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＜内容（レッスンテ ーマと実習内容）＞

＊タイトルや実習について一部変更いたしました。 各レッスンの内容等について追加しました。

（以下表中は全て黒字で示します。）
レッスンで対象となる

レッスン タイトル、 内容 精油、 植物油、 ハー ブウォ 実習
ー タ ー 、 芳香成分類

1 アロマテラピーと精油の基礎 ペパー ミント ルームコロン

～香りから広がる豊かな世界～ ラヘ‘‘ ンタ‘
‘
ー・アンゲスティ7ォリア 全量：20ml 

1' アロマテラピーとは レモン 精油濃度：2% 

2, 精油の基礎 オレンジ ・ スィ ー ト 基材：無水エタ）ー ル、精製水

3' 精油を学ぶ 容器：20mlスアレー討卜Jv

4' 精油がからだに与える影蓄

5, 実習： ,i, ームコ切（全量20ml、 精油濃度2%)

2 精油の化学の基礎 サイプレス 軟膏
～アロマテラピー のミクロの世界へ～ ジュニパー 全量：10 g 

1' 植物と動物の代謝のしくみ（イメ ージ） フランキンセンス 精油濃度：1-2% 

2, 精油の化学の基礎 ミルラ 基材： 7ァーナスペレット3-4g、

3, 精油を学ぶ ティ ー トゥリー 7ァーナス油6-7ml

4, 実習：軟膏（全量10g、 精油濃度1-2%) ・モJテルペン炭化水素類 容器：10gクリーム容器
・ セスキテルヘ゜ ン炭化水素類

3 アロマでスキンケア1 パルマローザ 美容オイル

～美しいお肌のために ～ ホーウッド 全量： 10ml 

1 , 皮膚についての基礎知識 ゼラニウム ・ エジプト 精油濃度：1-2% 

2 , 美しいお肌のためにできること ラベンダー・スピカ 基材：ホホバ油10ml

3' 精油を学ぶ カモマイル・シ・ ャー マン 容器：10mlボトル

4, 実習：美容オイル（全量10ml、 精油濃度1-2%) カモマイル・ローマン

・モJテルペンア加ー,ii類
・ フロクマリン類

4 アロマでスキンケア2 カモマイル・シ‘‘ ャー マンウォーター J\-rウォー ターの化粧水
～ハー ブウォ ー タ ーでさらりと美肌～ ラヘ‘‘ ンタ ‘‘— ウォ ー ター (J\ーアウォ ーター2伽1)

1' ハー ブウォ ー ター [1ーズウォー ター 基材：なし

2, 化粧品とは ティー トゥリー ウォ ー ター 必要に応じて：ゲリセリン

3, ハー ブウォ ー ターを学ぶ レモンク ‘、 ラスウォ ー ター 容器：20mlスアレー加トル

4, 実習： J\-7'、ウォー タ一の化粧水（全量20ml) ヘ゜ l\゜ーミントウォータ—

5' ヒトが芳香植物を利用してきた歴史
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5 アロマバスでリラックス イランイラン アロマバスオイル

--1日の終わりを心地よく～ プチグレン 全量:20ml

1' リラックスするとは ベルガモット 精油：15-20滴
一神経系の基本：自律神経を中心に 一 マジョラム 基材：バスオイル

2, 沐浴でリラックス ラベンダ ー ・アンゲスティ7ォリア （乳化剤• 分散剤）

3, リラックスのためのアロマバス （沐浴） ・ エステル類 容器：20mlボトル

4, 実習：アnマl\
、、

ス オイJv (全量20ml、精油15-20滴）

5, 安全なアロマテラピ ー実践のために

6 精油の調香 ロー ズ オー ドトワレ

～オリジナルの自然香水で素敵に香る～ ネロリ 全量：10ml 

1' 嗅覚 ジャスミン 精油濃度：5-10% 

2, 香りの基礎知識と調香のヒント パチュリー 基材：無水エタノ ー ル

3, 調香 サンダルウッド 容器：10mlスアレ ーギト,�

4, 精油を学ぶ ※調香ではスポイトを使って精

5, 実習：オ ート
‘‘

トワレ（全量10ml、精油濃度5-10%) 油をブレンドしてください。

7 毎日を元気に過ごすために ユー カリ ・ ラディアタ 風邪予防＆改善のための

～疇やインフルエンザの予防～ ラヴィンツァラ ジェル

1' 風邪、 インフルエンザからからだを守る nー ス
‘‘

マ リー •シネオ ー ル 全量：10 g

2, 風邪、イン7ルエンサ
‘‘

予防に対するアnマテラt
゜

ー ローレル 精油濃度：3%

3' 実習 ：風邪予防＆改善のためのジェル ブラックスプルー ス 基材：中性ジェル

（全量10 g、 精油濃度3%) • 酸化物類 容器：10gクリー ム容器

8 アロマトリートメント ホホバ油 トリー トメントオイル

～やさしい香りと心地よいタッチで癒やされる～ ファー ナス油 全量：10ml 

1' アロマトリー トメント ロー ズヒップ油 精油：1-2滴

2, ストレ スケアとしてのアnマトリートメントの有用性 アルガン油 容器：10mlボトル

3, キャリアとしての植物油 カロフィラム油 ＊植物油10mlの7"レ ンド

4, 植物油を学ぶ シアバター

5, 実習 ：トリ→メントオイル（全量10ml、精油1-2滴）

， スムー ズに動けるからだになろう ユー カリ ・ レモン 痛み・炎症緩和クリー ム

～痛み、 炎症へのアプローチ～ レモングラス 全量：10 g 

1' 痛み ・ 炎症は身体からのサイン リトセア 精油濃度：3-5% 

2' メタボリックシンドロー ム バジル 基材： シアバター

3, 痛みや炎症に対するアロマテラピ ー ウィンターグリー ン 容器：10 gクリー ム容器

4, 実習 ：痛み ・ 炎症緩和クリー ム ·7ェJー ルメチルエーテル類

（全量10 g、 精油濃度3-5%) ・テルペン系アルデヒト
‘‘

類
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10 体質改善のための精油 nース
、 マリー・カン7ァー 体質改善に役立てる

～心身のバランスを整えて ～ ヘリクリサム ブレンドオイル

1' 体質と体質診断 ペパー ミント 全量：20ml 

2, 体質診断を精油の選択に生かす ・ケトン類 精油濃度：3% 

3, 精油と芳香成分類 基材：ファ ーナス油20ml

4, 実習：体質改善に役立てるブレンドオイル 容器 ：20mlボトル

（全量20ml、 精油濃度3%)

11 抗菌アロマテラピー オレガノ ①石けん

～精油の抗菌作用で生活環境を整える～ クロ ー ブ 全量： 50g

1' 身の周りの微生物 シナモン ・ カッシア 精油：10滴

2, 微生物の繁殖を抑制する精油と芳香成分類 オレンジ・スィ ート 基材：石けん基材50g、

3, ハウスケア：家庭での活用方法を考える レモン 精製水10ml

4, 実習：①石けん(50g、精油10滴） ・フェノ ー ル類 容器：なし（持ち帰り用袋）

②抗菌スプレー · 芳香族アルデヒド類 ②抗菌スプレー

（全量20ml、精油濃度3-5%) 全量：20ml 

精油濃度：3-5% 

基材：無水I夕）ール、精製水

容器：20mlス7
゜

レず卜iv

12 女性のためのアロマテラビー クラリ ーセ ージ ブレンドオイル
～妊娠、 月経トラブル、 更年期～ サンダルウッド 全量：10ml 

1' 女性ホルモンとからだの働き パチュリ ー 精油濃度：3-5% 

2, ストレス ・セスキテルペンアルコール類 基材：植物油

3, 月経トラブル、 更年期に役立つアnマテラピ ー ・ジテルペンアJvJール類 容器 ：10mlボトル

4, 妊娠時の精油利用について

5, 実習：ブレンドオイル

（全量10ml、精油濃度3-5%)

※ レッスンで対象となる精油は、 一部重複する（複数のレッスンで対象となる）ことがございます。




