや石
けんのワークショップを実
施。高品質なYL精油を使
うことで森林を復活させた
りと地球保全的なことも
伝えている。

リップクリーム作りのワークショップ

手作りアロマリップ作り♪
ワンコの肉球クリームにも♪

寺田 公男
健康整体院院長「氣の科
学療法研究会」理事。自然
治 癒 力 を 高 め る エ ネ ル
ギー療法のスクール開校。
講師も務める人気整体師

リンパの流れや、電磁波の影響で脳の命令機能が麻痺
しているのをどのように変化させるかをボディーで体
感していただきます。

整体師の観点からアロマの
身体への作用を体感する

栗原 祥子
介護福祉士（国家資格）、アロ
マヒーリング（レインドロップ
テクニック）スタジオヨギー
認 定ベーシックヨガトレー
ナー、ルナワークス認定マタ
ニティヨガ・シニアヨガ、月経
コントロールヨガ、直傳靈氣

ヨガというと難しいポーズをするイメージがあります
が呼吸法にフォーカスした誰でもできる椅子ヨガを実
践します。

誰でもどこでもできる
アロマで椅子ヨガ

根来 有香利
これまで１０万人以上の接
客経験から自分の売り方、
クロージングのセミナー講
師として活動。現在は全国
の独身男女の婚活のお世話
をする仲人 ユカリ縁として
連続成婚率優秀賞を受賞。

恋愛、婚活成功オイル「JOY」、「ペパーミント」を使用
した恋愛、婚活、成功体験についてお話します。

婚活仲人 ユカリ縁 人は香りで恋
をする JOYから結ばれるご縁

出井 友紀
福岡にてヒーリングサロン、
ヒーリンググッズのショップ
運営をしながら、（本物しか
使わない）をモットーに全国
各地でヒーリングやチャネリ
ングセッションを行なってい
ます。

心と身体を健康に保つ為に、肉体と密接に繋がりのあ
るオーラ体（ライトボディ）へのアロマ塗布のやり方、
オススメのアロマなどをご紹介します。

心と身体を健康に導く
（ライトボディ覚醒アロマヒーリングのすすめ）

日吉 朋子
年間約300人の女性達を
理想的な美BODYに劇的に
変える人気 パーソナルト
レーナー

誰でも簡単にできるエクササイズやセルフマッサージ
で理想的なくびれとヒップアップが手に入ります。美
ボディーになる様々な習慣の秘訣も伝授。

美BODY シェイプエクササイズとアロマで美習慣
赤星美有︓アロマで美習慣担当

OKAMOTO YUKO
運動大好きの元気な人間が、３
度の足の怪我をきっかけに、心
と体のメンテナンスを目的にヨ
ガを始める。クライアントの生
活を健康的にするコンサルとし
てアロマヨガを麻布・六本木に
て外国人、日本人向けに開催。

エッセンシャルオイルを使用し７つのチャクラをア
ファーメーションをしながら埋め込んで新しい自分を
みつけていくヨガです。

アロマヨガ
チャクラを整えて

小野 美保
仕事で心身のバランスを崩し健康
のためにyogaを始める。
yogaの素晴らしさを実感し 2017
年TTCを受講、2018年講師に。
Uma Yoga Teacher Training Course 
Level 1,2,3・全米ヨガアライアンス
RYT200

JAPANEXPO2019が開催される時、月のリズムは満
月が終わり下弦の月へ向かっていて、不要な物を排出
しようとする浄化の時。月や天体のリズム、アロマの
力を借りてカラダと心を整えていくyoga。

AROMA MOON YOGA

宇高 春奈
人生の転機を徹底的にサ
ポートするヨガ アロマの
教室を主宰。アロマヨガセ
ラピスト。
赤星美有︓再誕生のアロマ
誘導瞑想担当

アロマを使ったREBIRTH YOGAで、あなたの心身魂
を癒し再誕生させます。アロマヨガと誘導瞑想であり
のままのあなたが目覚め、新しい人生の扉を開く。

あなたが再誕生する～魂が目覚める
REBIRTH YOGA （プチコラボ 赤星美有）

川又 千華
ヨガインストラクターとし
て素晴らしさ、楽しさ、経
験を多くの方に伝える。YL
歴5年半。毎日アロマを生
活に 取り入れ、レインド
ロップテクニックも行う。

self調整。ご自分でヴァラー手首に1滴垂らしてバラン
スをして頂き全身の調整。その後に骨盤調整ヨガ®で
取り入れている上半身と下半身のselfマッサージ、ヨ
ガ。どなたでも参加可能。

ヴァラー骨盤調整ヨガ®

～自宅で簡単self調整～
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