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イー・コンセプションは、オーストラリア
に移住した日本人女性が独自に設立し
たナチュラルセラピーブランド。

アロマ＆クレイセラピーをはじめ、カラダと心とスピリットを
元気にしてくれる自然のパワーいっぱいの商品たちを、ハッピ
ーエネルギーとともにお届けしています。

E-Conception 代表　福島麻紀子

1964年5月9日東京都大田区生まれ、神奈川県の山育ち。29歳
のとき、単身で渡豪。東京での生活に違和感を感じていた福
島は、オーストラリアの空の青さ、自然の雄大さ、移民社会の
懐の深さ、人々のノーテンキさに心動かされ、移住を決意、独
立永住ビザ取得後、1995年に2度目の渡豪。

1996年頃からアロマ＆クレイセラピーにハマりだし、趣味で
はじめた通信販売が軌道に乗る。2000年4月に独自ブランド 
E-Conception を設立。2001年末にシドニーからブリスベン
郊外に移り、現地生産体制を整備。2004年5月に２冊の本を
出版。

2004年8月には、E-Conception の教育・啓蒙団体として、INTA
国際ナチュラルセラピー協会設立。2006年には、スピリチュア
ル・ワールドFeelFreeサイトを立ち上げ、独自のフラワーエッ
センス提供をはじめる。

2009年10月、３冊目の著書『大地のエネルギーで癒す
クレイセラピー』（フレグランスジャーナル社・ICA監修）出版。
2008年から2011年まで 、ICA国際クレイセラピー協会元理
事＆講師として、クレイセラピスト養成講座を担当。

現在は、デンマーク人の夫ラースと双子の子供たちに協力し
てもらいつつ、スタッフとともに楽しくお仕事しています。
イー・コンセプションはこれからもナチュラルな生き方を提案
し続けます。
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大地のエネルギーで癒す
BK5 クレイセラピー
ICA国際クレイセラピー協会　監修
フレグランスジャーナル社    2160円

自然素材とアロマで手づくり！
BK4 赤ちゃんからのナチュラルケア
学陽書房    1512円

アロマ、クレイなど自然素材を利用した安心な手作りレシピで、家族まるごとスキンケ
ア＆ヘルスケア。赤ちゃんにも安心な材料・レシピ提案は、お肌の敏感な方にもピッタ
リです。アロマ初心者にも分かりやすい解説と、体験に基づいて厳選した簡単レシピ
が満載。

クレイの特性や活用の基礎知識はもちろん、スキン
ケアや心身の不調、介護や子どもといった家族ケア
へのレシピも多数掲載。 クレイセラピー初心者から、
セッションメニューにクレイを取り入れているセラピ
ストまで、あらゆる方に向けた必見の一冊です。

序　章　マイ・クレイ・ストーリー
第１部　クレイ－地球からの贈り物－
第２部　自然療法としての“クレイセラピー”
第３部　クレイセラピーの実践
第４部　クレイとアロマセラピー
第５部　暮らしの中のクレイセラピー
第６部　家族へのクレイセラピー
第７部　クレイセラピーの可能性と未来

※書籍は日本からの発送となります。福島麻紀子の著書
books written by Makiko Fukushima

書籍「クレイセラピー」
              ＋ クレイ湿布お試しキット

ピンククレイ20g、クレイ湿布用シート（フェイシャ
ルシート）１枚、説明書付き。

BK6 クレイセラピー＋お試しキット 
2500円

書籍を読みながら、クレ
イ湿布をお試しいただ
けるオトクなキット。

国際ナチュラルセラピー協会（INTA ）は　　　　　　　　の教育・国際交流部門として独立、2004年に発足しまし
た。検定試験、資格講座、オーストラリア留学、情報提供など、さまざまな活動を行っています。

◆ INTAアロマ・デザイナー検定試験
アロマセラピーを生活に生かすアロマデザイナー資格が取得できるネット検定試験。全国どこからでも自宅で受
験できます。受験料 5000円（認定料込み）

◆ INTA資格講座 各種
アロマデザイナー講座、アロマ化学理論講座、スピリチュアルアロマ講座、
ナチュラルセラピー講座など

無料資料請求、お問い合わせはINTA事務局までお気軽にメールでどうぞ。
Email  info@inta-j.org          URL  www.inta-j.org

国際ナチュラルセラピー協会
International Natural Therapy Association (INTA) 
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                                では、みな
さんからのご注文量に応じ
て、必要な分だけ原料を入手
し、必要な分だけ小ロットで
製造します。

品質へのこだわり
we are passionate about quality

製造スタッフが丹精込めて手
作りした商品を、品質管理スタ
ッフが出荷前に再チェック。

環境問題を考慮し、使いきれ
る容量、地球にやさしい梱包
を心がけています。

使用している梱包剤は片
栗粉と小麦を原料にした
もの。ペットが間違えて食
べても大丈夫。

過剰包装は避け、かつ商品が
海を超えてみなさんのお手元
に無事に届くよう工夫してい
ます。

赤ちゃんにも安心して使える安全性と、治療用にも適した高品質を常に維持するため、             
                    では品質検査、品質管理に力を入れています。
信頼おけるサプライヤーとの提携により、生産者の顔が見える商品を厳選。さらに厳しい分析
検査の結果、基準に合致した商品だけをお届けしています。
できるだけ自然の状態でお届けしたい。そのため、人工保存剤等の使用はできるだけ避け、商
品を生鮮品と同じように大切に扱っています。

ガスクロマトグラフィー＆マ
ススペクトラム分析機と、そ
のデータ資料。

入荷するすべてのロットに
ついて検査が行われ、過去
７年分のデータとサンプル
が保存されています。

※ ロットごとの GC/MS成分分析結果は、インターネットサイト
にて公開しています。
http://www.e-conception.co.jp/eodata.html

                       が提携しているサプライヤーでは、
オーストラリア政府により定められた治療用製品製造
の厳しい基準に則って商
品提供しています。 　　
　　　　　　　  は、その
なかでも最高級品質の商
品を厳選しています。

商品が入荷すると、専門の品質管理担当が、GC/MS成
分分析等により、品質を検査・確認します。不純物が加
えられたもの、劣化しているもの、品質基準に満たな
いものは、拒絶・返品されます。そのために、時折長期
欠品が出たり、原産国が変更になることがあっても品
質には決して妥協しないポリシーです。

コスト削減のための大量生産は
しないため、常に新鮮な商品が
用意されています。

入荷した商品、及び製造し
た商品は温度管理された
冷蔵部屋で保管されます。

常に新鮮な状態でお届けで
きるよう最善の配慮をしてい
ます。
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オーストラリアで高く評価されている、プロ仕様の品質です。
約90種類の豊富な品揃え。ケモタイプ、珍重されるオイルも入手できます。
サプライヤーから直接皆様のお手元へ。フレッシュさが自慢です。
使いやすい、買いやすい容量サイズ。新鮮なうちに使い切れます。

ご使用上の注意
高度に濃縮されていますので、原液を直接皮膚につけないでください。
事前に使おうとするレシピ、濃度でパッチテストを行ってください。
薄めたものでも目に入れたり粘膜に使用しないでください。
しっかりと蓋をしめ、幼児の手の届かないところに保管してください。
飲用はしないでください。
火気厳禁。
けいれんを起こしやすい方、発熱中の方、脳障害のある方、持病をお持ち
の方、妊娠中・授乳中の方、敏感肌の方、お子様、お年寄り等は、ご使用に
なる前に専門家にご相談ください。

すべて100%ピュアのエッセンシャルオイルです。
入手しうる最高級のピュア精油にこだわって厳選しています。一部の高価なオイルについては、ホホバオイルに3%で希釈された
ものもご用意。気軽にお使いいただけます。

使いきれる手頃な容量サイズ。
基本を5ミリ入、高価な精油・マイナーな精油は2ミリ入。メジャーなオイルは10ミリ入で、３本同時に購入するとお買い得
になります。いずれのサイズもドロッパー付き。

満足保証システム、ご用意しました。【香りのお試し袋付き】
通販だと購入前に香りを確認できないのがネック…　そんな声にお応えした新シス
テムです。24種類の精油を対象に、ご満足いただけなければ理由を問わず返品可能
です。レギュラー商品とともに「香りのお試し袋」を同梱しますので、開封前に香りを
ご確認いただけます。　精油一覧表の 　　マークが「満足保証」対象精油です。
100円増でご利用いただけます。

● 精油一覧表の表示凡例 ●
品質

精選 高品質100％純性、品種も選別された精油。

伝統 公的には無認定だが、有機的な伝統農法に
より栽培。

有機 オーガニック認定を受けた有機栽培農法に
より栽培。

野生 野生植物から抽出。

野有 野生でありながらオーガニック認定も受け
たもの。

エッセンシャルオイルの抽出法

蒸留法 植物を水蒸気で蒸留して抽出。
もっとも一般的な精油抽出方法。

冷圧搾法 加熱せず圧力をかけて搾り取る。
柑橘系の果皮から抽出する方法。

溶剤抽出 ヘキサンを媒介として抽出された精
油。粘性が高く、強い芳香を伴う。

「アブソリュート」と呼ばれる。

CO2 二酸化炭素を媒介として抽出。
重い分子も含む。

※精油は可燃物として特別梱包発送し、日本国内の発送担当よりお届けしております。
     発送先は日豪のみとなっております。

エッセンシャルオイル（精油）
essential oils
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「満足保証」対象精油（香りサンプル付き） 
100円増にてお試しいただけます。

オーガニック（有機栽培  
認定を受けた植物より抽出した精油 。

商品番号 エッセンシャルオイル名(学名） 満足保証 品質 2ml 5ml 10ml 10mlx3

P-SET2 エッセンシャルオイルお試しセット（6種類x10ml）
ラベンダー・トゥルー、ティートリー、ユーカリ（ラディアタ）、
オレンジ・スウィート、グレープフルーツ、ペパーミント

10560

P001 アンジェリカルート Angelica archangelica 精選 4598
P002 イランイラン コンプリート Cananga odorata +100 伝統 1595
P003 イランイラン スーパーエクストラ Cananga odorata 野生 1936
P004 ウィンターグリーン Gaultheria procumbens 野生 1452
P005 エバーラスティング Helichrysum angustifolium 野生 4158
P006 オレガノ Origanum vulgare 野生 1496
P007 オレンジ スウィート Citrus sinensis +100 精選 1815 4840
P008 オレンジ ビター Citrus aurantium ssp amara 精選 1320
P009 カモミール ジャーマン Matricaria chamomilla 有機 3256
P010 カモミール ジャーマン 3%ホホバオイル入 +100 有機 1210
P011 カモミール ローマン Authemis nobilis 精選 2662 6380
P012 カモミール ローマン 3%ホホバオイル入 +100 精選 1089
P013 カルダモン Elettaria cardamomum 野生 1496
P014 ガルバナム Ferula galbanifelua 精選 1694
P015 カレンデュラCO2抽出 25%ホホバ入 Calendula officinalis 伝統 2057
P016 キャロットCO2抽出 25%ホホバオイル入 Daucus carota 精選 1320
P017 キャロットシード Daucus carota 精選 1452
P018 クラリセージ Salvia sclarea +100 精選 1320
P019 グレープフルーツ Citrus paradisi +100 精選 1936 5225
P020 クローブ バッド Syzygium aromaticum 野生 1320
P021 サイプレス Cupressus sempervirens +100 野生 1210
P022 サンダルウッド オーストラリア Santalum spicatum +100 野有 3850
P023 シスタス（ロックローズ） Cistus labdaniferus 野生 2783
P024 シダー アトラス Cedrus atlantica 野生 1210
P025 シダー バージニアン Juniperus virginiana 野生 1210
P026 シトロネラ Cymbopogon nardus 精選 1089
P027 シナモン リーフ Cinnamomum zeylanicum 精選 1089
P091 シナモン バーク Cinnamomum zeylanicum 精選 1463
P028 ジャスミン 3%ホホバオイル入 Jasminum officinale +100 精選 1452
P029 ジャスミン アブソリュート Jasminum officinale 精選 6160
P030 ジュニパーベリー Juniperus communis +100 野生 1320
P031 ジンジャー Zingiber officinale 精選 1408
P032 スプリュース Picea mariana 野生 2112
P033 セージ Salvia officinalis 野生 1331
P034 ゼラニウムローズ エジプト Palargonium graveolens +100 精選 1452
P035 ゼラニウムローズ ブルボン Palargonium graveolens 精選 1936
P036 セロリシード Apium graveolens 有機 1430
P037 タイム リナロール Thymus vulgaris 有機 3520
P041 タンジェリン Citrus reticulata 精選 1089
P042 ティートリー Melaleuca alternifolia +100 有機 2057 5500
P043 ティートリー スウィート Melaleuca ericifolia 野生 1320
P044 ナツメグ Mylistica fragrans 精選 1430
P045 ニアウリ Melaleuca quinquenervia 野生 1452
P046 ネロリ Citrus aurantium 野生 6270
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「満足保証」対象精油（香りサンプル付き） 
100円増にてお試しいただけます。

オーガニック（有機栽培  
認定を受けた植物より抽出した精油 。

商品番号 エッセンシャルオイル名(学名） 満足保証 品質 2ml 5ml 10ml 10mlx3

P046J ネロリ 3%ホホバオイル入 Citrus aurantium +100 野生 1452
P047 パイン スコッチ Pinus sylvestris 野生 1210
P048 バジル トロピカル Ocimum basilicum 精選 1573
P049 パチューリ Pogostemon cablin 伝統 1210
P050 パルマローザ Cymbopogon martini var motia +100 精選 1452
P052 フェンネル Foeniculum vulgare 有機 968
P053 プチグレイン ビガラーデ Citrus aurantium 野生 1980
P093 フラゴニア Agonis fragrans 精選 1089
P055 ブラックペッパー Piper nigrum 精選 1320
P056 フランキンセンス Boswellia carterii +100 野生 2178
P094 フランジュパニ 3%ホホバオイル入 Boswellia carterii 1452
P057 ベティバー Vetiveria zizanioides 精選 1320
P058 ペパーミント Mentha arvensis +100 精選 2057 5500
P059 ベルガモット Citrus aurantium var bergamia +100 有機 1430
P060 ベルガモット FCF（光感作成分を除去） 精選 1320
P061 ベンゾイン 50%ホーリーフ入（安息香） Styrax benzoin 野生 2640
P062 ホーリーフ Cinnamomum camphora 野生 2530
P063 マートルレッド Myrtus communis CT cineole 野生 1694
P064 マジョラム スウィート Origanum majorana +100 精選 1452
P065 マヌカ Leptospermum scoparium 精選 2640
P066 マンダリン Citrus reticulata 精選 1089
P067 ミルラ（没薬） Commiphora molmol 野生 1705
P068 メリッサ Melissa officinalis 有機 7865
P068J メリッサ 3%ホホバオイル入 Melissa officinalis 有機 1573
P069 ヤロウ Achillea millefolium 精選 2860
P070 ユーカリ オーストラリア Eucalyptus radiata +100 野生 1452 3916
P071 ユーカリ ブルーガム Eucalyptus globulus 野生 1100
P074 ユーカリ レモン Corymbia citriodora 野生 1089
P075 ライム Citrus aurantifolia 精選 1210
P076 ラベンサラ Ravensara aromatica 野生 1694
P077 ラベンダー トゥルー オーストラリア

Lavandula angustifolia
+100 精選 1100 2530 6820

P078 ラベンダー アルパイン ワイルド
Lavandula angustifolia

野生 1452

P090 ラベンダー スパイク Lavandula spica 野生 1452
P079 リツェアクベバ（メイチャン） Litsea cubeba 野生 1089
P080 レモン Citrus limonum +100 精選 1815 4895
P081 レモングラス Cymbopogon flexuosus +100 有機 1089
P092 レモンマートル Beckhousia citriodora 有機 1430
P082 ローズ アブソリュート Rosa damascena 精選 5082
P083 ローズ ダマスク Rosa damascena 精選 10890
P084 ローズ ダマスク 3%ホホバオイル入 Rosa damascena +100 精選 1694
P085 ローズウッド Aniba roseodora 野生 2420
P086 ローズマリー CT1 カンファー Rosmarinus officinalis 精選 1485
P087 ローズマリー CT2 シネオル Rosmarinus officinalis +100 有機 1364
P089 ローレルベイ Laurus nobilis 野生 1452
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アロマセラピーとは？
what is aromatherapy?

アロマセラピー（芳香療法）は、植物のエキスであるエッセンシャルオイル（精油）を利用して、その香りと成分
の働きにより心身の状態を向上させようという自然療法です。

●芳香浴
ティッシュやハンカチに精油を２～３滴落して香りを
かぎます。アロマポットを利用したり、コップのお湯に
精油を滴下しても、芳香をお部屋に拡散できます。ア
ルコールに精油を加え、水で希釈すればルームコロン
の出来上がり。

●アロマバス
お好みの香りでリラックスしながら、精油の力を借り
て心と体のバランスを整えます。湯船に直接精油を入
れると皮膚を刺激することがあるので、「アロマバスベ
ース」等の乳化剤をご利用ください。部分浴もおすす
めです。

●蒸気吸入
洗面器のお湯に精油を滴下し、あがってきた蒸気を吸
い込みます。

●マッサージ
キャリアオイルに精油を希釈して、フェイス・ボディを
マッサージします。精油の濃度は目的や使い方にもよ
りますが、ボディ用で2 . 5％、毎日のスキンケアや心の
ケアには1 ％以下を基本とします。キャリアオイルの
代わりにジェル、クリーム、クレイなどの基材を使うこ
ともできます。

お気に入りのアロマウォーターをブレンド。 
「X05 グリセリン」を1～3%加えると保湿力がＵＰします。

ローション（化粧水）

・液体石鹸 - 「X11 カスティリア石けん」に、お好みの精油、
アロマウォーターを加えます。

・固形石鹸 ① - 「X18 ソープベース」200gをビニール袋に
入れ、水分50ml～60ml程度を足して、１分ほど放置します
キャリアオイル40mlと精油小さじ１杯を加えて、袋の外側
からよく手で練ります。粘土のようにお好みの形に仕上げ、 
風通しのよいところ乾燥させます。（2～3日で固まります）

・固形石鹸 ② - 「 X28　MPソープ」 100gを電子レンジ用
耐熱容器に入れて、 30秒～１分ほど温め、溶けたらキャリ
アオイルやグリセリン（合計5mlまで）、精油（20～40滴くら
い）等を加えて、スプーンなどでよく混ぜます。 お好みの型
に流し入れ、 固まったら出来上がり！（数時間で固まります）

ホホバオイル、ローズヒップオイル、イブニングプリマロー
ズオイルを同量（1/3 ずつ）加え、肌質に合うタイプのスキ
ンケア用ブレンドを1%濃度で加えます（乾燥～普通肌）。 
脂性肌には、ホホバオイルかファインココナツブレンドを
多めに。

「C04 ホホバオイル」10ml に、「Q01 二酸化チタン」、「Q07 
酸化亜鉛」を小さじ半分ずつ加えてから「X10 クリームベー
ス」30g に混ぜこみます。

「X45 ビタミンＣ オイル」5滴に、「X06 ビタミンＥ」 、「C11 
センテラオイル」 、「C07 ローズヒップオイル」などを5ml混
ぜ、お好みの精油1%を加えます。

「X10 クリームベース」に、スキンケアブレンドを1%濃度
で加えます。「X06 ビタミンＥ アセテート」や お好みの キャ
リアオイル、精油を加えてもＯＫ。

「X09 アロエジェル」100gに、「X07 リポゾーム」10ml、
「C11 センテラオイル」5mlを加え、スキンケアブレンド
を1%混ぜれば、サッパリ使用感の若返りジェルの出来上
がり。

アロマクリーム

美容液
日焼け止めクリーム

フェイスマッサージオイル
スキンケア・ジェル

アロマ石けん

● 手作りコスメのレシピ例 ●
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スピリチュアル アロマ
spiritual aroma oils

スピリチュアル アロマ 【単品】全20種類  5ml    各900円

こころと魂に働きかけるスピリチュアル アロマ。精油のもつ精微な香りとエネ
ルギーを、スピリチュアルに生かした                                 独自のシリーズです。
ホホバオイルに絶妙の濃度で希釈された高品質精油。クリスタルウォーターが精油の
波動をさらに引き出します。

商品番号 アロマオイル名 キーワード

EP01 アンジェリカ 精神世界とのつながり。天使とのつながり。

EP02 イランイラン 感情と官能の結びつき。女性性、セクシャリティの受容。

EP03 オレンジ 豊かさ、恵み。自信、幸福感、楽観。

EP04 クラリセージ 深いリラックス。多忙な日常からの逸脱と休息。直観力、想像力を高める。

EP05 サンダルウッド 精神世界、死の世界とのつながり。グラウンディング。

EP06 ジャスミン 男女性の統合。 肉体の愛を超える、神の愛。 創造性を高める。すべてのつながり。

EP07 ゼラニウム 繊細さ、やさしさ、母性。 自己の受容。 生命の源＝大自然。

EP08 ティートリー 免疫力アップ、生きる力を刺激、強壮。生きがい。

EP09 ネロリ 自己存在を寛容に受け入れる。 安心感。 性と愛を結ぶ。 おおらかに羽ばたく愛。

EP10 フランキンセンス 執着から自由になる。不要な信念を手放す。深呼吸して魂の栄養を受け取る。 

EP11 ペパーミント 現実に戻る。刺激、集中力を与える。

EP12 ベルガモット 怒り、悲しみ、落ち込み、恐怖などの不快な感情を解放。創造力を刺激。

EP13 ヤロウ 自己の霊性を目覚めさせ、表現する力。

EP14 ユーカリ チャクラ・ エネルギーの浄化。循環をよくし、流れを自由に。

EP15 ラベンダー バランス、 全体の調和、安定。心の通ったコミュニケーション。

EP16 レモン 自他を信頼して、やる気を高める。

EP17 ローズ 愛を感じる力。

EP18 ローズウッド 大器晩成。自分への信頼。太古の知恵。

EP19 ローズマリー 自己表現、明晰な表現。自己実現のための決意。

EP20 ローレルベイ 自己自信。宇宙の流れに乗る。

スピリチュアル アロマ キット
スピリチュアルに精油の香りとエネルギーを堪能するためのキット。20本のスピリ 
チュアルアロマオイル（5mlサイズ）と オリジナル小冊子をセットにしました。

●「アロマ・リーディング」・・・気軽な占いのように、深層心理を確認。
●「スピリチュアル・アロマ選び」・・・必要とする香りを探し当てます。

EP-KIT スピリチュアル アロマ キット    15000円
スピリチュアル的特性が詳しく記載された小冊子付き（全14ページ）

EP-B スピリチュアル アロマ キット小冊子    300円

EP-Bag スピリチュアル アロマ キット用 ネル地製バッグ    2700円
バッグに精油20本を入れて、ガラガラポン感覚で1本引きます。
サイズ：縦30cm×横幅23cm程度。

EP-KIT2
スピリチュアル アロマ キット 
《大瓶》50ml x20本    105000円
※箱、小冊子、ネル地バッグは含まれません。

EP01b-EP20b 
スピリチュアル アロマ《大瓶》
【単品】全20種類 　50ml    各6300円
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マッサージのベースとなるベジタブルオイル（植物油）。抽出される植物そのものの特徴だけで
はなく、精製方法によっても含まれる栄養価や感触、肌への浸透度は異なります。それぞれのオ
イルの特徴を把握して、目的・肌質に応じてブレンドするのがベストです。
                                     のキャリアオイルには天然酸化防止剤ＲＯＥが加えてあるため、通常よりも長期保存が可
能です。 （ホホバオイル、マカダミアオイル、ココナツオイルは酸化しにくいため、ＲＯＥは加えていません。）

ベジタブルオイル
商品番号 商品名 容量 価格 商品説明

C01 ボディマッサージブレンド 100ml
1L

1452
9000

ボディマッサージに最適な有機栽培の植物油ブレンド。 ひまわり油、
スウィートアーモンド、マカダミアオイルをほどよくブレンドしました。

C02 ファインココナツブレンド 100ml
1L

1760
12000

ココナツ、ホホバ、椿オイルのブレンド。皮膚への吸収が早く、さっぱり
仕上がります。 乾燥や湿疹などお肌のトラブル対策に。

C03 スウィートアーモンドオイル 100ml
1L

1452
9000

ボディからフェイスまで、クセのないキャリアオイル。ベビーマッサー
ジにも安心してお使いいただけます。

C04 ホホバオイル 25ml
100ml

1L

1100
3520

19000

贅沢な天然ワックス。 プロテインを含有し、マイルドで肌への吸収が
早く、敏感肌、ヘアケア、メイク落とし、赤ちゃんにも使える万能オイル。
酸化しにくいため長期保存可能。イスラエル産。

C04n オーガニック・ホホバオイル 25ml
100ml

1650
5280

有機栽培の最高級ホホバオイル。ホホバの生命力エネルギーが感じ
られる、波動の高いピュアなオイルです。イスラエル産。

C04r ホホバオイル（ライト） 25ml 1100 精製度が高く、 無色透明で、 ホホバオイル特有の香りがないため、 精
油の香りをそのまま生かしたいときに オススメです。 イスラエル産。

C05 マカダミアオイル 100ml
1L

1584
9400

皮脂と同じ成分（パルミトオレイン酸）が豊富で、肌を柔軟に弾力よく
します。非常に酸化しにくいため、長期保存に適しています。

C15 グレープシードオイル 100ml
1L

1452
9000

リノール酸を主成分とし、無臭で、皮膚への浸透が非常によいため、 
ボディマッサージに適します。

C06 アボカドオイル 25ml
100ml

770
2310

栄養価の高い濃厚な オイル。乾燥、成熟肌に。他ベースオイルに
10~30%混ぜて使います。

C16 キャスターオイル 25ml
250ml

550
2200

保湿力、粘性の高いオイル。口紅作りに。 皮膚浸透速度が遅いので、
マッサージに使う際は、その他のキャリアオイルとブレンドします。

C22 ココナツオイル 200ml 1650 健康とダイエットの必須アイテム 。食用、または、マッサージ用として。

必須脂肪酸（EFA）オイル
商品番号 商品名 容量 価格 商品説明

C07 ローズヒップオイル 25ml
100ml

1815
4598

αリノレン酸、ビタミンＦを豊富に含み、すべての肌タイプに適しま
す。さまざまなスキントラブル、美容に。

C07-R ローズヒップレッドオイル 25ml
100ml

2178 
5445

フィルターをかけていない贅沢な未精製オイル。夜のフェイスマッサ
ージ用ブレンドに最適。オーガニック（有機栽培）。

C08 ボリジオイル 25ml
100ml

2178 
5445

ＧＬＡ（ガンマリレノン酸）とビタミンが豊富に含まれ、皮膚疾患にも
利用されます。

C09 イブニングプリマローズ
（月見草）オイル

25ml
100ml

1815
4598

ＧＬＡ（ガンマリレノン酸）を含み、スキンケア、ヘアケアに広く活用さ
れます。有機栽培。

C21 アルガンオイル 25ml 1815 ビタミンEの含有量が高いので、抗酸化作用、保湿作用に優れます。

浸出油、その他
商品番号 商品名 容量 価格 商品説明

C10 セントジョーンズワートオイル
（浸出油 ・ ベース：ココナツ分留オイル）

25ml
100ml

1452
3630

抗炎症作用のほか、皮膚のトラブル、うつ、更年期障害に利用されま
す。体内リズムの正常化にも。

C11 センテラオイル
（浸出油 ・ ベース：ココナツ分留オイル）

25ml
100ml

1452
3630

インド古来からアーユルヴェーダに活用されてきたGotu Kola。抗炎
症作用と、皮膚細胞の新陳代謝を促進する作用で知られます。

C20 アルニカオイル 10ml 1089 伝統的に、うちみ、打撲、青アザ、たんこぶなどに利用される浸出油。

C18 ニームオイル
（冷圧搾油）

10ml 660 優れた抗菌作用、抗炎症作用。虫除けオイルとしても優秀。通経作用
があるため、妊娠中の方はご使用をお控えください。

C19 オリーブ・スクワラン
（植物由来の保湿剤）

25ml 1815 酸化しにくく、ベタつきにくい高品質の植物性スクワラン。特に乾燥
肌、成熟肌のスキンケアに有用。

オーガニック（有機栽培 ）

キャリアオイル
carrier oils
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アロマウォーター
aroma water

ピュアな香りつき天然水。 精油の原料である芳香植物から蒸留抽出される水。精油と似た芳香をもち、
似たような効果が期待できます。外用に際しては皮膚への刺激性も、注意すべき禁忌事項（光感作等）も
ありません。手作りローションやクレイパックなどスキンケアに大活躍。お部屋の芳香コロン、虫除けスプ
レー等も作れます。

アロマ・クリスタル・ウォーター
　　　　　　   独自製法により、精油の微細な香りとエネルギーを、クリスタルウォーターに溶かし込みました。 
スキンケアはもちろん、心を落ち着けるスピリチュアル・アロマとしても、ご活用いただけます。保存剤入り。

独特の新製法によって、精油を純粋な水とともに蒸留した、保存剤を加えていない、ピュアなアロマウォーター。 
植物から蒸留抽出された従来のアロマウォーターに比べると、精油の芳香により近く、品質も安定しています。

※フリップトップ式キャップ採用。125mlはスプレーミスト別添。

※フリップトップ式キャップ採用。125mlはスプレーミスト別添。 （２本購入の場合、スプレーミストは付きません。）

                       のアロマウォーターは、できるだけオーガニック（有機栽培）もの、特別抽出（精油抽出時
の副産物ではなく、蒸留水を抽出する目的で蒸留された）ものを厳選しています。

芳香成分含有量の高い、高品質のアロマウォーターを、当社独自の保存＆製造法により、フレッシュなまま
お届けしています。

商品
番号 商品名 品質 容量 価格 125mlx2

価格 商品説明

Wn05 ウィッチヘーゼル ウォーター セレクト ★ 125ml 1980 3520 外傷、炎症、脂性肌用ローションに。

Wn13 カモミール・ジャーマン ウォーター セレクト 125ml 1980 3520 珍重されるウォーター、炎症に。

Wn04 カモミール・ローマン ウォーター セレクト 125ml 1980 3520 敏感肌用ローションに。保存剤入。

Wn09 ティートリー・レモン ウォーター 有機 125ml 1980 3520 殺菌、風邪予防、外傷に。

Wn02 ネロリ ウォーター セレクト 125ml 1980 3520 普通～脂性肌用ローションに。保存剤入。

Wn03 ラベンダー（トゥルー） ウォーター セレクト ★ 125ml 1980 3520 普通～脂性肌用ローションに。

Wn01 ローズ（ダマスク） ウォーター 有機 ★ 125ml 1980 3520 普通～乾燥肌用ローションに。

　　　　　　　　   のアロマウォーターは、一部を除き、保存剤を一切加えておりません。販売時からの有効期限は半年以上保つよう努力しておりま
すが、開封後は３ヶ月以内に使い切ってください。（夏場は冷蔵保存をお勧めします。）

商品番号 商品名 保証 容量 価格 商品説明

Wn23 フランキンセンス ウォーター 野生 50ml 900 成熟肌、乾燥肌 のスキンケア に。 執着、 不要な信念を断ち切る。

Wn24 フランジュパニ ウォーター セレクト 50ml 900 マイルドな香水として。エネルギー・リセットのスプレーとして。

商品番号 商品名 容量 価格 商品説明

Wn31 ネロリ 蒸留水 125ml 1800 ストレスを解消し、心とスピリットのバランスを整えてくれます。

Wn32 カモミールローマン 蒸留水 125ml 1800 ストレス、アレルギー、目の疲労、荒れた肌、敏感肌の調整に。

Wn33 ジャスミン 蒸留水 125ml 1800 化粧水として、気分転換のルームスプレーとして。

Wn34 ローズマリー 蒸留水 125ml 1800 脂性肌・成熟肌、ヘアケアに。

Wn35 ペパーミント 蒸留水 125ml 1800 気分を切り替えたいとき、覚醒に。 クレイ歯磨き粉やマウスウォッシュにも。

Wn36 ティートリー 蒸留水 125ml 1800 優れた抗菌作用。風邪予防や呼吸器系のトラブル、 怪我や外傷に。

Wn30 アロマ in 蒸留水 お試しセット 12mlx6 1800 「アロマ in 蒸留水」全6種類をミニサイズで。

※アロマ・クリスタル・ウォーターの未開封での使用期限（ラベル表示期限）は最長３ヶ月です。 ラベル表示期限にご注意ください。

は、オーガニック（有機栽培 ）、 ★は、特別抽出を意味します。

● イーコンの動画、配信中！ ●
www.youtube.com/user/EConception

精油の滴下の仕方や、フィルムの切り方など、イーコンのお役立ち情報が満載♪
動画のリクエストがあれば、sales@e-conception.org までご連絡ください。

アロマ in 蒸留水
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D65 
クリア・ブレイン 
実践生活セット

認知症予防のための、あたらしい生活
習慣。朝のローションと夜のスプレー
で、脳を若 し々く。

3800円

D66 
クリア・ブレイン 
石けん

若 し々く健康な脳を鍛える、アロマオ
イル入り手作り石けん。 朝は洗面所で
洗顔に。夜はお風呂で。

1800円

D67 
クリア・ブレイン 
トリオ

アロマブレンド「クリアブレイン」セッ
トと、「実践生活シリーズ」をまとめて、
お得なセットにしました。

7580円

オリジナル・アロマブレンド
original  aromatherapy blends

目的用途別に開発された                                     オリジナル・アロマブレンド。バランスのよい香りと、 
その作用をお楽しみください。  使用している精油は、いずれも高品質100%ピュアオイルです。

商品番号 商品名 容量 価格 商品説明

D11 シトラスフレッシュ 【気分爽快】 5ml 1089 柑橘系の香りでお部屋をリフレッシュ。リビングやオフィスに。

D12 スリープ 【快睡眠】 5ml 1089 心地よい睡眠のために。甘みのある落ち着いた香りです。

D13 メディテーション 【瞑想】 5ml 1089 ボディとスピリットの統合に。心を鎮めて、明晰にします。

D14 ブレスイージー 【快呼吸】 5ml 1089 炎症を抑えて呼吸器系をスッキリさせます。 風邪や、気管支炎に。

D16 ラベンダー・リラクサー 【リラックス】 5ml 1089 ラベンダーの香りを生かした、リラックス用ブレンド。

D17 フォレスト・フレッシュ 【森林浴】 5ml 1210 オリエンタルな森林浴のイメージ。気持ちがすっきり落ち着きます。

D18 スプリングガーデン 【春の到来】 5ml 1331 落ち込みかけた心を救い上げてくれる、かぐわしいお花の香り。

D19 ハピネス 【幸福感】 5ml 1331 爽やかさと甘さがほどよくブレンドされた、幸福感をもたらす香り。

D20 チアーズ！ 【乾杯～！】 5ml 1089 気持ちを明るくハッピーにして、心とからだの免疫力を高めます。

D61 ソウル・ヒーリング 【魂の癒し】 5ml 1331 太古から 大木に宿る精霊が、魂の傷を癒してくれるイメージ。

D62 セルフ・エスティーム 【自尊心】 5ml 1331 自分を尊重し、自己信頼＝自信をサポートしてくれます。

D63 ウェイクアップ、ソウル！ 
【目覚めよ、魂！】

5ml 1089 甘さのなかに深みを感じる香り。 魂としての存在に気づいて、宇宙の
流れに乗るサポートをします。

D70 センタリング 5ml 1089 自律神経を調整、集中力アップ。 自信と勇気を湧き立たたせます。

D64 クリア・ブレイン 【朝】【夜】 セット 5mlx2 2480 認知症を予防する、精油ブレンド。 分かりやすい説明書付き。

D64-1 クリア・ブレイン 【朝】 5ml 1500 認知症を予防する、朝用の精油ブレンド。 分かりやすい説明書付き。

D64-2 クリア・ブレイン 【夜】 5ml 1500 認知症を予防する、夜用の精油ブレンド。 分かりやすい説明書付き。

電気式アロマポット （ディフューザー）　サイズ： 直径 13cm、高さ 7cm程。

エッセンシャルオイル、芳香浴用ブレンドを、より効率的にお楽しみいただける芳香拡散器。安全でお手入れ簡単です。

「クリア・ブレイン実践生活」は、認知症予防アロマオイルを 気軽に生活に取り入れていただけるよう、誕生しました。 アロ
マに馴染みのないお年寄りや、介護サポートのみなさんにも、安全に楽しんでいただけます。分かりやすい説明書付き。

芳香浴用ブレンド　 エッセンシャルオイル100%ブレンド。香りをそのままお楽しみください。

使い方：ティッシュに落としたり、アロマポットや電気拡散器を使用して、お部屋に拡散したり。エタノールに加えれば、手作り香水
の出来上がり。 低濃度（１％以下）でキャリアオイルに薄めれば、スピリチュアルアロマオイルとしてもお使いいただけます。

電気アロマポット 
V02 ブルー
V14 ホワイト   5500円

V12 
電気アロマランプ（LEDライト付） 
ナチュラル

6800円

V13 
電気アロマランプ（LEDライト付）
レインボー

6800円

電気アロマポット 
V07 ローズ
V04-2 ラベンダー   5800円

クリア･ブレイン 実践生活　シリーズ

D65a   クリア・ブレイン 【朝】ローション
自然素材でつくられた乳液に、朝の香りが含まれています。（実践生活セットより単品販売） 　 2200円
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マッサージ用ブレンド

希釈タイプ 濃縮タイプ
商品番号 商品名 含まれる精油 容量 価格 容量 価格

D01 スリミング
【痩身】

ユーカリレモン、ローズマリー、シダー、セージ、レモングラス、ユ
ーカリ、ペパーミント

25ml
100ml

880
2640

5ml 1452

D02 サーキュレーション
【循環促進】

サイプレス、ゼラニウム、レモン、サンダルウッド、パチューリ、
ユーカリ

25ml
100ml

880
2640

5ml 1452

D03 リラックス ラベンダー、カモミール、サンダルウッド、マンダリン、ベルガモッ
ト、イランイラン、ヤローブルー、マジョラム

25ml
100ml

880
2640

5ml 1452

D04 インティマシー
【催淫】

イランイラン、クラリセージ、ジャスミン、ホーリーフ、パチューリ、
オレンジ、サンダルウッド 

25ml 880 5ml 1573

D05 ペインリリーフ
【鎮痛】

ローズマリー カンファー、バジル トロピカル、ウィンターグリー
ン、シナモン、クローブ、ペパーミント 

25ml
100ml

880
2640

5ml 1573

D06 ムーンタイム
【生理痛、PMS】

クラリセージ、フェンネル、マジョラム、レモングラス、ウィンター
グリーン

（希釈ベースのキャリアオイル：ココナツ分留オイル、ホホバオ
イル、椿オイル、月見草オイル、セントジョーンズワートオイル）

25ml 990 5ml 1452 

D08 ヘルス
【免疫促進】

ティートリー、ティートリースウィート、ユーカリ、レモンマートル、
ジンジャー、ローレル 

25ml 880 5ml 1452

アロマミスト・リペラント（虫除けスプレー）
虫除け作用のある精油をうまく組み合わせて、アロマ初心者でも受け入れられやすい、心地よい香りに仕上げ
ました。 お子さまにも安心してご使用いただける、虫除けスプレーです。 安全性が疑われるディートを含まな
い、安全で香りよい虫除けをご家族のアウトドアにお役立てください。

商品番号 商品名 容量 価格

D51 アロマ・ミスト リペラント Repellant 25ml 800

商品番号 商品名 容量 価格 含まれる精油

D22 ニキビ／脂性肌用 Acne/Oily 2ml 1920 ネロリ、ラベンダースパイク、イランイラン、カレンデュラ、パルマローザ、アーティ
ミシア、ユーカリ、ローズマリー、ミルラ 

D23 成熟肌用 Mature 2ml 1920 ローズ、シスタス、スウィートマートル、フランキンセンス、ネロリ、キャロットCO2、
ローズマリー、サンダルウッド、パチューリ、ラベンダー、ガルバナム、レモン

D24 乾燥肌用 Dry 2ml 1920 ローズ ダマスク、ゼラニウム ブルボン、ラベンダー、パルマローザ、サンダルウッ
ド、キャロット 

D25 敏感肌用 Sensitive 2ml 1920 ヤロウブルー、カモミールローマン、ラベンダー、パルマローザ、パチューリ、キャロ
ットシード、ゼラニウム、サンダルウッド、カモミールジャーマン 

スキンケア用ブレンド
肌質ごとに研究開発されたピュア精油のブレンド。 キャリアオイルやジェル、クリームベース、アロマ
ウォーター等を使った手作り化粧水等の基材に、0.5～2%に希釈してお使いください。

アロマ・スティック
実用的に、香りを生活のなかで楽しめる、画期的なアイデア。 ２種類の香りを、ホホバオイルをベースに 
ブレンドしました。セラムポンプで手軽に塗れるスリムなスティックは、お出かけ時にもラクラク携帯。 
アロマ初心者にも気軽にお試しいただけます。常温保存も可能です。

商品番号 商品名 容量 価格 商品説明

D43 アロマ・スティック アウトドア Outdoor 12ml 1200 虫さされ＆虫よけ用の 実用オイル。リフレッシュな香り。
少量で長持ち。小さなお子様にも安心して使用できます。

D42 アロマ・スティック スピリチュアル Spiritual 12ml 1200 各チャクラに対応する８つの精油が体・心・魂を統合。

● 希釈タイプは「ボディマッサージブレンド」をベースに2.5%濃度で精油が
　希釈されています。
● 濃縮タイプは精油100%ブレンド。お好みの濃度に希釈してお使いください。

アロママッサージ用、目的別ブレンドオイルです。 そのまま使える「希釈タイプ」と、
ご自身で濃度を調整できる「濃縮タイプ」をご用意しました。
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アロマセラピーの材料を利用すれば、ナチュラル・コスメが簡単に手作りできます。
自然の素材を厳選して、あなたのお肌に合う心地のよい化粧品をつくりましょう。

商品番号 商品名 容量 価格 商品説明

X01 ビーズワックス（蜜ろう） 50g 715 蜂の巣から採れる天然ワックス。

X02 ココアバター 50g 825 保湿作用のある植物バター。有機栽培。

X03 シアバター 20g
50g

770
1650

ヒーリング作用のある植物バター。 湯煎で溶かして、キャリアオイルやエ
ッセンシャルオイルを加えると、なめらかなクリームの出来上がり。

X21 キャンデリラワックス 10ml 385 口紅など手作りコスメに使う、植物性ワックス。

X23 カルナウバワックス 10ml 385 植物性ワックス。キャンデリラよりも硬めの仕上がり。

X04 乳化ワックス 100g 1320 水と油を乳化させる固形ワックス。

X26 リキッド エマルジョン 50ml 847 手作りコスメ用、液体乳化剤。

X15 アロマバスベース 250ml 3267 アロマバス用、精油の乳化剤。
(本品 5ml、キャリアオイル 4ml、精油1mlでお風呂２回分)

X05 グリセリン 50ml 770 保湿、保存性に優れた植物オイルの副産物。

X06 ビタミンＥ アセテート 10ml
10mlx3

1980
4950

保湿性を促進させるビタミン。 キャリアオイル、ジェル、クリームなどに加
えることが出来ます。

X45 ビタミンＣオイル 5ml 1980 安定性の高い親油性のビタミンＣ誘導体。ベースに加えて利用。

X07 リポゾーム 10ml
10mlx3

2420
5940

親水、親油性があり、お肌への浸透を促進。 キャリアオイル、クリームベ
ースに混ぜてもいいですが、ジェルに混ぜて使うと更に効果アップ。

X08 ミネラルジェル 100g
200g

1650
2750

ミネラル素材（クレイ）を原料にしたジェル。オイル分5%まで保持可能。
サッパリ感があるので特にボディ用に最適。

X09 アロエジェル 100g 1815 抗炎症に優れるアロエ成分が濃厚に含まれるスキンケア用ジェル。

X10 クリームベース 100g
200g

2200
3520

植物原料から作られたナチュラルクリーム。 乾燥肌、敏感肌～脂性肌の
方まで幅広くご利用いただけます。

X14 クレンジングベース 100g
200g

1452
2420

洗い流すタイプのクリーム状メイク落とし。 軽くマッサージした後、ぬる
ま湯で洗い流してください。

X11 カスティリア石けん 125ml
500ml

1485
3960

オリーブ油原料のマイルドな液体石けん。 ボディシャンプー、シャンプ
ー、食器洗用洗剤まで、これ１本で家じゅう大活躍。

X12 シャンプーベース 125ml
500ml

1100
4180

植物原料から作られたナチュラルシャンプー。 刺激はマイルドでありな
がら、泡立ちも汚れ落ちも市販のシャンプーに劣りません。

X13 コンディショナーベース 125ml
500ml

990
3960

植物原料から作られたコンディショナー。 静電気を防止し、サラサラの髪
にしてくれます。 すべての髪質に。

X18-1 ソープベース（石けんのもと） 200g 1320 苛性ソーダを使わない手作り石けんのもと。

X28 MPソープ（石けんのもと） 100g 770 電子レンジで溶かして型に流し入れるだけの手づくり石けんのもと。

X16 アクアフレッシュ 1L 4500 オイル染み対応、液体洗濯洗剤。

X17 パワーフレッシュ 1Kg 4500 オイル染み対応、粉末洗濯洗剤。

C12 天然酸化防止剤 ROE 10ml 1800 ローズマリーの抽出物。オイルに0.05%滴下。

C13 天然防腐剤 GSE 10ml 1800 グレープフルーツの抽出物。水分に0.5%滴下。 抗炎症・抗真菌作用も。

X32-1 みつろうバーム 10ml 660 みつろうを植物油で溶かした軟膏クリーム。

X39 キサンタンガム 10g 550 水分からジェルを手づくりできる、粉末状の基材。

X27 手作りキャンドルセット 2300 蜜ろうを使ったアロマキャンドル作りに。

QF-SET ファンデーションお試しセット 1200 手作りルースパウダーに必要な基本ピグメントをまとめたセット。

Q01 二酸化チタン 10ml
45ml

450
1300

紫外線防止効果を追求した微粒子サンスクリーン・グレード。 紫外線の
うち、特にUV-Bを吸収し、UV-A短波を反射します。 親油性。

Q07 酸化亜鉛 10ml
45ml

450
1300

化粧品素材用にサンスクリーン効果を最大限に追求し、微粒子状に粉砕
された親油性の酸化亜鉛。 自然な仕上がりで紫外線をカットします。

K6 タルク 10ml
75ml

300
700

コスメグレードの微粒子タイプを厳選しました。 ボディパウダーやファン
デーションなどの色調整に。

K7 コーンスターチ 10ml
75ml

350
800

植物性の白色調整用パウダー。使用感がサラっとしているので、ファンデ
の基材として。 鉱物系のタルクにアレルギーのある方にも。

オーガニック（有機栽培 ）

コスメティクス素材
cosmetics materials
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● イーコンのコスメ素材　人気アイテム ●
Cream Base
X10 クリーム ベース
100g：2200円  |  200g：3520円
自然の素材を活用して作ったベースクリ
ーム。 お好みの精油を加えるだけで、オ
リジナルのフェイスクリーム、ハンドクリームが出来上がりま
す。 オリジナルブレンドの「スキンケアブレンド・シリーズ」(13
ページ)をお使いになると、特に効果的です。

Cleanser Base
X14 クレンジング ベース
100g：1452円  |  200g：2420円
ベジタブルオイルとココナツオイルから
作られた、マイルドなお化粧落とし用ベ
ースクリーム。精油やオイルを濃度１％まで加えることがで
きます 。

Mineral Gel
X08 ミネラル ジェル  
100g：1650円  |  200g：2750円
クレイの一種（スメクタイト）に類似したケ
イ酸を原料にしたミネラル系のジェル。 ラ
ップ効果があるので精油やキャリアオイ
ル分の浸透効率を高めることができます。

Aloe vera Gel
X09 アロエ ジェル
100g：1815円
アロエ・ヴェラのエキスが濃厚に含まれ
たジェル。アロエには抗炎症効果がある
といわれます。フェイスケアや局部の炎症
に、精油やキャリアオイルと混ぜてご利用いただけます。

Vitamin E Acetate
X06 ビタミンＥ アセテート
10ml：1980円  |  3本パック：4950円
成熟・老化肌を蘇らせるといわれるビタミンＥ。
肌への浸透がよく、保湿効果があるので乾燥肌
にも理想的。 抗炎症作用もあり、特にＵＶによってダメージ
を受けて赤くなったお肌のお手入れに有効です。

Vitamin C Oil
X45 ビタミンＣ オイル  5ml：1980円
親油性のサラサラした液体オイルです。 キャ
リアオイル、ジェルなどのベースに5％濃度
まで希釈してお使いください。クリームベー
スにも混ぜ込めますが、加熱は避けてくださ
い。 お肌のハリと美白作用が期待できます。

Liposomes
X07 リポゾーム
10ml：2420円  |  3本パック：5940円
リン脂質（肌の表皮の主な成分）から作られた
球状分子。水分と油分、両方に親媒性があるた
め、肌の奥深くまで成分を到達させることがで
き、肌の弾力をよくし、保湿します。

Natural Antioxidant Agent
C12 天然酸化防止剤 (ROE)  10ml：1800円
ローズマリーから抽出される天然の酸化防止剤。酸化防
止効果が非常に高く、キャリアオイルに対して0.05％の割合

（100mlに1滴）で効果を発揮します。

Natural Preservative
C13 天然保存剤 (GSE)  
10ml：1800円
グレープフルーツの種から抽出された天
然の保存剤。水分を安定させ腐敗を防ぐため、手作りクリー
ムや化粧水を作る際に利用します。0.2～0.5％の割合で加え
てください。

Liquid Emulsion
X26 リキッド・エマルジョン  
50ml：847円
アーモンドオイルとココナツオイルから作
られた、水分と油分を混合してくれる液体
の乳化剤。肌にやさしいので、手作りコス
メに利用できます。

Aroma Bath Base
X15 アロマバス ベース  250ml：3267円
お風呂に精油を加えてアロマバスを楽しみたいときに。アロ
マバスベース 50ml、キャリアオイル 40ml、精油 10mlでお風
呂20回分です。※リキッド・エマルジョンと中身は同じです。

Shampoo Base
X12 シャンプー ベース
125ml：1100円  |  500ml：4180円
ココナツオイルを原料にしたユニークな
シャンプーベース。 お好みの精油を0.5
～2%の濃度で滴下すればオリジナルの
アロマシャンプーの出来上がり。1/3ほど、
アロマウォーターを加えてもいいです。

Conditioner Base
X13 コンディショナー ベース
125ml：990円  |  500ml：3960円
ココナツとヤシ油が原料。 精油（濃度0.5～2%）、ビタミンＥ

（濃度1～2%）、ハーブ抽出液（5%まで）等をお好み、症状に
併せて滴下すればオリジナル・コンディショナーの出来上が
り。1/3ほど、アロマウォーターを加えてもいいです。

Castile Soap
X11 カスティリア石けん
125ml：1485円  |  500ml：3960円
ヴァージンオリーブオイル・ココナツオイル・
グリセリンから作られた天然の植物性液体石
鹸 ベース。精油やアロマウォーターを加えれ
ば、ステキな香りのオリジナルソープの出来
上がり。 長期保存可（２～３年）。
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クレイセラピーとは
what is clay therapy?

国際クレイセラピー協会
International Claytherapy Association (ICA) 

粘土粉（クレイ）のヒーリングパワーを利用したクレイセラピー は、スキンケアの他、解毒（デトック
ス）、外傷、鎮痛、抗アレルギー、抗炎症など、さまざまな用途で活用されています。クレイは、アロマ
セラピーとの相乗効果も高く、禁忌等がほとんどないため、初心者でも扱いやすい自然素材です。
福島麻紀子の書著 「大地のエネルギーで癒す クレイセラピー」（P3） をご参照ください。

洗浄作用のある「にごり湯」が楽しめます。
低めの温度でリラックス。アトピーなどの
皮膚疾患、冷え性、鎮痛にも。手浴、足浴も
オススメ。

塩水でホワイトクレイを溶い
て、精油を加えるだけ。
歯ブラシにつけて歯磨きする
と、歯周病の防止に。

クレイ粉を水に溶いてペーストを作り、パック剤として利用します。アロマウォーター、キャリアオイ
ルや、はちみつなどを加えることもできます。クレイペーストでパックして放置し、クレイが乾燥しは
じめたら水洗いで落とします。たっぷりめのオイルでマッサージします。

怪我や疾患、うっ滞、炎症、痛
みに。クレイペーストを布に塗
りつけ患部に固定し、乾燥し
たら湿布を取り替えます。

汗をかきやすい脇の下や足に、コッ
トンにつけて粉のままはたきます。
制汗のほか、抗菌、除臭作用が期待
できます。
赤ちゃんのお
むつかぶれ
やあせも防止
にも。

クレイバス

フェイスパック

クレイ湿布

クレイ歯磨き

クレイパウダー

● クレイの使い方 ●

国際クレイセラピー協会（ICA ）はクレイセラピーの普
及・啓蒙を行う団体です。E-Conception代表の福島は、
元理事＆講師として、ICAクレイセラピスト養成講座設立
に尽力しました。

ICAクレイセラピスト養成講座についての
お問い合わせは、info@inta-j.orgまでどうぞ。

はじめてのフェイスパック

＜お試しレシピ＞

・ ピンククレイ　大さじ １杯

・ ローズウォーター　小さじ １杯

・ ホホバオイル　小さじ 1/4杯

フェイスパックを初めて試す人向けのレシピです。マイルドなピンククレイに、キャリ
アオイルの量を多めにしています。キャリアオイルなら何でもいいですが、ホホバオ
イルが安心でしょう。

蒸しタオルをして、クレイペーストを顔全体に塗ったら、一部が乾燥し始めるまで放置
し、水で洗い流します。（クレイには十分な洗浄作用がありますので、石けん洗顔の必
要はありません。）タオルドライの後、ホホバオイル小さじ半を手に取り、顔全体をよ
くマッサージします。

お試しレシピの作用が弱いと感じる場合は、ホホバオイルの量を減らしてください。
お肌の状態に合わせて、他のクレイの種類も試してみましょう。
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クレイ
clay

クレイお試しセット
はじめてクレイをお試しになる方は、ぜひ「お試しセット」をご利用ください。
全８種類の粉末クレイが大さじ１杯（15ml）ずつセットになっていますので、まずは皆さんの
肌質・症状に合うクレイを見つけていただけます。 （クレイセラピー説明書付き）

K-SET クレイお試しセット  15ml×8種類    2200円

クレイ・フェイシャル・キット　～ ナチュラルな美しさは癒しです～
ビューティー・セラピストとの共同レシピ開発によって生まれた、本格派クレイ・マスクのセッ
ト。使う直前に材料をブレンドすることで、はじめて発揮されるプロの秘訣。クレイのヒーリング
パワーを最大限発揮する贅沢ナチュラル・レシピで、 疲れたお肌を元気に甦らせましょう！

A-SET3　クレイ・フェイシャル・キット   3000円

クレイセラピーに利用される ヒーリング用の各種 クレイは、汚染されていない地下
深くから掘り出され、日光で乾燥され、適度に粉砕されます。

分析検査により、その安全性と、各クレイの作用特性が確認されています。

サロン仕様のクレイ備品
クレイを利用したボディ＆フェイシャル・トリートメントに欠かせない、
プロ仕様のクレイ備品をご用意しました。

商品
番号 商品名 作用の

強さ指標
価格

商品説明
15ml 100g 400g 1Kg

K1 ホワイトクレイ ★☆☆☆ 330 1815 5060 9240 敏感肌、乾燥肌向け。ボディパウダーとしても利用
できます。クレイ歯磨き粉にもどうぞ。

K2 グリーンクレイ ★★★☆ 330 1815 5060 9240 浄化、吸収力がもっとも強いクレイ。
ニキビ、脂性肌、湿布。

K3 レッドクレイ ★★☆☆ 330 1815 5060 9240 脂分を多く含むクレイ。
脂性混合肌、冬のクレイバスに。

K4 ピンククレイ ★☆☆☆ 330 1815 5060 9240 敏感肌、乾燥肌、成熟肌向け。
はじめてのフェイスパックはピンクから。

K5 イエロークレイ ★★☆☆ 330 1815 5060 9240 水分不足の肌、日焼け後、成熟肌に。
パック後、お肌がつるつるします。

K9 オーストラリアン
ブルークレイ

★★★☆ 330 1815 4070
(300g)

9900 スメクタイト成分の含有比率が高く、吸着力に優
れたクレイ。

K10 ブラウンクレイ ★★★☆ 330 1815 4070
(300g)

9900 アフリカ産スメクタイト種。優れた吸着力ながらジ
ェル感覚で保湿作用も果たします。

K12 食品グレード
ベントナイト クレイ

★★★★ 2200
(150g)

11000 オーストラリア産、食品グレードのクレイです。

KP-G クレイピース グリーン ★★★☆ 2310 (200g) 4620 (500g)  クレイバスに最適。さっぱり仕上がります。

商品番号 商品名 サイズ 価格 商品説明

K-02 ウォーター・バッグ S-2枚組
L

4000
4500

ボディトリートメントの際、体感温度調整に便利。適温のお湯を入れて利用し
ます。 サイズ: Ｓ (27.5 x 37.5cm)、Ｌ (48 x 61cm)

K-04 フェイシャル・シート
（クレイ湿布用）

5枚パック
箱（75枚）

300
3000

エステで利用される使い捨てシート。 生分解可能な地球にやさしいシートで
す。 クレイ湿布用シートとして最適です。

フェイスから首、デコルテにかけてのフェイスパック１回分
（クレイ、アロマウォーター、オリジナルブレンドオイル、ビタミンＣオイル、専用コットンシー
ト、説明書付き）

（ホワイト、グリーン、レッド、ピンク、イエロー、ブルー、ブラウン、食品グレード・ベントナイト）
※15ml＝約7～12g　フェイスパック1～2回分です。
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スキンケア基礎化粧品
skincare cosmetics

商品
番号 商品名 容量 価格 お試しサイズ

（1回分） 商品説明

A19 リバイタル エッセンス
Revital Essence

30ml 2300 300 洗顔後、一番最初に使う、さっぱりエッセンス。皮膚浸透
性・保湿性を高めます。

At01 リフレッシュ ローション
Refresh Lotion

125ml 2500 300 お肌への水分浸透性と香りにこだわった、保湿作用に優
れるローズとフルーティーな化粧水。

At03 ローズ モイスチュアライザー
Rose Moisturiser

30ml 3200 300 オリーブスクワランなどすぐれた保湿力でお肌を乾燥か
ら守り、皮膚細胞の蘇生を促進。

A30 スーパーＣ ナイト・クリーム
Super C Night Cream

15ml 2500 300 人気の美白クリーム。 皮膚浸透のよいビタミンＣ誘導
体、パルミチン酸エステル配合。

An04 ローズ エッセンス
Rose Essence

30ml 3200 300 天然ビタミンと必須脂肪酸たっぷりの夜用マッサージオ
イル。 効能と香りのバランスにこだわりました。

A35 リンクル・ウィンクル
Wrinkle Winkle

15ml 1800 成熟肌のお悩みを解消してくれる とっても贅沢な美容
オイル。気になる部分にお使いください。

An09 クレイ・クレンジング
Clay Cleansing

125ml 2500 300 クレイの浄化力を活用した、お肌にやさしい乳液タイプ
のクレンジング。

An07 サンスクリーン（クリーム）
Sun Screen

25g 2000 300 安全性の高い自然素材で作られた、日常用日焼け止めク
リーム。 ネロリのさわやかな香り。

An10 サンスクリーン 《アウトドア》 
Sun Screen Outdoor

15ml 990 安全性の高い自然素材で作られた、日常用日焼け止めク
リーム。 ネロリのさわやかな香り。

A08-4 アロマクレイソープ ルージュ
Aroma Clay Soap : Rouge

70g 1500 クレイとピュア精油を贅沢に使った、ユニークな手作り
石けん。 ピンク色で、フローラル＆スウィートな香り。

A08-3 アロマクレイソープ ベージュ
Aroma Clay Soap : Beige

70g 1500 ベントナイト・クレイを加えて、浄化力アップ！ シトラス＆
さっぱり系です。

A34 リップケア・スティック
Lip Care Stick

1200 希少価値の高いサンダルウッド・ナッツオイル を贅沢に
使った、ヒーリング効果抜群のリップクリーム。

A25 パールラブ
Pearl Rub

4回分 1500 450 クレイベースのフェイスパック パールの粉とサンダルウ
ッドのパウダーでやさしく古い角質を落とします。

　　　　　　　　   のこだわり、ナチュラル基礎化粧品シリーズ。  
アロマ＆クレイをはじめとする自然素材を活用し、こだわりのレシピ＆
製法で、ユニークなスキンケア化粧品を開発しました。

※お試しサイズは、１回の使いきりサイズです。レギュラーサイズをご購入前に、お肌に合うかどうかお試しいただくためにご用意しました。原則的に、
各種類につき、お一人様１袋ずつのご利用に限定させていただきます。また、返品、返金の対象にはなりませんので、ご了承ください。

※できるだけ自然素材を活用するよう配慮していますので、市販の化粧品のように長持ちしません。理想的には2 0度前後での保存、夏場は冷蔵保存を
オススメします。未開封で半年、開封後は２ヶ月以内に使い切ってください。

リバイタル
エッセンス

アロマクレイソープ リップケア・スティック

パールラブ

リンクル・ウィンクル

リフレッシュ
ローション

ローズ
モイスチュアライザー

スーパーＣ
ナイト・クリーム

ローズ
エッセンス

クレイ
クレンジング

サンスクリーン
（クリーム）

サンスクリーン
《アウトドア》

アロマセラピーと植物エネルギーを最大限発揮した究極のコスメ、ローズ ヴェール
豪華な精油と植物素材をふんだんに使った、最高に贅沢なヒーリング保湿クリー
ム。お肌にヴェールをまとったように、やさしくお肌を守り、皮膚細胞から癒します。 

A24 ローズ ヴェール  Rose Veil
30ml：6800円　　　お試しサイズ(1回分）300円
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At14 ウィッチー・クリーム
      Witchy Cream
25g：1500円 
お試しサイズ(1回分）300円

長期継続使用できるクリーム。フラワー
エッセンスの波動と、アロマのエネルギ
ーが精微に作用します。

A15 ウィッチー・ローション
     Witchy Lotion
125ml：2300円
お試しサイズ(1回分）300円

クリスタルとお花の波動で癒す、マイルド
でナチュラルなローション。頻繁にスプレ
ーしてください。※スプレー別添

トラブル肌・敏感肌のスキンケアに！ アトピーをはじめ、乾燥肌、敏感肌など、お肌のトラブルを改善
してくれる、スキンケア商品。モニター調査の成果です。精微なアロマと、フラワーエッセンスの波動
が、潜在意識に働きかけて、問題を根本から癒していきます。

※化粧品はすべて、ご使用前に必ずパッチテストしてください。
※ お試しサイズは、各種類につき、お一人様１袋ずつのご利用に限定させていただきます。
※できるだけ自然素材を活用するよう配慮していますので、市販の化粧品のように長持ちしません。理想的には2 0度前後での保存、夏場は冷蔵保存
をオススメします。未開封で半年、開封後は２ヶ月以内に使い切ってください。

商品番号 商品名 容量 価格 お試しサイズ
（1回分） 商品説明

At11 ヒーリング ベースクリーム
Healing Base Cream

25g 990 300 ナチュラル素材のヒーリングパワーを最大限発揮
させた、お肌がいやされる化粧下地クリーム。

A31 クレイ リキッド ファンデーション 《UV》
Clay  Liquid Foundation <UV>

30ml 1200 クレイ＋天然素材だけで作られたリキッド・ファン
デーション。どんな肌色にも自然に馴染みます。

A10-1 クレイ ファンデーション
Clay Foundation

20ml 900 クレイのみで作った、パウダータイプのファンデー
ション。ヒーリング ベースクリームと併用します。

A12-1 クレイ チークパウダー
Clay Cheek Powder

20ml 800 クレイの自然な色合いで、表情をやさしく立体的
に見せてくれる、パウダー状のチークカラー。

新発想！お肌を癒す、ナチュラル＆ヒーリング・メイク。  
素肌の美しさを引き出すナチュラルメイクは、こころと魂も、 
ともに癒します。

クレイ リキッド ファンデーション 《UV》

ヒーリング ベースクリーム

クレイ ファンデーション

クレイ  
チークパウダー

元気な すっぴんお肌を取り戻す 
２週間のプログラム。

こんなとき、ＲｅＳｅｔ（リセット）の出番です！
■　洗顔後、すぐに化粧水をつけないと乾燥しちゃう（インナードライ）。
■　くすみ、たるみ、かさつき、毛穴の汚れが気になる。
■　スキンケアはしているけど、お肌コンディションの向上が実感できない。
■　スキンケアをサボると、すぐにリバウンドする。
■　何ヶ月も同じスキンケア化粧品を使い続けている。

高品質の自然素材だけをつかったシンプル・ケアで、お肌をやすめながら、やさしく
ナチュラルに お肌本来のコンディションに ＲｅＳｅｔ（リセット）します。

A33 リセット・プログラム
     ReSet Program         5アイテムセット     5380円

A23 リセット・モイスチュアライザー 
     ReSet Moisturiser

   （リセット・ブログラムより単品販売） 　 15ml     2500円

ナチュラルメイク化粧品 
natural makeup cosmetics

ウィッチー・スキンケア・シリーズ 
Witchy skincare series
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遮光瓶、容器、 雑貨
bottles, plastic containers, miscellaneous

精油保存アイディア
essential oils storage ideas

商品番号 商品名 容量 価格 商品説明

B01 遮光瓶 ドロッパー付き 5ml 5ml 300 精油ブレンドの保存に

B02 遮光瓶 ドロッパー付き 10ml 10ml 300 精油ブレンドの保存に

B0d ドロッパー付きキャップ 5個 300 精油遮光瓶 (5ml,10ml)用

B45 遮光瓶スポイト付（フラワーエッセンス用） 15ml 500 フラワーエッセンスのブレンドに

B51 ガラス製スポイト（フラワーエッセンス用） 300 フラワーエッセンス遮光瓶のスポイトのみ、取替え用

B03 プラスティックPETアンバーボトル 25ml 25ml 300 オイルの保存に (セラムポンプ付)

B06 プラスティックPETアンバーボトル 100ml 100ml 400 オイルの保存に

B27 プラスティックPET ブルーボトル 50ml 50ml 240 ローション、ルームコロン用に

B23 プラスティックPET ブルーボトル 125ml 125ml 360 ローション、ルームコロン用に

B26 PET ボトル用 ミストスプレー 280 50ml、100ml、125ml PETボトル用

B28 PET ボトル用 ポンプ 280 50ml、100ml、125ml PETボトル用

B14b 遮光瓶ブルーボトル（スプレー付） 50ml 600 高級感のあるブルーガラス製ボトル。

B47 泡立てボトル （ポンプ付） 50ml 50ml 600 カスティリア石けん、シャンプベースなど液体洗浄剤
に (水分で２～３倍に希釈して使用)

B20 コスメ容器・クリア 10ml
10mlx5

150
600

リップバームやアイカラーなど、カラリング・コスメの
保存に　旅行時の携帯コスメにも便利

B12 プラスティック コスメ容器ミニ 25ml 25ml 170 手作りクリームやジェルの保存に

B10 プラスティック コスメ容器 100ml 100ml 350 手作りクリームやジェルの保存に

B39s パウダーケース 20ml 20ml 400 パウダーチーク＆シャドウ用

B39 パウダーケース 50ml 50ml 500 パウダーファンデーション用

B21 リップスティックケース 1本
5本

120
500

口紅、リップクリーム用

B42 プラスティック製使い捨てスポイト 5本 100 芳香浴用精油ブレンドお試しセットなどに

B43 PH試験紙 1440 石けん、コスメの品質チェックに

B31-2 電動ミニ・ブレンダー 1200 手作りコスメの材料を均等に混ぜるのに便利

商品番号 商品名 価格 商品説明

BOX1 精油保存箱
(横18.5cm × 奥行21.5cm × 高さ9.5cm)

6850 植林栽培されたパイン（松）を素材に利用した、オーストラリア製、ハン
ドメイド。取っ手は金メッキ、中仕切りは再生紙。（精油 30本収納）

BOX7 シンプル精油箱 1200 紙製のシンプルな精油保存箱。中仕切り付き（5ml精油瓶 25本収納）

B01 B02 B27 B23B45 B03 B06 B20 B12 B39 B21B10

B39s

B43B47

BOX1

30本収納可能なおしゃれな木製のエッセンシャル
オイル（精油）保存箱と、お手軽価格で機能的なシ
ンプル精油保存箱をご用意しました。

BOX7

B28

B26
B31-2
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3 Essences
EF3 おまかせ３本
15ml x 3    4800円
お名前からのチャネリングにより、あな 
たに必要な単独エッセンスを３本お選 
びするサービス。初心者さんも安心です。

My Essence
EF2 調合☆マイ・エッセンス 
15ml    3000円
あなたご自身で選んだフラワーエッセンス

（3種類まで）を調合します。

Your Essence
EF 調合 ☆ ユア・エッセンス
15ml    5000円
チャネリングにより、今あなたが必要とする 
エッセンスを選んで調合するサービスです。  
潜在意識の奥深くに潜む、根本的な課題に 
気づかせてくれます。

Flower Essence
フラワーエッセンス 単品 
15ml    各1500円
FeelFree フラワー・エッセンスを単品で販売 
いたします。 スポイト付きの遮光ビン入り。 

Flower Essence 48 Set + Booklet
EF-SET2 フラワーエッセンス  48本セット 
15ml x 48    72000円
コトコちゃんカードに対応した、48本のセット。
ご自分でのセルフ・チャネリング＆調合にぴっ
たりのセットです。16種類×3箱入り 

Flower Essence Labels
EF-L 空ラベル 10枚セット   100円
フラワーエッセンスをブレンドしたときに、 
空ボトルに貼ってご使用ください。

商品番号 商品名

EF-B01 グラウンディング（地に足をつける）

EF-B02 セクシュアリティ（女性性 と創造性）

EF-B03 コンフィデンス（自己自信）

EF-B04 オープン・ハート（心を開き、愛を感じる）

EF-B06 サードアイ（第３の目） ～スピリチュアル能力の開花

EF-B07 デトックス（解毒） ～心と魂の浄化

EF-B10 スプリング（アレルギー対策）

EF-B11 コネクション（宇宙とのパイプをつなげ、創造力発揮）

商品番号 商品名

EM2-2 メディテイト（瞑想に入りやすくする波動と香り）

EM2-3 自己実現（意図を実現するサポートに）

FeelFree フラワーエッセンス
FeelFree flower essences

Fairy Mist
EM2 フェアリー・ミスト
12ml    各900円
フラワー・エッセンスがアロマの香りと溶けあって
相乗効果。頭の上でシュッシュするだけで、オーラ
が変わる不思議なミスト・スプレー。

FeelFree

                                    では、オーストラリアの広大な土地に自生する野生の植物からいた
だいた波動を、FeelFree フラワーエッセンスとして提供しています。 フラワーエッセン
スの選び方、利用法などの詳しい情報は、www.feelfree.biz にてご確認 ください。

自己探索プログラム Find Myself   フラワーエッセンスとアロマによる、セルフ・ヒーリング・ワークショップ

Flower Essence Blend
EFB 目的別ブレンド　15ml    各2000円
テーマ・目的ごとにブレンドされたフラワーエッセンスです。

Rainbow Oil
ER1-1 レインボー・オイル
50ml    3333円
スピリチュアル・アロマの精微な香りと、ホホバオ
イル、フラワーエッセンスの波動が結集した、スピ
リチュアル・マッサージオイル。チャクラとオーラ
を浄化します。 ボディ・マッサージにも、お使いい
ただけます。

フラワーエッセンスとアロマセラピー、そして潜在意識に働きかけるスピリチュアル・ワークを組み合わ
せた、効率的で感動的な２週間のプログラム。毎日、課題のワークを楽しみながら、「本当の自分」を探
っていく、スピリチュアルなセルフ・ワークショップです。

EFP1 自己探索プログラム　10000円

EFP1-A 自己探索プログラム 追加用エッセンス 　15ml   3000円

フラワーエッセンス・ブレンド FIND MYSELF 15ml 、フェアリーミスト MEDITATE 12ml  
セルフ・ワークショップのためのオリジナル小冊子

Kotoko’s Flower Essence Card
EFC コトコちゃんカード
48枚セット（説明書付）    2800円
最適なフラワーエッセンスを選ぶためのツ
ールとして、また応援メッセージを読み取る
ために、幅広くご活用ください。

※この商品は日本からの発送となります。

Kotoko
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商品番号 フラワーエッセンス名 お花の精からのメッセージ

EF001 アニシード・トゥリー 抑制している感情を解放しましょう。

EF002 イエロー・カッシア 豊かさを受け入れるために、自分の価値を認めてください。

EF003 イエロー・クリーム 柔軟性、やさしさ。やわらかに、ゆるやかにエネルギーを流します。

EF004 イエロー・グレビレア 最高の危機管理は、危機を危機だと思わないこと。

EF005 イエロー・バンクシア お父さんとの感情的な関係を浄化しましょう。

EF006 イエロー・バタフライ 自分を解放して自由になりましょう。

EF007 イエロー・ピー・トゥリー 大きな視野で状況を見てみましょう。

EF008 ウィッチ・オーキッド 未知への不安、恐れを手放しましょう。

EF009 ウォーター・プリマローズ 過去は水に流しましょう。心にスペースを開けて、明るい未来が入ってこられるように。

EF010 エレファント・アップル 無秩序に見える状況も宇宙的には秩序のうちです。

EF011 エンジェル・バイオレット 宇宙にサポートされているという自信を持ってください。宇宙＝自分なのです。

EF012 オリーブ・ベリー あなたのスピリチュアル能力を信じてください。

EF013 オレンジ・エンジェル・オーキッド 私たち天使、妖精が祝福を送ります。明るい笑いと、楽観性を。

EF014 オレンジ・ベル 過剰反応を落ち着けましょう。

EF015 ガーデン・ローズ 愛と感謝の気持ちを大切に。

EF016 グラジオラス 次のステップに踏み込むときの「後押し」をしてあげましょう。

EF017 コースタル・デイジー 混乱した状態から、調和のとれた状態に整理整頓しましょう。

EF018 コーラル・トゥリー 情熱、意思を大切に育てましょう。 やる気をサポートします。

EF019 ゴールデン・ペンダ 潜在能力を開花させましょう。 内にこもったエネルギーを外に表出しましょう。

EF020 サンダー・クリスタル 宇宙に上ルートでつながる強力な波動。

EF021 サンド・クリサンチマン 空、緑、海、土壌を結び付ける波動。 すべての構成要素の関係を集約しましょう。

EF022 サンド・マリーゴールド 自己存在に自信をもってください。 私とあなたは同一存在なのよ。

EF023 シトラス・ガーデニア 女性的な活力を開花させましょう。

EF024 ジャカランダ 集中力・決断力をサポートしましょう。細かいところまで気がつくように。

EF025 シルキー・ガーデニア 悲しみの感情を解放しましょう。 泣きたいときは、泣いていいのよ。　

EF026 スター・ピンク あなたは存在そのまま、そのまんまでＯＫなのよ。 存在そのものが愛です。

EF027 スノー・ドロップ 宇宙に抱かれているから安心です。 あなたも宇宙の一員なのよ。

EF028 スレンダー・タンポポ 勇気をもって、自分・現状を受け入れてください。

EF029 ゼラニウム 女性性を受け入れ、母性の力を認めましょう。若さと生殖能力をサポートします。

EF030 ダーリング・ピー 性（生殖）エネルギーを地球に結びつけましょう。グラウンディングに。 

EF031 ティートリー 父的なものから独立しましょう。

EF032 ネイティブ・フラックス ありのままの自分を認めてください。 太陽の光をさんさんと浴びて、自由になってね。

EF033 ノーブル・バタフライ あなたのミッション（使命）を知って、命、生きている瞬間を大切にしてください。 

EF034 パーム・トゥリー 無垢で純真な波動。つらい感情、特に罪悪感、恥辱感などを消してあげましょう。

                                                      ー おまかせ３本（P21）を、同時に摂る場合など －

   1. 「B45 スポイト付き遮光瓶」をご用意ください。（P20）
   2. 遮光瓶の 1/3まで、ブランデーを注ぎます。
   3. ブレンドしたいフラワーエッセンスを、スポイトで７滴ずつ 落とします。
   4. 遮光瓶の肩まで、水を加えて、スポイトを付け、 遮光瓶のお尻を叩くように、強く振り混ぜれば、できあがり。

ブレンドの作り方



23

商品番号 フラワーエッセンス名 お花の精からのメッセージ

EF035 パープル・エンジェル・オーキッド 遊びの大切さを知ってください。 無邪気な気持ちで、日々を楽しみましょう。

EF036 パープル・スパイダー・フラワー セクシャリティを自由に開花させてください。

EF037 ハイビスカス・ローズ ネガティブに見える面も実は美しいものです。 贅沢なほどの豊かさを供与して。

EF038 バタフライ・フラッグ 地面にしっかり足をつけて生きましょう。傷ついた心を癒しましょう。

EF068 ビーチ・オーキッド 天使、スピリチュアルガイドとのつながり。受け取るメッセージを信用してください。

EF039 ピンク・エンジェル・オーキッド 天使の波動を感じてください。

EF040 ピンク・グレビレア 他人と比較することで感じるストレスを解放しましょう。

EF041 ピンク・バイン・フラワー 家系から愛だけを継承して、インナーチャイルドを癒しましょう。

EF042 ピンク・フリル 少女のような笑いを与えてくれる波動。 辛い局面を乗り越えるお手伝いをしましょう。

EF043 ピンク・ライス・フラワー 個人を犠牲にすることなく、家族、集団の輪を最大限に。

EF044 ピンク・リリー 自分に寛容にやさしくなってください。 自己・他人に厳しい人に。

EF045 ファイア・オーキッド 恐がらずに女性性を認めてください。 未知への不安を克服するのを手伝いましょう。

EF046 ファイア・ルート 怒りや苛立ちのエネルギーを手放し、 自然な自己主張をしてください。

EF047 ブッシュ・インパチェンス 毅然の美。 自分と他者との線引き 。しなやかに自分の人生を自分らしく生きましょう。

EF048 ブッシュ・オレンジ・ピー 創造力を強壮する強い波動。新しいものを生み出すパワー。 創造力を発揮しましょう。

EF049 ブッシュ・バイオレット １サイクルの終わり。変化を受け入れましょう。 生まれ変わりをお手伝いします。

EF050 ブラウン・レイク 受け入れる喜びを知ってください。女性であることを自然に受け入れられるように。

EF051 ブラックビーン・フラワー 過去生を癒しましょう。過去生から引き継がれたものを浄化しましょう。私に任せて。

EF052 ブルー・グローリー 今に生きてください。 素直で率直な明るいあなたになれるよう応援します。

EF053 ブルー・トップ・デイジー 逆境に負けず、自分らしさを通してください。 まわりに妥協しすぎないように。

EF054 ブルー・ロータス ナチュラルな自己表現、スムースなコミュニケーションができるように。

EF055 ブルー・スター 魂は永遠です。ありのままにマイペースで。せっかちな人、焦りを感じるときに。 

EF056 プルメリア 男女性エネルギーをバランスしましょう。 創造力、生命力を強壮しましょう。

EF057 ホワイト・カシニア 許しをサポートします。他人を許したかったら、まずは自分を許すこと。

EF058 ホワイト・ライス・フラワー 鎮静、リラックスしましょう。 神経が高ぶって眠れない夜のお供に。

EF059 ミニ・ピーマン 笑いはエネルギーのもと。 ハート以下のチャクラへ共鳴します。

EF060 ラベンダー 日々淡 と々生きることこそ、スピリチュアル。

EF061 リトル・スター 美のセンスを大切に。 想像性を高め、第３の目を刺激し、精神世界とつなげましょう。

EF062 リンクル・ブルー・べル 悲嘆、喪失感を慰めてあげましょう。 過去の自分を埋葬して、生まれ変わりましょう。

EF063 レッド・ステム 異質なものを受け入れる。 誰になんと言われてもメゲないで。

EF064 レッド・ビーク 視聴覚から入ってくる情報にヒントがあります。 視覚・聴覚を覚醒します。

EF065 レッド・ファイブ・ビーンズ 罪悪感を手放しましょう。 罪・悪なんてものは存在しないのよ。

EF066 レッド・ファーン 宇宙次元的な トランスフォーメーション （変遷、変化）。さなぎから蝶に変容するとき。

EF067 レモン・ハイビスカス 堂々と存在するだけでいい。第３チャクラと第７チャクラをつなげます。 

EF069 パッションフルーツ 情熱、やる気のお手伝いをします。新しい始まりのときや、やる気が起こらないときに。 

FeelFreeフラワーエッセンス　全68種類のプロフィールが収録された小冊子。
各エッセンスの紹介掲載内容をコンパクトにまとめました。（自社内印刷＆製本）

EF-BK フラワーエッセンス・プロフィール小冊子    500円　

フラワーエッセンス
プロフィール小冊子
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布ナプキン：ウィムーン
reusable cloth menstrual pads : Wemoon

ウィムーン布ナプキンは、機能的なスーパースリム、おしゃれな色柄が魅力な、リサイルするコットン
製布ナプキンです。生理中のムレ、カブレ、ゴミ問題も解消。使用後は水に数時間つけおいてから、 
洗濯機で洗うだけ。つけおいた水を植物にあげると、元気になります。

※下洗いしてからお使いください。

商品番号 商品名 サイズ 価格

M12 オーガニック S, M, L, XL 1700

M1 ネル地 赤ルビー S, M, L, XL 1500

M8 ネル地 タータンチェック赤 S, M, L, XL 1600

M15 ネル地 レッドムーン S, M, L, XL 1500

M24 ネル地 ペイズリー柄 S, M, L 1500

M4 ネル地 ひょう柄 S, M, L 1500

M26 ネル地 ふくろう S, M, L 1600

M14 ジャージー生地 ローズピンク S, M, L, XL 1500

M22 ジャージー生地 ブラック S, M, L 1500

ML-4 ライト オーガニック S 1200

ML-8 ライト ネル地 タータンチェック赤 S 1100

ML-3 ライト ジャージー生地 ローズピンク S 1100

蒸れない、かぶれない！
漏れない、ズレない！
布ナプ界のスーパースリム！
使用後は水につけるだけ！
経済性、環境問題もクリア！

有機栽培された綿を100％使用しました。無農薬、無脱色、無染色。

◆ つけおき容器
使った布ナプキンをつけおき
するための便利な容器です。
1Lサイズは３枚まで、2.5Lサ
イズは５～６枚は軽くつけられます。

◆ ムーンバッグ（つけおき容器用カバー）
つけおき容器(1L)用のかわいい
カバー「ムーンバッグ」。トイレも
楽しく華やかに。
 (レッドムーン / ブルームーン /
ペイズリー)  

◆ ムーンウォッシュ

布ナプキンの消毒用に開発され
た 、殺菌消毒用エッセンシャル
オイルブレンド「ムーンウォッシュ」。ちょっと
甘くてスッキリした香り。水にムーンウォッシ
ュを数滴落してよくかき混ぜたところへ、布ナ
プキンを軽くつけて泳がせます。お洗濯、お
掃除など家事にも活用できます。

商品番号 商品名 容量 価格

MW ムーンウォッシュ 10ml 600

MW-L ムーンウォッシュ 25ml 1000

布ナプ生活 応援グッズ

商品番号 商品名 価格

MB13 つけおき容器 1L 350

MB14 つけおき容器 （大）2.5L 550

MC ムーンバッグ （各色） 1400

布ナプキン５枚以上お買い上 
げの方に、消毒用精油ブレンド 
「ムーンウォッシュ 10ml」 
プレゼント！

+

肌ざわりのよい
100%コットン

吸水体

防水シート

補強ステッチ

調整可能な
固定スナップ

丈夫でソフトな
オーバーロック

●サイズの選び方 ●

Ｓ/Light　 生理の軽い方、体格小さめの方に適してます。軽い着け心地のLightは、 おりものや尿失禁でお悩みの方にも。

M　 ほとんどの人、ほとんどの時に適用できます。

 L 　 量の多い日、生理の重い人、体格大きめの方に。

Maxi (XL) 　 サイズはLと同じですが、吸収体が二重になって安心倍増。経血量の多い人向けです。

MB13

MC-RM

MB14

◆ 携帯用ポーチ

布ナプキンと お揃いの柄が５種
類。布ナプキンを折りたためば２
～３枚入ります。すべて防水シー
ト付き。中仕切りがありますので、使用前/後の
布ナプキンを分けて持ち運べます。

商品番号 商品名 価格

M2-T 携帯ポーチ タータンチェック赤 1200
M2-PS 携帯ポーチ ペイズリー 1200
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◆ 布ナプ生活 スタートセット・オーガニック  
無農薬、無脱色、無染色のオーガニック・シリーズ（有機栽培綿100%）のスタートセット。
布ナプキン＜スリム・オーガニック３枚（L 1枚 / M 1枚 / S 1枚）、ライト・オーガニック１枚＞、つけおき容器（1Ｌ）、
消毒用ムーンウォッシュ 10ml、Natracareサンプル、布ナプキン使い方説明書

M-SET3 スタートセット・オーガニック　　    6300円 

◆ 布ナプ生活 ギフトセット
「布ナプ生活　スタートセット」をギフト用にアレンジ！ 商品をカラフルなセロファンラップ
で包んでリボンをかけ、メッセージカードをご用意しました。

M-SET1 スタートセット・ギフト用    6000円

有機栽培コットン使用！
安全な酸素漂白！
ダイオキシンの心配無用！
環境にもやさしい！ 

有機栽培された綿100％を酸素漂白して丁寧に作られたオーガニック
タンポンとナプキン。ナトラケアは、環境にも女性にもやさしい使い捨て
生理用品です。

※高分子吸収ポリマーなどは含まれません。　
※動物実験された素材も一切含まれておりません。 

商品番号 商品名 容量 価格

MT-1 タンポン 【レギュラー】 アプリケーター付 16本 1200

MT-2 タンポン 【スーパー】 アプリケーター付 16本 1200

MT-6 タンポン 【レギュラー】 アプリケーターなし 20本 1000
MT-7 タンポン 【スーパー】 アプリケーターなし 20本 1100
MT-3 ナプキン 【レギュラー】 14枚 1200
MT-4 ナプキン 【ウルトラライト】 ウィング付 14枚 1200
MT-5 パンティシールド（おりもの用ライナー） 30枚 1000
MT-8 夜用ナプキン 【ナイトタイム】 10枚 1400

◆ 布ナプ生活 スタートセット
布ナプ生活をはじめるのに必要なものをお手頃価格で揃えてみました。
布ナプキン＜スリム３枚（L 1枚 / M 1枚 / S 1枚）、ライト１枚＞、つけおき容器（1Ｌ）、
消毒用ムーンウォッシュ 10ml、Natracareサンプル、布ナプキン使い方説明書

M-SET スタートセット    5800円

◆ 布ナプ生活 アドバンスセット
布ナプ生活に慣れてきた上級者のための、オトクな買い足し用セットです。 
はじめから100％布ナプ生活を目指すビギナーにも最適です
布ナプキン＜スリム５枚（L 2枚 / M 2枚 / S 1枚）、マキシ１枚、ライト１枚＞、ムーンバッグ、
つけおき容器（1Ｌ）、消毒用ムーンウォッシュ 10ml、Natracareサンプル、布ナプキン使い方説明書

M-SET2 アドバンスセット    10800円

※布ナプキンの色柄の選択については、当方にお任せください。できるだけ楽しいバラエティでお届けします。

※布ナプキンの色柄の選択については、当方にお任せください。できるだけ楽しいバラエティでお届けします。

オーガニック生理用品：ナトラケア
organic and natural feminine hygiene products : Natracare

MT-6 / MT-7

MT-1 / MT-2

MT-3 / MT-8

MT-4
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オーガニック・ハーブティー
organic herbal teas

T2-2 イミュニティ Immunity（免疫）
免疫系を刺激して、健康レベルを高めるブレンド。
体調不調、疲れ気味のときに。レモンとユーカリの
フレッシュな香りが心身に心地よく響きます。
エキナセア   、エルダー・フラワー＆ベリー   、レモンマートル   、
ユーカリ、ローズヒップ   、ジンジャー   、リコライス

おいしくてヘルシーなオーガニック（有機栽培）のハーブティー。 オーストラリア産の植物をメインに、
高品質のオーガニック原料を厳選し、絶妙のセンスで、おいしくブレンドしました。
※　　オーガニック（有機栽培）認定を受けたハーブです。その他のハーブも認定は受けていませんが、有機栽培されています。

T1-2 エナジー Energy（元気）
抗酸化作用に優れる緑茶とベリーのフルーティー
なフュージョン。やる気、集中力をサポート。勉強、
仕事のおともに。
緑茶   、センテラ   、朝鮮人参、ブラックカラント、いちご、ブ
ラックベリー、ハイビスカス、ローズヒップ、ビルベリー、エルダーベリー

T3-2 ダイジェスト Digest（消化）
胃腸の働きを刺激促進して、消化をスムースに助
けるブレンド。食後茶として最適です。シンプルな
ペパーミント・ティーよりもマイルドでやさしい味
わいです。
ペパーミント   、レモンバーム   、カモミール   、フェンネル

T6-2 チャイ・ティー Chai T
消化・循環を促進し、カラダを暖め、ストレス解放
に役立つスパイシーな紅茶。（25杯分）
アッサム紅茶   、シナモン　、リコライス、ジンジャー、

カルダモン、アニシード・マートル、ワトルシード

T5-2 デトックス Detox（解毒）
不要なものを浄化して体内を若返らせるデトック
ス。マイルドに無理なくスッキリ解毒しましょう。
たんぽぽ根   、チコリー   、カレンデュラ   、ネトル   、
フェンネル   、リコライス   、ジンジャー   、シナモン

T4-2 カーミング Calming（鎮静）
神経をリラックスして、一日のストレス解放。バニ
ラの甘い香りとシナモンの軽いスパイスがカモミ
ールティーのクセをカバーして、カモミールの味
が苦手な方にも飲みやすくなっています。
カモミール   、パッションフラワー   、ライム・ブロッサム、

バニラ・ビーン　、シナモン

T7-2 たんぽぽコーヒー Tampopo Coffee
たんぽぽの根をローストしたコーヒー風味の浄化
ティー。カフェインなしのコーヒー代替品として妊
婦さん、コーヒーがやめられない方にもオススメ
です。お茶とは思えないおいしさ。（25杯分）
たんぽぽ根、ワトルシード、シナモン

T9-1 仏陀の涙 Buddha’s Tears 25g
新芽を上から２枚だけ、丁寧に手摘みして手巻き
しました。香りがふんわり広がる、とても上品で贅
沢なお茶です。 とっておきのティータイムに。
茶葉(Camellia sinensis) 

T8-2 ジンジャージング Ginger Zing
気分を高めてくれる浄化ハーブ・レモングラスと、
免疫を刺激するジンジャー（しょうが）の組み合わ
せ。冬は体を温め、夏はリフレッシュ。
レモングラス　、しょうが

100ml（約10杯分）880円  |  400ml（約40杯分）3200円
100ml（約10杯分）880円  |  400ml（約40杯分）3200円

100ml（約20杯分）880円  |  400ml（約80杯分）3200円

100ml（約12杯分）880円  |  400ml（約48杯分）3200円

25g（約25杯分）1480円

100ml（約10杯分）880円  |  400ml（約40杯分）3200円

100ml（約10杯分）880円  |  400ml（約40杯分）3200円

100ml（約10杯分）880円  |  400ml（約40杯分）3200円

100ml（約10杯分）880円  |  400ml（約40杯分）3200円

◆ おいしいハーブティーの楽しみ方 ◆
【ハーブティーの入れ方】 
1. ティースプーン２～４杯を、ティーポットに入れます。

　 茶漉しや、お茶パックをご利用いただいてもOK。

2. お湯をそそぎます（２～３人分として500mlくらい）。

3. ３～５分ほど待ちます。

【おいしく入れるコツ】 
１杯分ちょこっと作るよりも２～３杯分まとめて作ったほうが
おいしく出来ます。

ふだんは薄めに入れて楽しみます。薬効を期待したいときは
濃い目に入れます。

温かくても冷たくてもおいしいです。特に夏場は冷やしてアイ
スティーとしてお楽しみください。

はちみつ（マヌカハニーがオススメ！）を溶かしたり、フラワー
エッセンスを落としてもＯＫ。
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チクチクとした皮膚刺激を軽減させた、この新しいマグネシ
ウム商品は、オイルと呼んでいますが、水分ベースです。水溶
性なので、アロマウォーターなどに溶かして 
希釈し、スキンケアとして使うこともできます。

X46
マグネシウム・オイル 
25ml     890円

純粋なマグネシウム塩のフレーク。お風呂に そのまま入れ
ると溶けます。 温泉のような血行促進作用で、末端までしっ
かり温まり、ぐっすり眠れます。  
足浴、腰浴など部分浴もお勧めです。

X44
マグネシウム・バスソルト 
50g     500円    |    400g  2800円

マグネシウム塩の含有量50％。さらにＭＳＭ（メチルスルホ
ニルメタン）という硫黄成分を加えています。 特に鎮痛作用
に関しては、ジェルタイプよりも即効性があります。  
関節炎、腰痛、生理痛などに。

X43
マグネシウム・ローション 
25ml     990円    |    100ml  3200円

マグネシウム塩の含有量90％。効率的にマグネシウム成分
を経皮吸収できます。 けいれん 防止に、運動の前に塗った
り、 睡眠の質向上を目的に、ジェルで 
マッサージしてからお風呂に入ります。

X42
マグネシウム・ジェル 
25ml     990円    |    100ml  3200円

マグネシウムは、私たちのからだに欠かせないミネラル成分ですが、加工品が増えてしまった現代の食生活では、どうしてもマグ
ネシウム不足になりがちです。 マグネシウムが体内で不足すると・・・ 不安、不眠、神経過敏、疲労、うつ、めまい、ひきつれ、けいれ
ん、動悸、心臓障害、高血圧などが起きやすくなります。
皮膚から吸収するマグネシウムは、サプリメント（内服）より効率的で即効性があります。お肌からマグネシウム成分を直接吸収さ
せると、経皮吸収により、マグネシウム・サプリの12倍もの速さでパワフルに作用します。

カラダにいい健康食品を取り揃えました。みなさんの健康維持にお役立てください。 

健康食品
healthy foods

マグネシウム商品
magnesium products

クリルオイル

エルダーベリー濃縮シロップ

マレーリバーソルト

オメガ-3脂肪酸は私たちのからだが必要とする不飽和脂肪酸のなかでも、圧倒的に不足しています。 
エビに似た動物プランクトン「クリル」から採れる、次世代のオメガ-3脂肪酸サプリメント、クリルオイル
は、①酸化しにくく、②体内に早く効率的に吸収されやすいという、特長があります。 
生活習慣病（メタボ）の予防、脳の働き活性化、関節痛の鎮静、心疾患の軽減、月経前症候群（PMS）、更
年期障害、慢性皮膚炎などに効果的です。

X41-2 クリルオイル     60錠    4800円

ヨーロッパ伝来のおばあちゃんの知恵、エルダーベリー（日本名：西洋ニワトコ）。大自然豊かなタスマ
ニアの清らかな水と、大地の恵みをいっぱいに受けて有機栽培されたエルダーベリーを凝縮しまし
た。 ビタミンAとC、そしてフラボノイドが豊富に含まれる、天然素材100％の濃縮シロップです。 
エルダーベリーは昔から、体調を崩したときの民間療法ハーブとしてヨーロッパで重宝されてきまし
た。 免疫力を高め、呼吸器系の不快感やアレルギー反応などを和らげるといわれます。

X38  エルダーベリー濃縮シロップ     150ml    1800円

オーストラリア東南地方に流れるマレー川。その流域の塩水から天日干しによって採取される
特別な天然塩です。 さまざまなミネラルが含まれるため、旨みのあるマイルドな味になってお
り、あらゆる料理の下味・仕上げのどちらにも、幅広くご使用いただけます。 ほんのすこし振り
かけるだけで、高級レストランの味が楽しめます。かわいいピンク色のフレーク状。

X40  マレーリバーソルト     30g    500円

マグネシウム・ジェル

マグネシウム・ローション

マグネシウム・オイル

マグネシウム・バスソルト
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X35 ロイヤル・ゼリー
1000mg x 30粒    1500円
女王蜂の食料として知られる乳液状のゼリー。
ビタミン、ミネラル、アミノ酸、酵素等ををバラ
ンスよく含んでいます。10HD2A 値2 ％保証。

エネルギー・ヴォーテックス
energy vortex

アロマペンダント
aroma pendant

ネガティブエネルギーをポジティブに変える、エネルギー変換オブジェ。
中のクリスタルにプログラミングして目的を特化させることもできます。 目的に応じて４種類のクリスタルからお選びください。  
クリアクォーツ、シトリンは、シルバー（守護）の糸、ローズクォーツ、アメジストは、ゴールド（癒し）の糸で、お届けします。

商品番号 ヴォーテックス
（レギュラーサイズ） 価格

VX01 クリアクォーツ 【浄化】
PURIFY with Silver（銀）Protection

27500

VX03 シトリン 【ビジネス】
BUSINESS with Silver（銀）Protection

27500

VX04 ローズクォーツ 【愛】
LOVE with Gold（金）Healing

27500

VX02 アメジスト 【瞑想】
MEDITATION with Gold（金）Healing

27500

商品番号 ヴォーテックス（スタンド式） 価格

VX12 ローズクォーツ 【愛】　 LOVE 31500
VX14 アメジスト 【瞑想】　 MEDITATION 31500

商品番号 チャネル・クリスタル 価格

S05-1 クリアクォーツ 【浄化】　 PURIFY 4500
S05-3 シトリン 【ビジネス】　 BUSINESS 4500
S05-4 ローズクォーツ 【愛】　 LOVE 4500
S05-2 アメジスト 【瞑想】 　MEDITATION 4500

※チャネル・クリスタルは、レギュラーサイズ用です。

ミニボトルに入った精油（ブレンド）が、胸元で自然に揮発して、ほのかな香りがふんわり漂います。 
　　　　　　　　    オリジナルの革製カバーは、 カジュアル～ナチュラル系のファッションにぴったり。 

※どのオプションも、お好みの香りを入れていただけるよう、 専用極細スポイト （プラスチック製） が付いてきます。

Option 1 :  革製アロマペンダント
　　　　   （精油ブレンドなし）

Option 3 :  革製アロマペンダント
　　　　   （精油ブレンド付き）

Option 2 :  ミニボトルのみ 
　  　　　 （精油ブレンドなし＆革製カバーなし）

Option 4 :  ミニボトルのみ 
　  　　　 （精油ブレンド付き＆革製カバーなし）

ガラス瓶の中は空のままお届けします。ご自身で、
お気に入りの香りを入れてお楽しみください。

U01  革製アロマペンダント   3800円

お名前からのチャネリングにより、 福島が特別調
合いたします。チャネリングの際、一緒に降りてき
たメッセージも一言添えてお送りします。

U01s  革製アロマペンダント   4800円

福島が特別調合したブレンドをミニボトルに入れ
てお送りします。 中身を使い切ったときや、別のブ
レンドを楽しみたい時に。

U01ss  精油調合ブレンド   3800円

空ミニボトル。 芳香浴用ブレンド「D64 クリア ・ ブ
レイン【朝】」（P12）を入れて、認知症予防にも。

U02  空ボトル   800円

ハニー関連健康商品
honey and hive products

オーストラリア、ニュージーランド産の高品質な健康商品をお届けします。

※これらの健康食品は医薬品ではありません。体調に不安がある場合には医師・専門家にご相談ください。 ※アレルギー反応にご注意ください。 

X25 マヌカハニー UMF+15
250g    3500円
抗菌・抗炎症作用に優れるニュージーランド
産の特殊なはちみつ。食用のほか、手作りコ
スメや外傷にも応用できます。

X38 プロポリス・キャンディ
60g    380円        60gx3    1000円
抗酸化、免疫増進作用で有名なプロポリスを
はちみつに混ぜ込んだキャンディ。

X33 プロポリス
500mg x 120粒    4500円
みつばちの巣を雑菌から守る樹脂。抗菌作用、
抗酸化作用で話題の健康食品。
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人生は喜び！DVDシリーズ
life is joy! DVD series

福島麻紀子のマントラCD
healing music CD : mantra by Makiko Fukushima

スタッフの紹介
our staff

【２つのバージョンをご用意しております】

ZCD-01 ダウンロード版    600円　　　　　　 CD-01 CD版    1200円

ガヤトリ・マントラ　Gayatri Mantra
マントラ中のマントラ。太陽のエネルギーのもとで瞑想する、という意味の代表的なマントラです。森の中で歌う、双子の娘
たちの無邪気な歌声から入り、無心の世界へとご案内していきます。

シャンティ・マントラ　Shanti Mantra
ありのままでＯＫと、あるがままを認めるマントラ。すべてを包んでくれる至上の愛。宇宙に広がるハーモニー、 母なる地球

（マザー・アース）をイメージしました。

ヒーリング・マントラ　Healing Mantra
正式には、MahaMrityunJaya Mantraと呼ばれる、伝統的な癒しのマントラです。人や動物が死んだとき、あるいは古いもの
から新しいものへとステップアップしたとき、命のサイクルを確認・賞賛し、トランスフォーメーション（変化）による、ひずみ
を癒すといわれます。グラウンディングになります。

地球に愛を広げる新法人 
Love Trust

地球の次元上昇に向かって、私たちが精神的に進化するためのヒントとは…？ 福島麻紀子が自らの人
生体験、スピリチュアル・リーディングやメルマガ【今週のハッピー・メッセージ】から得られた情報をまと
め、DVD化しました。 毎日が楽しくなる人生のヒントを、イーコン・スタッフと一緒におしゃべりしています。 
どうぞお楽しみください！

※このDVD配布により、個人個人のスピリチュアルな進化・成長を支援するとともに、この活動で得た資金
を「地球環境・・エネルギー問題」へと投資しています。

ZLT-00【イントロダクション】    500円（送料実費のみ）

ZLT-01 第１回 感情と信念【基礎編】    1500円

ZLT-02 第２回 E-Conception ビジネス成功の秘訣 【成功編】   1500円

ZLT-03《感情と信念》ダイジェスト 【オンライン版】    500円

ZLT-05 人生は喜び！DVD【３枚セット＋オンライン版】    3000円

心を鎮静バランスし、愛に満たされ、魂を癒す、３つのマントラ（言霊）。古来から伝統的に歌い継が
れてきたサンスクリット語のマントラを、ヒーリング・ミュージックとしてアレンジしました。 

サンスクリット語の美しくパワフルな波動に加え、日本語訳詩（福島訳）も交え、歌いやすくなっています。 瞑想前、就寝前のヒー
リングのひと時にお役立てください。みなさんもご一緒に歌って踊って、楽しく浄化、チューニングしましょう！

マサヨ
梱包、製造、受注、全部こ
なせるスーパーマルチタ
レントな姐御。

ラース
なんでも博士。品質管理・
商品開発はじめ、スタッ
フのお世話もしてくれる、
おかあさん的存在。

トモコ
カスタマーサポート＆日本
発送係。 的確かつ迅速な
処理能力で、 細やかなサ
ービスを実践しています。

ミユキ
製造担当。細やかな気遣
いと熱心さで、大切に商
品を扱っています。

ヨーコ
受注、 広報・デザイン担
当。石けん魔女。INTA事務
局も兼任している、多才な
クリエイターです。

マツイ  （福島の父）
日本法人（有）イー・コンセ
プション社長。日本でネッ
ト環境のないお客様のサ
ポートを担当しています。
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通信販売ご利用方法
payment terms and conditions

ご注文方法

● ｅメール 
sales@e-conception.org

ご注文確認の自動送信メールが届きましたら、 商品代金を下記口座まで電信扱いでお振込ください。 
お振込が済まれましたら、 order@e-conception.org まで、ご一報ください。入金確認後、商品発送させていただきます。

● 銀行振込
三菱東京UFJ銀行: 本厚木支店(店番265)
普通預金口座: 1715654
名義: ユ）イー　コンセプション

楽天銀行（銀行コード 0036）
第一営業支店（店番251）
普通預金口座: 7378286
名義: ユ）イ－．コンセプション

お支払い方法  （当店は先払い制です。）

● クレジットカード
VISA, MASTER, JCB, AMEX がご利用になれます。 (一括払いのみ)
PayPal（ペイパル）経由で、日本円にて決済いたします。PayPalアカウントを登録しなくてもお支払いできますが、初回時にご登録
いただきますと、次回からは簡単、スムーズ＆安全に、クレジットカード決済できます。
※PayPalは世界中で１億3000万人を超えるユーザーがいます。 非常に信頼性の高い決済方法ですので、どうぞご安心してご利用ください。

● 郵送方法
原則的に国際航空郵便（エアメール）を利用し、オーストラリアから発送します。  ※精油等一部の商品は日本発送です。

● 送料
商品総額が１万円以上: 送料無料 / 1万円未満: 送料850円  商品総額 最低3000円より、受注いたします。

※書籍と「人生は喜び！DVD」のみをご購入の場合に限り、１冊/１枚から送料無料となっております。
※日豪以外の海外へは、送料一律2000円、精油は発送不可。

海外からの商品発送に不安のある方は、保険制度をご利用ください。

郵送方法と送料

郵送中の破損、過度の漏れ、紛失などの事故を、商品代金の5%でカバーします。

万一、到着した商品が破損していた場合、あるいは、修復不可能なほど漏れていた場合には、代替品を再発送させていただき
ます。破損、漏れの状況は、現物を見て判断させていただきます。該当商品をご返送いただくか、デジカメなどで撮影した画像
をメール添付でご送信ください。到着後、２週間以内にご申請ください。（返送にかかる送料は、申し訳ありませんが、お客様の
ご負担となります。）

万一、商品が２週間経過しても到着せず、最寄の郵便局でも預かられていない場合には、当方にて国際郵便局に確認した上
で、ご注文品を再発送させていただきます。

日豪以外の海外に発送の場合、「紛失」については保険対象外となります。

● 保険加入方法
レジに進んだ後、「（３）発送方法」の項目にて、「送料 保険を含む」をクリックしてください。

※保険に加入していても、関税を徴収された場合にはお客様のご負担となります。
※保険に加入されない場合には、破損・紛失などの事故が起きても当方は責任を負えませんことをご了承ください。

保険制度

● ショップサイト 
shop.e-conception.org
スマホ、タブレットに対応！（一部の機種の携帯電話には対応していません。）

●郵便振替
記号: 10250
番号: 93740561
名義: （有）イー　コンセプション

 （他金融機関からゆうちょ銀行へ送金する場合）
店番028　店名〇二八（ゼロニハチ）
普通預金口座　9374056

　２万円以上のご注文で ５％割引
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品質には万全を期しておりますが、万一、品質に疑問がある場合には、メールにてご相談ください。 
その上で判断しきれない場合には返送していただき、当方で品質確認のうえ、代替品をお送りさせていただきます。

※お客様のご都合による返品はご遠慮ください。

商品の郵送は原則的に国際航空郵便（エアメール）を利用し、オーストラリアから発送します。( 精油、書籍その他の一部商品
は、日本国内より発送することがあります。）配達日時の指定、代引き・着払い等のサービスはご利用できません。

発送からお届けまで、１週間前後かかります。地域や時期によっては遅れる場合があります。

商品の発送・梱包には万全を期しておりますが、万一郵送途中で破損・紛失した場合には、当方は責任を負いかねます。 
保険制度をご希望の方は事前にお申し出ください。

消費税はかかりませんが、関税を徴収された場合にはお客様のご負担となります。

明細書、領収書は、原則的に同梱いたしません。ご希望の方はお申し出ください。

商品を扱うための知識が必要です。ご使用には十分ご注意の上、自己責任にてご使用ください。万一、商品によるトラブルが生
じても、当方は一切責任を負えません。

取扱商品・価格は事前告知なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

卸お取引をご希望のお客様は sales@e-conception.org までお問い合わせください。

返品について

免責/注意事項

★  おやすみ猫メンバー限定のプレゼントや、特売セールなど、スペシャル企画の対象となります。

★  個人情報をご注文のたびに入力する手間が省けます。

★  「マイアカウント」にて、 ご注文状況を確認することができます。

★  「マイアカウント」にて、お名前やご住所等のご登録内容や、ご注文の履歴、領収書、欲しいものリストなどを、 
      ご自身で管理することができます。

１万円以上お買い上げのお客さまに、イーコン・オリジナルのナチュラルセラピー☆レシピ
カードをプレゼントいたします♪ （1万円ごとに1枚。 種類の選択はお任せください。）

福島の長年の経験から誕生した「お役立ちレシピカード」には、精油やアロマウォーターは
もちろんのこと、クレイ、マヌカハニー、マグネシウムシリーズなど、　　　　　　　　 の
人気商品の活用法が紹介されています。

また、ポストカードサイズですので、市販のカードホルダーにも収納できます。

お買い物のたびに知識が広まります。

● イーコンの愛が広がる♪ネット情報ツール 《要チェック！》 ●
メルマガ　（無料配信中）

e-conception.org/mailmag1.html 
楽しく大雑把に、アロマな生活をご提案しながら、福島
の近況報告も兼ねさせていただいています。

ブログ
『福島麻紀子の ハッピー・メッセージ』

e-conception.jugem.jp

twitter.com/oyasumineko
『福島麻紀子の つぶやき』

twitter.com/econception
『イーコン・スタッフの つぶやき』

www.facebook.com/econception
新商品の紹介、スタッフの近況、オーストラリアの自然
など、旬なイーコンをご案内しています。

おやすみ猫メンバー特典
Oyasumi Neko member benefits

ナチュラルセラピー☆レシピカード
Natural Therapy Recipe Cards

愛
が

広がる  
みんなのイーコ

ン
♪
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aromatheraphy   ●    clay theraphy   ●    skincare cosmetics
flower essences   ●    spiritual energy

organic and natural feminine hygiene products
herbal teas   ●    healthy foods   ●    magnesium products

books & DVDs   ●    healing music
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