
揺らすとはずむ
アロマの香り

ホッと
ひと息

気分が晴れない こんな時代にも利和香のアロマでスッキリしませんか？

揺らすとはずむ利和香のアロマオイルシリーズ



MY香はプレミアムアロマ
メディカルクラスのアロマオイルを使い

ハッピーふう香よりもう１ランク上の

アロマを楽しみたい方への

プレミアムなアロマクラフトです

ねる香は　朝までぐっすり！　
至福の睡眠タイム

毎晩がハッピータイムをプレゼントします

ハッピーふう香は
3つのアロマブレンドからチョイスして

お仕事でやる気！集中力！

ご自宅では癒してくれる優れものです

リフレッシャーは　マスクの内側にシュっと一吹き
清々しいアロマの香りで

マスクライフも快適になります

プレミアムとビッグボトルの2通りで

揺ら
すとは

ずむ利和香の4つのアロマオイルシリ
ーズ



知人の紹介で、ねる香を使い始めました。
個人的にアロマの香り効果を期待して何種類か持っていますが、好みで購入してしまうので、似たり寄った
りの香りばかりの中、
頂いた試作品ははじめての香りで、自分の好きな香りの領域が広がりました。
甘い香りは、（例：ローズなど）ねっとりとして、好きではなかったのですが、
ねる香の甘さは、まろやかでまったく苦になりません。
最初、しっかりと溶岩石にアロマオイルを浸み込ませなければ、と思っていましたが、
ほのかに香るほうが、知らず知らずに眠りに入っている感じです。

牧さん

毎晩4時間寝ると目が覚めてしまい、いつもその後は強引に寝ようとしてますが、熟睡できず困っていました。
睡眠時間が短いので昼間は、スッキリせず体がしんどい毎日でした。
薬以外で何か良く眠れる物はないか？と色々試していました。
「ねる香」を試してから良く眠れます。
驚きです。信じられない。朝6時30分までぐっすり眠れています。
昼間の怠さもなくなり、体調が良くなりました。睡眠は大切ですね。
ありがとうございます。
アロマオイルが無くなったら購入します。

60代女性 梅山さん

睡眠には以前から悩んでおりました。
睡眠薬を飲まないとしっかり眠れないのでつい薬に頼っていました。
年末にねる香を頂いてから睡眠薬を飲まなくてもぐっすり眠れるようになっております。
これからは睡眠に特化したアロマブレンドの「ねる香」にもお世話になりそうです。

50代 金田さん

ねる香の利用者様の声

　利和香のアロマは私が考えに考えたアロマブレンドです。

自分自身の体調不良からアロマセラピーを学び様々な改良を

繰り返してきました。今では多くの方からお褒めの言葉をい

ただけるようになり、本当に嬉しい限りです。

そんな声の一部をご紹介します

新しい取り組み
利和香は2021年から　従来のメッシュポーチに加え、とってもかわいいハート型の
ワイヤーケースの提供も始めました。スマートに使いたい方にお勧めです♬
（購入時にお選びいただくことも、追加でポーチのみをご購入いただくことも可能です）

オーガンジーサイズ

横6.5cm 縦8.5cm

ハートワイヤーケースサイズ
縦6センチ　横7センチ
高さ4.5センチ

代表取締役　今村　宙會
み　え

JAA日本アロマコーディネーター協会認定加盟校

アロマコーディネーター講師

ボディートリートメント講師



2mlのエッセンシャルオイル3種類と

ベースとなるアロマオイルが届きます。

MY香 MY香は今までのアロマで満足できない方へ贈る
利和香のプレミアムアロマです

イランイラン ローズマリーペパーミントオレンジ

メディカルクラスのアロマオイルを使う完全Mｙ F a v o r i t e  アロマです。

M y 香はリモートでＺＯＯＭ等を使い利和香代表の今村がリモートでご一緒にアドバイスしながら、

アロマオイルをブレンドしてお好みの香りを創り出すサービスです。

7つの効果とお悩みから　

求めている効果とお悩みを1つチョイス、

そしてお好みの香りを教えてください。

step 01

ZOOM等リモートで代表の今村が

効果・お悩みと好みに合わせて

アロマオイルをご提案します。

step 02

step 03

ご利用までの流れ

7つの効果とお悩みから　

求めている効果とお悩みを1つチョイス、

そしてお好みの香りを教えてください。そしてお好みの香りを教えてください。

ZOOM等リモートで代表の今村が

効果・お悩みと好みに合わせて

アロマオイルをご提案します。

ご利用までの流れ

相談の
上こち

らの中か
ら3つのエッセンシャルアロマオイル を提案させていただき

ます

プチグレイン



相談の
上こち

らの中か
ら3つのエッセンシャルアロマオイル を提案させていただき

ます

ZOOM等リモートで代表今村の

2度目のアドバイス受けながら

ご自身でアロマのブレンドを

好みに合わせいただきます。

最後には10mlのオリジナルブレンドアロマ

「MY香」が出来上がります。

step 04

オーガンジーの袋に入った、

利和香のマジックストーン（溶岩石）に

ブレンドしたMY香を3滴ほど付けてください。

そしてハートのワイヤーケースに入れてご使用いただくと、

素敵なアロマ空間がお楽しみいただけます。

step 05

ティートゥリーユーカリラディアータレモングラスレモンラベンダー

やる気、集中力

ストレス 身体の痛み 頭 痛 花粉症

気分を明るくリラックス
ＭＹ香は7通りのチョイス

！
効果や悩みはこちらからお選びください。

販売価格 9,800円（8,909円税別）



リモートワークで
一人だと

やる気が出ない

朝から眠たいと
感じてしまう

モチベーションを
上げようと思っても
うまくいかない

仕事をやろうと思っても
なかなか

気分が乗らない

鬱っぽく
仕事がつらく感じる

熱や電気を
不使用

そんなお悩みを解決するのが

安心・安全
設計

液だれの
心配不要

働いているスタッフのやる気、集中力と癒しのお手伝いに

事務
仕事を

している会社のオーナー様・リモートワーク中
の女性

へ

ハッピーfu-ka(ハッピーふう香)

基本セット内容
アロマ・ポーチ
マジックストーン

シルバー のハート形
ワイヤーケースを
チョイスしたい 方はこちら

リピ ート（ ア ロ マ オイ ル の み ）

スターターキット
（専用アロマオイル５ml）

4,180円(税別3,800円)

レギュラーサイズセット
（専用アロマオイル10ml）

6,380円(税別5,800円)

5,500円(税別5,000円)

ラージサイズセット
（専用アロマオイル30ml）

8,580円(税別7,800円)

5,335円(税別4,850円) 7,535円(税別6,850円) 9,735円(税別8,850円)

７,700円(税別7,000円)



継続率
高い購入

口コミで
1年以上の

販売実績

朝までぐっすり、毎晩がハッピータイム!!
もう難眠とは言わせません

至福の睡眠タイムのご提供

そんなお悩みを解決するのが

液だれの
心配不要

熱や電気を
不使用

安心・安全
設計

眠りが浅い感じがする

しっかり休んだつもりなのに
昼間に眠くなる

毎朝スッキリ起きられない ぐっすり眠った気がしない

夜中に目が覚めてしまい
その後、眠れない

こんなお悩みありませんか?
睡眠について

枕元に、夢ごごち

～ねる香～

基本セット内容
アロマ・ポーチ
マジックストーン

リピ ート（ ア ロ マ オイ ル の み ）

スターターキット
（専用アロマオイル５ml）

4,180円(税別3,800円)

レギュラーサイズセット
（専用アロマオイル10ml）

6,380円(税別5,800円)

5,500円(税別5,000円)

ラージサイズセット
（専用アロマオイル30ml）

8,580円(税別7,800円)

5,335円(税別4,850円) 7,535円(税別6,850円) 9,735円(税別8,850円)

７,700円(税別7,000円)

シルバー のハート形
ワイヤーケースを
チョイスしたい 方はこちら



販売価格 1,980円（1,800円税別価格）

植物性発酵エタノール・精製水・精油(ユーカリラディアータ・

ペパーミント・レモン・ラベンダー・ティートゥリー・サイプレス・

マジョラム・マートル・フランキンセンス・ケイ素)

成 分 

プレミアムタイプ
30m l遮光ガラス製スプレーボトル入り

プレミアムタイプは１００％オーガニック！
本物のアロマの良さを感じたい方に
バックにも入れやすい30mlのボトルに入れてあります。

販売価格 3,480円（3,164円税別価格）

エタノール・精製水・精油(ユーカリラディアータ・ペパーミント・レモン・ラベンダー・

ティートゥリー・サイプレス・マジョラム・マートル・フランキンセンス・ケイ素)

成 分 

ビッグボトル
200m lスプレーボトル入り

リーズナブルで毎日たっぷり使えるビックボトル。
事務所や飲食店向けの業務用です。
ビックボトルは約７００回スプレーが出来ます。

利和香は2つのご提案
リフレッシャー

https://www.aroma-de-happy.life
https://happy-fuka.style
https://neruka.style
https://reocaaroma.stores.jp/（ストアーズ）

〒465-0021

名古屋市名東区猪子石1-507

名東クレール102

製造販売元

TEL:052-775-5987
mail:rioka@aroma-de-happy.life

※デザインは都合により変わることがございます

ストアーズ ねる香 ハッピーふう香 メール利和香サイト

ご購入は
こちらで


