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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 ◆
ナチュラルなスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。なスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。スキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。らしの教室 ケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。手作りせっけんとアロマの教室 りして自分のための時間を愉しみましょう。自分のための時間を愉しみましょう。の教室 ための教室 時間を愉しみましょう。を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。愉しみましょう。しみましょう。
材料は、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、は、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、して自分のための時間を愉しみましょう。使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、える天然由来の化粧用成分、ハーブ、天然由来の化粧用成分、ハーブ、の教室 化粧用成分のための時間を愉しみましょう。、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、ハーブ、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、アロマの教室 テラピーで使われる精油使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、われる天然由来の化粧用成分、ハーブ、精油。

可能な限りフェアトレード、オーガニック同等品質の材料を使います。 なスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。限りフェアトレード、オーガニック同等品質の材料を使います。 りフェアトレード、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、オーガニック同等品質の材料を使います。 同等品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。質の材料を使います。 の教室 材料は、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、います。 
こだわりの教室 モノを使いたい贅沢なあなたへ。初心者さんも経験者さんも、どうぞ。を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、いたい贅沢なあなたへ。初心者さんも経験者さんも、どうぞ。なスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。あなスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。たへ。初心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、者さんも経験者さんも、どうぞ。さんも経験者さんも、どうぞ。経験者さんも経験者さんも、どうぞ。さんも経験者さんも、どうぞ。、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、どうぞ。

こんなスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。方にお勧めです ⇒　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたいに安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、お勧めです ⇒　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたい勧めです ⇒　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたいめで使われる精油す ⇒　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたい市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたいの教室 化粧品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたい肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、合わない　・なるべく安心できるものを使いたいわなスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。い　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたいなスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。る天然由来の化粧用成分、ハーブ、べく安心できるものを使いたい安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、で使われる精油きる天然由来の化粧用成分、ハーブ、も経験者さんも、どうぞ。の教室 を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、いたい
・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたいスキンケア、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、化粧品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。の教室 ストック同等品質の材料を使います。 を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。最小限りフェアトレード、オーガニック同等品質の材料を使います。 に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、したい　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたいエコな暮らしやエシカルに興味がある　・手作りが好きなスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。らしや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。エシカルなスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、興味がある　・手作りが好きが肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたいある天然由来の化粧用成分、ハーブ、　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたい手作りせっけんとアロマの教室 りが肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたい好きき

 2019 年 11 月 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なスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。く安心できるものを使いたい変更することがありますする天然由来の化粧用成分、ハーブ、ことアロマの教室 が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたいあります。 　　　　　　　　　　  講習費 2,000 円＋材料は、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、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、
お勧め。部屋のスプレーを作ります。の方にお勧め。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、
お勧め。部屋のスプレーを作ります。の方にお勧め。スプレーを作りコスメ教室』りコスメ教室』ます。

★☆☆☆ 800 円

ルーム・
スプレー

香りの種類・選び方レッスン付。りコスメ教室』の方にお勧め。種類・選び方レッスン付。び方レッスン付。方にお勧め。レッスン付。
お勧め。部屋のスプレーを作ります。にひと吹き！おしゃれなガラス瓶入り吹き！おしゃれなガラス瓶入りき！お勧め。しゃれなガラス瓶入りガラス瓶入りりコスメ教室』

『手作りコスメ教室』リフレッシュして元気に』して元気に』に』
『手作りコスメ教室』眠りにつきやすく』など りコスメ教室』につ精油をいくつかご紹介し、きやすく』なガラス瓶入りど 

★☆☆☆ 1300 円

手作りコスメ教室』りコスメ教室』消臭に役立つ精油をいくつかご紹介し、剤 
ナチュして元気に』ラル洗剤入り門レッスン付。レッスン付。

主な材料が重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。なガラス瓶入り材料が重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。が重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。で環境にやさしいお部屋の消臭剤。環境にやさしいお部屋の消臭剤。にやさしいお勧め。部屋のスプレーを作ります。の方にお勧め。消臭に役立つ精油をいくつかご紹介し、剤。
クローゼットやシュして元気に』ーズボックスなガラス瓶入りどに置いて楽しめます。いて楽しめます。しめます。

★☆☆☆ 1300 円 

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。

皮膚に潤いを与えるさまざまな方法のお話も。に潤いを与えるさまざまな方法のお話も。いを与えるさまざまな方法のお話も。えるさまざまなガラス瓶入り方にお勧め。法のお話も。の方にお勧め。お勧め。話も。も。
あなガラス瓶入りたの方にお勧め。ための方にお勧め。化粧水を作りコスメ教室』りコスメ教室』ましょう。 

★☆☆☆ 1300 円

ロールオン
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』らげるロールオン』
『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』らげるロールオン』
『手作りコスメ教室』香りの種類・選び方レッスン付。りコスメ教室』を愉しむ香油♪』などしむ香油♪』など香りの種類・選び方レッスン付。油をいくつかご紹介し、♪』など』なガラス瓶入りど

★☆☆☆ 1300 円

https://blog-imgs-84.fc2.com/n/a/r/naritayamackey/2016031814155689c.jpg
https://blog-imgs-93.fc2.com/n/a/r/naritayamackey/201607102242363ef.jpg
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マッサージ
オイル

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。
精油をいくつかご紹介し、を身体の不調に、精油の作用を活かしましょう。に塗るために薄めて使う基本的な方法。るために薄めて使う基本的な方法。めて使う基本的な方法。う基本レッスン付。的な方法。なガラス瓶入り方にお勧め。法のお話も。。
リラクセーション、保湿、血行促進、む香油♪』などくみ対策

『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』
『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』なガラス瓶入りど

★☆☆☆ 1300 円

毛先ケアオイルケアオイル
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。オイルで環境にやさしいお部屋の消臭剤。髪をケア。をケア。
毛先ケアオイルが重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。肌についても大丈夫。につ精油をいくつかご紹介し、いても大丈夫。

★☆☆☆ 1300 円

爪のケアオイルの方にお勧め。ケアオイル 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＋精油でケアしましょう。精油をいくつかご紹介し、で環境にやさしいお部屋の消臭剤。ケアしましょう。 ★☆☆☆ 1300 円

美容オイル
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。肌についても大丈夫。にうれしい♪』など
話も。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』オイルで環境にやさしいお部屋の消臭剤。スペシャルケア。

★☆☆☆ 1300 円

ハンドジェル

さっぱりコスメ教室』したジェル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。けスプレーによる乾燥対策にもお勧め。すすめ。

プラボトル・ガラスボトル、選び方レッスン付。べます。
『手作りコスメ教室』痒みを和らげるロールオン』み・あせもにイイかも！ハンドジェル』

『手作りコスメ教室』保湿ジェルローション』なガラス瓶入りど

★★☆☆ 1300 円
～

ジェルタイプ
美容液

お勧め。悩みに合わせて精油などを選びます。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、なガラス瓶入りどを選び方レッスン付。び方レッスン付。ます。
使う基本的な方法。いやすいジェルタイプの方にお勧め。美容液。

こだわりコスメ教室』容器入りりコスメ教室』 20ml
★★☆☆ 1300 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、パウダーで環境にやさしいお部屋の消臭剤。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』と吹き！おしゃれなガラス瓶入り。 ★☆☆☆ 800 円

ルーセント
パウダー

肌についても大丈夫。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！めをしなガラス瓶入りい季節に、パウダーでベタつきをすっきりと。に。
天然由来成分だけで作ります！だけスプレーで環境にやさしいお部屋の消臭剤。作りコスメ教室』りコスメ教室』ます！ ★★☆☆ 1300 円

https://blog-imgs-84.fc2.com/n/a/r/naritayamackey/2016030215193535e.jpg
https://blog-imgs-93.fc2.com/n/a/r/naritayamackey/20160824170115a32.jpg
https://blog-imgs-84.fc2.com/n/a/r/naritayamackey/2016030215193535e.jpg
https://blog-imgs-48.fc2.com/n/a/r/naritayamackey/DSC_1101-1-1.jpg
https://blog-imgs-93.fc2.com/n/a/r/naritayamackey/20160906225123830.jpg
https://blog-imgs-91.fc2.com/n/a/r/naritayamackey/20161207125336a1c.jpg
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リップクリーム

オイル（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。オイルを使う基本的な方法。います。

『手作りコスメ教室』カレンデュして元気に』ラの方にお勧め。リップクリーム』
『手作りコスメ教室』シーズンオフで環境にやさしいお部屋の消臭剤。も使う基本的な方法。いたいリップクリーム』なガラス瓶入りど

★★☆☆ 1300 円

口紅
身近なコスメが作れるんです！ なガラス瓶入りコスメ教室』が重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。作りコスメ教室』れるんで環境にやさしいお部屋の消臭剤。す！ 

安心材料が重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。の方にお勧め。みなガラス瓶入りの方にお勧め。で環境にやさしいお部屋の消臭剤。、
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』にもどうぞ。

★★☆☆ 1300 円

手が重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。べた付かなガラス瓶入りい
練り香りコスメ教室』香りの種類・選び方レッスン付。

手軽に塗れる、リップ式容器入り。に塗るために薄めて使う基本的な方法。れる、リップ式容器入りりコスメ教室』。
『手作りコスメ教室』香りの種類・選び方レッスン付。りコスメ教室』を楽しめます。しむ香油♪』など練り香りコスメ教室』香りの種類・選び方レッスン付。』なガラス瓶入りど

この方にお勧め。容器に各種バームを作りコスメ教室』ると吹き！おしゃれなガラス瓶入りさらに便利♪』など
★★☆☆ 1300 円

みつ精油をいくつかご紹介し、ろう
ハンドクリーム

水仕事の後などにの方にお勧め。後などになガラス瓶入りどに
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。

肌についても大丈夫。の方にお勧め。荒れの予防におすすめです。れの方にお勧め。予防トリートメントオイル』などにお勧め。すすめで環境にやさしいお部屋の消臭剤。す。
★★☆☆ 1300 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』らげる軟膏

精油をいくつかご紹介し、の方にお勧め。穏やかな有用性を役立てますやかなガラス瓶入り有用を活かしましょう。性を役立てますを役立つ精油をいくつかご紹介し、てます ★★☆☆ 1300 円

花粉症対策
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。に塗るために薄めて使う基本的な方法。るバーム。
呼吸を楽に、頭の重たさ、軽～くしましょうを楽しめます。に、頭の方にお勧め。重たさ、軽に塗れる、リップ式容器入り。～くしましょう ★★☆☆ 1300 円

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！めバーム
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、オイルなガラス瓶入りどを材料が重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。にした軟膏。

バターの方にお勧め。ようなガラス瓶入り使う基本的な方法。い心地です。で環境にやさしいお部屋の消臭剤。す。
日差しが強い時期にお勧めです。しが重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。強い時期にお勧めです。い時期にお勧めです。にお勧め。勧め。めで環境にやさしいお部屋の消臭剤。す。

★★★☆ 1800 円

アイシャドウ

似合わせて精油などを選びます。う色の方にお勧め。簡易診断 お勧め。付けスプレーで環境にやさしいお部屋の消臭剤。きます。
色を混ぜる所から作るぜる所から作るから作りコスメ教室』るアイシャドウ。

ちょっと吹き！おしゃれなガラス瓶入りコツがいりますが、楽しいです。が重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。いりコスメ教室』ますが重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。、楽しめます。しいで環境にやさしいお部屋の消臭剤。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。

★★☆☆ 1300 円

チーク
似合わせて精油などを選びます。う色の方にお勧め。簡易診断 お勧め。付けスプレーで環境にやさしいお部屋の消臭剤。きます。
顔色を良く！似合う色でご機嫌に。く！似合わせて精油などを選びます。う色で環境にやさしいお部屋の消臭剤。ご紹介し、機嫌に。に。

パウダータイプまたはプレストタイプ。プレストタイプ。
★★☆☆ 1300 円
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ふわふわ
ハンドクリーム

市販品のような本格的な乳化クリーム。の方にお勧め。ようなガラス瓶入り本レッスン付。格的な方法。なガラス瓶入り乳化クリーム。
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！ちが重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。イイで環境にやさしいお部屋の消臭剤。す。

お勧め。好きな香りも楽しめます。きなガラス瓶入り香りの種類・選び方レッスン付。りコスメ教室』も楽しめます。しめます。
★★★☆ 1800 円

ボディクリーム
伸びのいい乳液で全身ケア！び方レッスン付。の方にお勧め。いい乳液で環境にやさしいお部屋の消臭剤。全身ケア！
使う基本的な方法。いやすいポンプボトルはプレストタイプ。

プラボトル、ガラス瓶、選び方レッスン付。べます。
★★★☆ 1800 円

～

乳液 こだわりコスメ教室』の方にお勧め。材料が重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。を使う基本的な方法。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。 ★★★☆ 1800 円

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

天然由来成分だけで作ります！の方にお勧め。みで環境にやさしいお部屋の消臭剤。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。期にお勧めです。待できるオイルを使い、で環境にやさしいお部屋の消臭剤。きるオイルを使う基本的な方法。い、
本レッスン付。格的な方法。なガラス瓶入り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。

香りの種類・選び方レッスン付。りコスメ教室』も楽しめます。しめ、と吹き！おしゃれなガラス瓶入りっても作りコスメ教室』りコスメ教室』甲斐あるクラフトです！あるクラフトで環境にやさしいお部屋の消臭剤。す！
※市販品のような本格的な乳化クリーム。で環境にやさしいお部屋の消臭剤。使う基本的な方法。えるもの方にお勧め。が重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。中々ない、なガラス瓶入りい、

で環境にやさしいお部屋の消臭剤。も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！めを塗るために薄めて使う基本的な方法。らなガラス瓶入りいの方にお勧め。はプレストタイプ。心配な方に。なガラス瓶入り方にお勧め。に。
また、ノーメ教室』イクで環境にやさしいお部屋の消臭剤。はプレストタイプ。失礼にあたる場へお出かけの際などにあたる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。際などなガラス瓶入りど

お勧め。勧め。めで環境にやさしいお部屋の消臭剤。す。

★★★★ 2300 円

クレンジング
クリーム

こだわりコスメ教室』材料が重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。で環境にやさしいお部屋の消臭剤。作りコスメ教室』る
乳化タイプの方にお勧め。クレンジングで環境にやさしいお部屋の消臭剤。す。 ★★★☆ 1800 円

バスソルト
入り浴剤の方にお勧め。色々ない、レッスン付。

岩塩に色と香りを付ける、お手軽入浴剤。に色と吹き！おしゃれなガラス瓶入り香りの種類・選び方レッスン付。りコスメ教室』を付けスプレーる、お勧め。手軽に塗れる、リップ式容器入り。入り浴剤。
一度にたっぷり使ってにたっぷりコスメ教室』使う基本的な方法。って 5～6回分だけで作ります！出来ます。

★☆☆☆ 800 円

バスボム

入り浴剤の方にお勧め。色々ない、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。に入りれると吹き！おしゃれなガラス瓶入りシュして元気に』ワシュして元気に』ワ楽しめます。しい入り浴剤。

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、またはプレストタイプ。カラーラントで環境にやさしいお部屋の消臭剤。色を、
精油をいくつかご紹介し、で環境にやさしいお部屋の消臭剤。香りの種類・選び方レッスン付。りコスメ教室』を付けスプレーます。

★★☆☆ 1300 円
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美人の湯の方にお勧め。湯
入り浴剤の方にお勧め。色々ない、レッスン付。

精油をいくつかご紹介し、をたらしてお勧め。部屋のスプレーを作ります。の方にお勧め。芳香りの種類・選び方レッスン付。器に使う基本的な方法。う事の後などにも出来る、
一石二鳥の入浴剤。の方にお勧め。入り浴剤。

★★☆☆ 1300 円

手ご紹介し、ね石けん石けスプレーん すで環境にやさしいお部屋の消臭剤。に出来上につければ長持ち！が重曹で環境にやさしいお部屋の消臭剤。っている石鹸の粉末に、の方にお勧め。粉末またはカラーラントで色を、に、
お勧め。好きな香りも楽しめます。みの方にお勧め。ハーブ粉末またはカラーラントで色を、や香りの種類・選び方レッスン付。りコスメ教室』で環境にやさしいお部屋の消臭剤。加工して楽しみます。して楽しめます。しみます。 ★☆☆☆ 1300 円

溶かして固めるかして固めるめる
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、(！)を入りれてオリジナル石鹸の粉末に、に加工して楽しみます。します。 ★★☆☆ 1800 円

◆ 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』』毎月第一火曜日 13:30～15:30

　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたい教室参加費は、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、講習費 2,000 円＋メニューごとアロマの教室 の教室 材料は、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、費で使われる精油す。

　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたい作りせっけんとアロマの教室 り方にお勧めです ⇒　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたいレシピ、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、材料は、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、の教室 説明付。

　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたい初めて自分のための時間を愉しみましょう。の教室 方にお勧めです ⇒　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたいに安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、は手作りせっけんとアロマの教室 りコな暮らしやエシカルに興味がある　・手作りが好きスメの教室 基本説明を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。します。

　　お勧めです ⇒　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたい時間を愉しみましょう。の教室 都合わない　・なるべく安心できるものを使いたい上、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、難易度★または★★のクラフト作りをお勧めします。または★または★★のクラフト作りをお勧めします。★または★★のクラフト作りをお勧めします。の教室 ク同等品質の材料を使います。 ラフト作りせっけんとアロマの教室 りを手作りして自分のための時間を愉しみましょう。お勧めです ⇒　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたい勧めです ⇒　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたいめします。

　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたいアロマの教室 テラピーの教室 精油（まっきー）エッセンシャルなスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。オイルなスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。）の教室 有用性を活かすメニューでは、を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。活かすメニューでは、かすメニューで使われる精油は、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、

　　こちらからお勧めです ⇒　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたい勧めです ⇒　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたいめする天然由来の化粧用成分、ハーブ、精油から選ぶことができます。 ぶことアロマの教室 が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたいで使われる精油きます。 

　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたい皮膚への安全に配慮し、精油の使用をお勧めしないメニューもございます。 への教室 安全に配慮し、精油の使用をお勧めしないメニューもございます。 に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、配慮し、精油の使用をお勧めしないメニューもございます。 し、肌に安心して使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、精油の教室 使える天然由来の化粧用成分、ハーブ、用を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。お勧めです ⇒　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたい勧めです ⇒　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたいめしなスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。いメニューも経験者さんも、どうぞ。ございます。 

　・市販の化粧品が肌に合わない　・なるべく安心できるものを使いたい一回のレッスンで クラフトの教室 レッスンで使われる精油 ク同等品質の材料を使います。 ラフト 2 種類申込むと講習費をむとアロマの教室 講習費を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。 500 円 割引します。

　手作りせっけんとアロマの教室 りせっけんとアロマの教室 アロマの教室 の教室 教室 Mackey◆

成田屋まっきーまっきー

　（まっきー）加藤 真紀子）

　
https://peraichi.com/landing_pages/view/l20ue

Mail: wakuwaku.naritaya@gmail.com
Instagram : soapmakinglesson_mackey 
Facebook, 公式 LINE : 成田屋のスプレーを作ります。 まっきー

AEAJ アロマの教室 テラピーアドバイザー資格認定教室

JAMHA メディカルなスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。ハーブ検定認定教室
生活かすメニューでは、の教室 木ハンドメイドギルドハンドメイドギルなスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。ド認定 手作りせっけんとアロマの教室 り石けん講座 基礎科 開講けん講座 基礎科 開講

CARA-CARO フィトテラピースク同等品質の材料を使います。 ールなスキンケアや暮らしのケア用品を手作りして自分のための時間を愉しみましょう。認定 滋賀大津教室
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