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◆ ヒッコリーチャーム 『手作りコスメ教室』手作りコスメ教室』りコスメ教室』コスメ教室』教室』』内容 内容 ◆
こだわり石鹸とアロマの教室 の教室 モノを使いたい贅沢なあなたへ。初心者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。を使いたい贅沢なあなたへ。初心者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。使いたい贅沢なあなたへ。初心者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。いたい贅沢なあなたへ。初心者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。なあなたへ。初心者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。初心者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。さんも「この教室 クラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。苦手」な経験者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。さんも、どうぞ。初心者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。

2018 年 10 月 9 日改訂　※内容は予告なく変更することがありますは予告なく変更することがあります予告なく変更することがありますなく変更することがあります変更することがありますすることアロマの教室 があり石鹸とアロマの教室 ます。 　　　　　　　　　  講習費 2,000 円＋材料費
メニュー 　説明 難易度 材料費

デオドラント
スプレー

初めての方にお勧め。めての方にお勧め。方にお勧め。にお勧め。勧め。め。
アロマテラピーの方にお勧め。基本レッスン付。レッスン付。

消臭に役立つ精油をいくつかご紹介し、に役立つ精油をいくつかご紹介し、つ精油をいくつかご紹介し、精油をいくつかご紹介し、をいくつ精油をいくつかご紹介し、かご紹介し、紹介し、し、
肌に使えるスプレーを作ります。に使えるスプレーを作ります。えるスプレーを作ります。スプレーを作りコスメ教室』りコスメ教室』ます。

★☆☆☆ 800 円

虫よけスプレーよけスプレースプレー

初めての方にお勧め。めての方にお勧め。方にお勧め。にお勧め。勧め。め。
アロマテラピーの方にお勧め。基本レッスン付。レッスン付。

虫よけスプレーよけスプレーに役立つ精油をいくつかご紹介し、つ精油をいくつかご紹介し、精油をいくつかご紹介し、をいくつ精油をいくつかご紹介し、かご紹介し、紹介し、し、
肌に使えるスプレーを作ります。に使えるスプレーを作ります。えるスプレーを作ります。スプレーを作りコスメ教室』りコスメ教室』ます。

★☆☆☆ 800 円

シンプル化粧水化粧水
初めての方にお勧め。めての方にお勧め。方にお勧め。にお勧め。勧め。め。

アロマテラピーの方にお勧め。基本レッスン付。レッスン付。
実は自分でも作れちゃう！は自分でも作れちゃう！自分でも作れちゃう！でも作れちゃう！作りコスメ教室』れちゃう！

★☆☆☆ 800 円

ちょっといい
化粧水

アロマテラピーの方にお勧め。基本レッスン付。レッスン付。
こだわりコスメ教室』の方にお勧め。化粧水。

悩みにあわせたお勧めの材料で作ります。みにあわせたお勧め。勧め。めの方にお勧め。材料で作ります。で作りコスメ教室』りコスメ教室』ます。
★☆☆☆ 1,300 円

ヘッド
リフレッシュ

スプレー

頭皮ケアのレッスン付。ケアの方にお勧め。レッスン付。
頭をひんやりコスメ教室』リフレッシュ！

逆さまにしても使えるプラ・スプレーに作ります。さまにしても作れちゃう！使えるスプレーを作ります。えるスプレーを作ります。プラ・スプレーに作りコスメ教室』りコスメ教室』ます。
★☆☆☆ 800 円

ロール化粧水オン
アロマ

アロマテラピーの方にお勧め。基本レッスン付。レッスン付。
体の不調に、精油の作用を活かしましょう。の方にお勧め。不調に、精油の作用を活かしましょう。に、精油をいくつかご紹介し、の方にお勧め。作りコスメ教室』用を活かしましょう。を活かしましょう。かしましょう。

『手作りコスメ教室』頭痛を和らげるロールオン』を和らげるロールオン』らげるスプレーを作ります。ロール化粧水オン』
『手作りコスメ教室』痒みを和らげるロールオン』みを和らげるロールオン』らげるスプレーを作ります。ロール化粧水オン』
『手作りコスメ教室』香りを愉しむ香油♪』などりコスメ教室』を愉しむ香油♪』などしむ香油♪』など香りを愉しむ香油♪』など油をいくつかご紹介し、♪』など』など

★☆☆☆ 1,300 円

マッサージ
オイル化粧水

アロマテラピーの方にお勧め。基本レッスン付。レッスン付。
む香油♪』などくみ対策など、お気に入りのオイルをどうぞ。など、お勧め。気に入りのオイルをどうぞ。に入りのオイルをどうぞ。りコスメ教室』の方にお勧め。オイル化粧水をどうぞ。

『手作りコスメ教室』足裏マッサージオイル』マッサージオイル化粧水』
シャンプー前にマッサージ！にマッサージ！

『手作りコスメ教室』抜け毛予防トリートメントオイル』などけスプレー毛予防トリートメントオイル』などトリートメ教室』ントオイル化粧水』など

★☆☆☆ 1,300 円

毛先ケアオイルケアオイル化粧水
アロマテラピーの方にお勧め。基本レッスン付。レッスン付。

植物オイルで髪をケア。オイル化粧水で髪をケア。をケア。
毛先ケアオイルが肌についても大丈夫。肌に使えるスプレーを作ります。につ精油をいくつかご紹介し、いても作れちゃう！大丈夫。

★☆☆☆ 1,300 円

爪のケアオイルの方にお勧め。ケアオイル化粧水 アロマテラピーの方にお勧め。基本レッスン付。レッスン付。
お勧め。疲れの爪をオイル＋精油でケアしましょう。れの方にお勧め。爪のケアオイルをオイル化粧水＋精油でケアしましょう。精油をいくつかご紹介し、でケアしましょう。 ★☆☆☆ 1,300 円

美容オイル化粧水
アロマテラピーの方にお勧め。基本レッスン付。レッスン付。

お勧め。肌に使えるスプレーを作ります。にうれしい♪』など
話題のこだわりオイルでスペシャルケア。の方にお勧め。こだわりコスメ教室』オイル化粧水でスペシャル化粧水ケア。

★☆☆☆ 1,300 円
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ハンドジェル化粧水

夏にうれしいジェルタイプの保湿剤。にうれしいジェル化粧水タイプの方にお勧め。保湿剤。
日焼けによる乾燥対策にもおすすめ。けスプレーによるスプレーを作ります。乾燥対策など、お気に入りのオイルをどうぞ。にも作れちゃう！お勧め。すすめ。

プラボトル化粧水・ガラスボトル化粧水、選べます。べます。
『手作りコスメ教室』痒みを和らげるロールオン』み・あせも作れちゃう！にイイかも作れちゃう！しれないハンドジェル化粧水』

『手作りコスメ教室』保湿ジェル化粧水ローション』など

★★☆☆ 1,300 円
～

ジェル化粧水タイプ
美容液

お勧め。悩みにあわせたお勧めの材料で作ります。みに合わせて精油などを選びます。わせて精油をいくつかご紹介し、などを選べます。びます。
使えるスプレーを作ります。いやすいジェル化粧水タイプの方にお勧め。美容液。

こだわりコスメ教室』容器入りのオイルをどうぞ。りコスメ教室』 20ml
★★☆☆ 1,300 円

ボディパウダー 汗ばむ季節に、パウダーでベタつきをすっきりと。ばむ香油♪』など季節に、パウダーでベタつきをすっきりと。に、パウダーでベタつ精油をいくつかご紹介し、きをすっきりコスメ教室』と。 ★☆☆☆ 800 円

ル化粧水ーセント
パウダー

肌に使えるスプレーを作ります。の方にお勧め。透明感を引き立たせます。を引き立たせます。き立つ精油をいくつかご紹介し、たせます。
色付き日焼けによる乾燥対策にもおすすめ。けスプレー止めクリームの上につければ長持ち！めクリームの方にお勧め。上につければ長持ち！につ精油をいくつかご紹介し、けスプレーれば長持ち！ち！ ★☆☆☆ 800 円

パウダー
ファンデーション

日焼けによる乾燥対策にもおすすめ。けスプレー止めクリームの上につければ長持ち！めをしない季節に、パウダーでベタつきをすっきりと。に。
天然由来成分でも作れちゃう！だけスプレーで作りコスメ教室』りコスメ教室』ます！ ★★☆☆ 1,300 円

リップクリーム

オイル化粧水（浸出油）のレッスン付浸出油をいくつかご紹介し、）のレッスン付の方にお勧め。レッスン付
こだわりコスメ教室』の方にお勧め。オイル化粧水を使えるスプレーを作ります。います。

『手作りコスメ教室』カレンデュラの方にお勧め。リップクリーム』
『手作りコスメ教室』シーズンオフでも作れちゃう！使えるスプレーを作ります。いたいリップクリーム』など

★★☆☆ 1,300 円

口紅 安心材料で作ります。の方にお勧め。みなの方にお勧め。で、
リップクリームの方にお勧め。代わりにもどうぞ。わりコスメ教室』にも作れちゃう！どうぞ。 ★★☆☆ 1,300 円
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手が肌についても大丈夫。べた付かない
練り香りコスメ教室』香りを愉しむ香油♪』など

手軽に塗れる、リップ式容器入り。に塗れる、リップ式容器入り。れるスプレーを作ります。、リップ式容器入りのオイルをどうぞ。りコスメ教室』。
『手作りコスメ教室』香りを愉しむ香油♪』などりコスメ教室』を楽しむ練り香』などしむ香油♪』など練り香りコスメ教室』香りを愉しむ香油♪』など』など

この方にお勧め。容器に花粉症対策など、お気に入りのオイルをどうぞ。クリームを作りコスメ教室』るスプレーを作ります。とさらに便利♪』など
★★☆☆ 1,300 円

みつ精油をいくつかご紹介し、ろう
ハンドクリーム

水仕事の後などにおすすめの、の方にお勧め。後などにおすすめの、などにお勧め。すすめの方にお勧め。、
カバー力の高いバームタイプ。の方にお勧め。高いバームタイプ。いバームタイプ。

ささくれ、あかぎれの方にお勧め。ケアにも作れちゃう！お勧め。勧め。めです。
★★☆☆ 1,300 円

肩・腰の不調をの方にお勧め。不調に、精油の作用を活かしましょう。を
和らげるロールオン』らげるスプレーを作ります。軟膏

精油をいくつかご紹介し、の方にお勧め。穏やかな効能で楽に♪やかな効能で楽に♪で楽しむ練り香』などに♪』など ★★☆☆ 1,300 円

花粉症対策など、お気に入りのオイルをどうぞ。
クリーム

鼻の下に塗るバーム。の方にお勧め。下に塗るバーム。に塗れる、リップ式容器入り。るスプレーを作ります。バーム。
呼吸を楽に、頭の重たさ、軽～くしましょうを楽しむ練り香』などに、頭の方にお勧め。重たさ、軽～くしましょうたさ、軽に塗れる、リップ式容器入り。～くしましょう ★★☆☆ 1,300 円

アイシャドウ

アロマテラピーの方にお勧め。基本レッスン付。レッスン、他 付きます。
安心材料で作ります。の方にお勧め。みでつ精油をいくつかご紹介し、くるスプレーを作ります。アイシャドウ。

ちょっとコツがいりますが、作れると楽しいです。が肌についても大丈夫。いりコスメ教室』ますが肌についても大丈夫。、作りコスメ教室』れるスプレーを作ります。と楽しむ練り香』などしいです。
一回 1 色ずつ精油をいくつかご紹介し、作りコスメ教室』りコスメ教室』ます。

★★☆☆ 1,300 円

チーク
アロマテラピーの方にお勧め。基本レッスン付。レッスン付けスプレーられます。

顔色を良く！敏感肌でもご機嫌に。く！敏感を引き立たせます。肌に使えるスプレーを作ります。でも作れちゃう！ご紹介し、機嫌に。に。
パウダータイプまたは自分でも作れちゃう！プレストタイプ。

★★☆☆ 1,300 円

ふわふわ
ハンドクリーム

市販品のような本格的な乳化タイプ。の方にお勧め。ような本レッスン付。格的な乳化タイプ。な乳化タイプ。
べたつ精油をいくつかご紹介し、かず、保湿の方にお勧め。持ち！ちが肌についても大丈夫。イイです。

も作れちゃう！ちろん、お勧め。好きな香りを楽しめます！きな香りを愉しむ香油♪』などりコスメ教室』を楽しむ練り香』などしめます！
★★★☆ 1,800 円

ボディクリーム
伸びのいい乳液で全身ケア！びの方にお勧め。いい乳液で全身ケア！ケア！
使えるスプレーを作ります。いやすいポンプボトル化粧水は自分でも作れちゃう！

プラボトル化粧水、ガラス瓶、選べます。べます。
★★★☆ 1,800 円

～

乳液 こだわりコスメ教室』の方にお勧め。材料で作ります。を使えるスプレーを作ります。って、顔用を活かしましょう。の方にお勧め。乳液を作りコスメ教室』りコスメ教室』ます。 ★★★☆ 1,800 円
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色付き日焼けによる乾燥対策にもおすすめ。止めクリームの上につければ長持ち！め
クリーム

天然由来成分でも作れちゃう！の方にお勧め。みで日焼けによる乾燥対策にもおすすめ。けスプレー止めクリームの上につければ長持ち！めクリームを作りコスメ教室』りコスメ教室』ましょう。
日焼けによる乾燥対策にもおすすめ。けスプレー止めクリームの上につければ長持ち！め効果の期待できるオイルを使い、の方にお勧め。期待できるオイルを使い、できるスプレーを作ります。オイル化粧水を使えるスプレーを作ります。い、
本レッスン付。格的な乳化タイプ。な乳化クリームをベースに作りコスメ教室』りコスメ教室』ます。

香りを愉しむ香油♪』などりコスメ教室』も作れちゃう！楽しむ練り香』などしめ、とっても作れちゃう！作りコスメ教室』りコスメ教室』甲斐あるクラフトです！あるスプレーを作ります。クラフトです！
※肌に使えるスプレーを作ります。にやさしいも作れちゃう！の方にお勧め。をお勧め。探しで、市販品で使えるものがしで、市販品のような本格的な乳化タイプ。で使えるスプレーを作ります。えるスプレーを作ります。も作れちゃう！の方にお勧め。が肌についても大丈夫。
中々ない、でも日焼け止めを塗らないのは心配な方に。ない、でも作れちゃう！日焼けによる乾燥対策にもおすすめ。けスプレー止めクリームの上につければ長持ち！めを塗れる、リップ式容器入り。らないの方にお勧め。は自分でも作れちゃう！心配な方に。な方にお勧め。に。

また、ノーメ教室』イクでは自分でも作れちゃう！失礼にあたる場へお出かけの際などにあたるスプレーを作ります。場へお出かけの際などへお勧め。出かけスプレーの方にお勧め。際などなど
お勧め。勧め。めです。

★★★★ 2,300 円

クレンジング
クリーム

こだわりコスメ教室』材料で作ります。で作りコスメ教室』るスプレーを作ります。
乳化タイプの方にお勧め。クレンジングです。 ★★★☆ 1,800 円

バスソル化粧水ト
入りのオイルをどうぞ。浴剤の方にお勧め。色々ない、でも日焼け止めを塗らないのは心配な方に。レッスン付。

岩塩に色と香りを付ける、お手軽入浴剤。に色と香りを愉しむ香油♪』などりコスメ教室』を付けスプレーるスプレーを作ります。、お勧め。手軽に塗れる、リップ式容器入り。入りのオイルをどうぞ。浴剤。
一度にたっぷり使ってにたっぷりコスメ教室』使えるスプレーを作ります。って 5～6回分でも作れちゃう！出来ます。

★☆☆☆ 800 円

バスボム

入りのオイルをどうぞ。浴剤の方にお勧め。色々ない、でも日焼け止めを塗らないのは心配な方に。レッスン付
お勧め。風呂に入れるとシュワシュワ楽しい入浴剤。に入りのオイルをどうぞ。れるスプレーを作ります。とシュワシュワ楽しむ練り香』などしい入りのオイルをどうぞ。浴剤。

ハーブ粉末またはカラーラントで色を、粉末またはカラーラントで色を、または自分でも作れちゃう！カラーラントで色を、
精油をいくつかご紹介し、で香りを愉しむ香油♪』などりコスメ教室』を付けスプレーます。

★★☆☆ 1,300 円

美人の湯の方にお勧め。湯
入りのオイルをどうぞ。浴剤の方にお勧め。色々ない、でも日焼け止めを塗らないのは心配な方に。レッスン付。

精油をいくつかご紹介し、をたらしてお勧め。部屋の芳香器に使う事も出来る、の方にお勧め。芳香りを愉しむ香油♪』など器に使えるスプレーを作ります。う事の後などにおすすめの、も作れちゃう！出来るスプレーを作ります。、
一石二鳥の入浴剤。の方にお勧め。入りのオイルをどうぞ。浴剤。

★★☆☆ 1,300 円

手ご紹介し、ね石けん石けスプレーん すでに出来上につければ長持ち！が肌についても大丈夫。っているスプレーを作ります。石鹸の粉末に、の方にお勧め。粉末またはカラーラントで色を、に、
お勧め。好きな香りを楽しめます！みの方にお勧め。ハーブ粉末またはカラーラントで色を、や香りを愉しむ香油♪』などりコスメ教室』で加工して楽しみます。して楽しむ練り香』などしみます。 ★☆☆☆ 1,300 円

溶かして固めるかして固めるめるスプレーを作ります。
お勧め。手軽に塗れる、リップ式容器入り。石けスプレーん
（浸出油）のレッスン付MPソープ）のレッスン付

クラフト用を活かしましょう。の方にお勧め。透明石鹸の粉末に、を溶かして固めるかし、ハーブ粉末またはカラーラントで色を、や精油をいくつかご紹介し、、
石鹸の粉末に、(！)を入りのオイルをどうぞ。れてオリジナル化粧水石鹸の粉末に、に加工して楽しみます。します。 ★★☆☆ 1,800 円
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　手作り石鹸とアロマの教室 り石鹸とアロマの教室 石鹸とアロマの教室 とアロマの教室 アロマの教室 の教室 教室 Mackey◆（まっきー）まっきー）　5／5

　・教室参加費は予告なく変更することがあります、講習費 2,000 円＋メニューごとアロマの教室 の教室 材料費とアロマの教室 なり石鹸とアロマの教室 ます。初心者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。

　・作り石鹸とアロマの教室 り石鹸とアロマの教室 方レシピ、材料の説明付。レシピ、材料の教室 説明付。初心者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。

　・初めての教室 方レシピ、材料の説明付。には予告なく変更することがありますアロマの教室 テラピーの教室 基本説明を使いたい贅沢なあなたへ。初心者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。いたします。初心者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。

　　お時間の関係上、難易度★または★★のクラフト作りをお勧めいたします。時間の関係上、難易度★または★★のクラフト作りをお勧めいたします。の教室 関係上、難易度★または★★のクラフト作りをお勧めいたします。または予告なく変更することがあります★または★★のクラフト作りをお勧めいたします。★または★★のクラフト作りをお勧めいたします。の教室 クラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。作り石鹸とアロマの教室 り石鹸とアロマの教室 を使いたい贅沢なあなたへ。初心者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。お時間の関係上、難易度★または★★のクラフト作りをお勧めいたします。勧めいたします。めいたします。初心者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。

　・一回のレッスンで クラフトの教室 レッスンで クラフトで クラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。 2 種類申込むと受講料をむとアロマの教室 受講料を使いたい贅沢なあなたへ。初心者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。 500 円 割引いたします。初心者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。(時間の関係上、難易度★または★★のクラフト作りをお勧めいたします。は予告なく変更することがあります伸びます。びます。初心者さんも「このクラフト苦手」な経験者さんも、どうぞ。)


