


Model / Esther
Casting / Stellacollege

《angle management》

001　35億分の1の輝き。
002　エステル妃の軌跡Ⅰ-Ⅴ
007　エステル妃の香り
　　「ミルラ」／小野 絵美先生
012　アロマライフ
　　  ／太田 三紀子先生
025　アロマクラフトレシピ集025　アロマクラフトレシピ集
　　  ／高橋 麻紀子先生／荒井 典子先生
041　ウォーターファスティング
　　  ～体験記～／いけや れいこ先生
048　アロマと食のレシピ集
　　  ／NAOYA先生
063　もっとも大切なたった
　　  １つのこと　　  １つのこと／八ツ井 慶子先生
066　最後に。
067　講師プロフィール

2500年前
輝く女性の
スピリット。

大特集 輝く女性の原点に迫る

古代の歴史を紡ぐ
王妃の香りミルラ
アロマロースイーツ®研究家
NAOYA氏からは
オリジナルレシピ

自然と調和する生き方を求めて～
いけやれいこ先生の
ウォーターファスティング秘話

八ツ井慶子先生（CFP®）の
「誰でもできる」シンプルな
お金の使い方  ほか

12品
MAS公認インストラクター
アロマライフ＆
クラフトレシピ集15種

※本誌（本書）の一切の無断転載及び複写複製（コピー）を禁止します。



1



2



3



4



5



6



STELLABO
輝く女性専門誌　フリーＷＥＢマガジン

2017年
6月
1日
号
（
不
定
期
発
行
）
永
久
保
存
版
　
発
行
元
　
一
般
社
団
法
人
ス
テ
ラ
カ
レ
ッ
ジ
運
営
事
務
局
　
http://www.stella.or.jp

愛蔵版
JUNE.2017
【永久保存版】

プリンセス・オブ・ペルシャ[ ]

35億分の1の輝き
「輝く女性の活躍を加速する
男性リーダーの会」賛同者

横山知行

マスターズアロマスクール代表講師  小野絵美[ ]

tm

記憶
に残る

、創作性スイーツ
♠今こそ、アロマと

食でおもてなし♠

香りの歴史を紡ぎ、
時代の「生き方」から
ヒントを“抽出”する。

EMI ONO 小
野 

絵
美

マ
ス
タ

ズ
ア
ロ
マ
ス
ク

ル　
代
表
講
師

7



8

https://www.xn--cck0a3a0lrci2i.jp/


9



10



11



Ｍ
Ａ
Ｓ
公
認
講
師

マ
ス
タ

ズ
ア
ロ
マ
ス
ク

ル

私たちのアロマライフ、
そして、アロマレシピ。

NORIKO ARAI
荒井 典子

MAKIKO TAKAHASHI
高橋 麻紀子

MIKIKO OHTA
太田 三紀子
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スペシャルアドバイザー[ ]

]

太田 三紀子先生の
多目的アロマライフ

夜
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tm

S シングル B ブレンド O その他

MAS公認インストラクター ／ 太田 三紀子 　   アロマライフ

夕食

料理の味付けにもエッセンシャルオイルを
利用する。

S ジンジャー、レモン、オレンジ、バジル
ブラックペッパー、ディル、オレガノ

入浴（アロマバス、洗顔・洗髪など）

その日の気分に合わせてエッセンシャルオ
イルを何種類か組み合わせてアロマバスを
楽しむ。
＊ヒマラヤ岩塩＋重曹で美容効果アップ！

S ラベンダー、フランキンセンス、シダーウッド
マジョラム、オレンジ、クラリセージ
イランイラン、ゼラニウム、サイプレス
アーボビテ、ミルラ、ローマンカモミール

B ブレンドS、ブレンドBL、ブレンドCL、ブレンドAT

O ボディソープ、シャンプー、コンディショナー
21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



植物の持つ本来の美味
しさを知ることができ、
思考までクリアになる。

REIKO IKEYA い
け
や 

れ
い
こ

ロ

フ

ド
指
導
者
・
ウ

タ

フ

ス
テ

ン
グ
指
導
者
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Model / Esther
Casting / Stellacollege

《angle management》

001　35億分の1の輝き。
002　エステル妃の軌跡Ⅰ-Ⅴ
007　エステル妃の香り
　　「ミルラ」／絵美先生
012　アロマライフ
　　  ／三紀子先生
025　アロマクラフトレシピ集025　アロマクラフトレシピ集
　　  ／麻紀子先生／典子先生
041　「水断食」7日間
　　  ～体験記～／れいこ先生
048　アロマ食レシピ集
　　  ／NAOYA先生
061　もっとも大切なたった
　　  １つのこと／八ツ井先生　　  １つのこと／八ツ井先生
064　最後に。

2500年前
輝く女性の
スピリット。

大特集 輝く女性の原点に迫る

古代の歴史を紡ぐ
王妃の香りミルラ
アロマロースイーツ®研究家
NAOYA氏からは
オリジナルレシピ

えっ！それって本当の話？
いけやれいこ先生の
７日間断飲食秘話
MAS公認インストラクター
アロマライフ＆
クラフトレシピ集

八ツ井慶子先生（CFP®）の
「誰でもできる」シンプルな
お金の使い方  ほか

12品

15種

※本誌（本書）の一切の無断転載及び複写複製
（コピー）を禁止します。

香りの歴史を紡ぎ、
時代の「生き方」から
ヒントを“抽出”する。

EMI ONO 小
野 

絵
美

一
般
社
団
法
人
ス
テ
ラ
カ
レ

ジ　
専
務
理
事

Ｍ
Ａ
Ｓ
公
認
講
師

マ
ス
タ

ズ
ア
ロ
マ
ス
ク

ル

私たちのアロマライフ、
そして、アロマレシピ。

NORIKO ARAI
荒井 典子

MAKIKO TAKAHASHI
高橋 麻紀子

MIKIKO OHTA
太田 三紀子

植物の持つ本来の美味
しさを知ることができ、
思考までクリアになる。

REIKO IKEYA い
け
や 

れ
い
こ

一
般
社
団
法
人
ス
テ
ラ
カ
レ

ジ　
ア
ド
バ
イ
ザ
リ

・
ボ

ド

記憶に残る、
創作性スイーツ。
今こそ、アロマと食で
おもてなし。

NAOYA ナ
オ
ヤ

ア
ロ
マ
ロ

ス
イ

ツ®

研
究
家
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みな様、はじめまして。
アロマロースイーツ®研究家NAOYAと申します。
普段は、非加熱のロースイーツにエッセンシャルオイル
を使ったアロマロースイーツ®を各種講座にてお伝え
させていただいております。

お話をお伺いしておりますと、
「エッセンシャルオイルをどう使ってよいかわからない」「エッセンシャルオイルをどう使ってよいかわからない」
そんな声を耳にする事がしばしばございます。

そこで、この度、アロマを幅広く使っていただくために
スイーツだけでなく、ドリンクやサラダ、お料理に使った
「ボタニカル菜食レシピ」をご提案させていただきました。

実は、私、菜食にはご縁を感じております。

最初の出会いは、イギリスに語学留学していた時の
ベジタリアンレストランでのお手伝いでした。ベジタリアンレストランでのお手伝いでした。

NAOYA
アロマロースイーツ®研究家
マスターズアロマスクール 特別講師
ビーガンレストラン「アインソフ」シェフ
http://naoya-sweets.com/
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検索マスターズアロマスクール

https://www.xn--cck0a3a0lrci2i.jp/

https://www.facebook.com/mastersaromaschool/

マスターズアロマスクール公認講師

太田 三紀子
大学卒業後、国内航空会社に入社し、
客室乗務員として勤務する。2007年
に国際線の新規路線立ち上げのため、
関西から東京へ転勤。その後は機内
アナウンスの指導をはじめ、地上訓練
の教官として教育・訓練にも携わる。
そその後、健康への学びを追求していく
中で、音と香りによる癒しに辿り着き、
現在は、マスターズアロマスクール公認
講師として、自宅サロン兼MAS認定アロマ
スクール「Aranĝ(アレンジ)」を開校。

マスターズアロマスクール代表講師

小野 絵美
大学卒業後、大手化粧品会社にて勤務。その後、大手転職
サイトにて人材マッチング1to1Marketingの経歴を経て、 
アロマスクール「Serenity」を設立。その後、。国内初となる
飲めるアロマ専門の「マスターズアロマスクール」を設立。
現在、新しい輝く女性モデルの普及促進と中核人材育成
事業を目的とする「一般社団法人ステラカレッジ」専務理事
にに就任。薬を使わない看護師の母に育てられ、父のがん、
家族や友人の精神病や生活習慣病をきっかけに健康学、
免疫学、心理学、ハーブ、メディカルアロマの分野に没頭する。
現在までに延べ400名以上のセラピスト、 20名のインスト
ラクターを輩出。女医、CA、モデルや俳優などお忍びで日本
全国から受講生が学びに来る人気メディカルアロマ講師。
年間400冊を読む読書家であり、電子書籍「シンクロアロマ™
365day365days」の著者。

一般社団法人ステラカレッジ 理事長

横山 知行
国内初、飲めるアロマ専門スクール（アロマスクール.jp）を創立。
マスターズアロマスクール学長。 大手金融機関本社にて、法人
営業、広告宣伝、ブランド・ドメイン、販売戦略担当を歴任。自身
が手がけた「カードデザインの企画」が数十の企画コンペの中
から選ばれ、完成したデザインがグループトップの社長の目に
留まり、今も採用されている。 金融業界初製販分離ビジネスモ
デデルの立ち上げに携わり、代理店カタログシステムによる約20,
000 店舗の流通・決済スキームを構築。役員秘書代行なども務
める。サプリメント通販事業を７年間運営し、 飲めるアロマ専門
スクールを立ち上げ、各種イベントの企画立案と運営、講座開発
などを手掛ける。その他、マネーの達人養成学校においてアロマ
の特別講座講師なども務め、2016年6月には内閣府「輝く女性の
活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言において、アロマ
専門の教育機専門の教育機関としては初の賛同者として登録される。

マスターズアロマスクール公認講師

高橋 麻紀子
パソコンスクールインストラクター、
パソコンメーカーのカスタマーサポ
ート業務を務め、息子の出産後2011
年より自宅サロンmama café をオープン。
「女性の経験するさまざまなサイクル
をアロマの香りと、Touchケアでサポート」
ををコンセプトに現在、ベビーマッサージ、
ベビーヨガ、産後ケア＆骨盤ストレッチ
教室、アロマ講座など、小田原を中心に
教室やイベントを開催。

マスターズアロマスクール公認講師

荒井 典子
二児の母。家族の太陽は、“ママの
笑顔”。 だからこそ、ママたちが抱え
ている“ストレス”を軽減したいと、
強く思うようになる。“ママたちの癒し”
をコンセプトに、アロマカフェ、アロマ
サークル、アロマチャイルドマッサージ
教教室、アロマザー教室など、アロマを
通してさまざまな教室やイベントを
定期的に主催。多いときは、30名以上
が参加。地元ラジオ番組、新聞にて
サロンや活動が紹介される。

プロフィール

Copyright © 2017 マスターズアロマスクール All Rights Reserved.Copyright© 2017 Aroma Raw Sweets® all rights reserved
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検索マスターズアロマスクール

https://www.xn--cck0a3a0lrci2i.jp/

https://www.facebook.com/mastersaromaschool/

マスターズアロマスクール公認講師

太田 三紀子
大学卒業後、国内航空会社に入社し、
客室乗務員として勤務する。2007年
に国際線の新規路線立ち上げのため、
関西から東京へ転勤。その後は機内
アナウンスの指導をはじめ、地上訓練
の教官として教育・訓練にも携わる。
そその後、健康への学びを追求していく
中で、音と香りによる癒しに辿り着き、
現在は、マスターズアロマスクール公認
講師として、自宅サロン兼MAS認定アロマ
スクール「Aranĝ(アレンジ)」を開校。

マスターズアロマスクール代表講師

小野 絵美
大学卒業後、大手化粧品会社にて勤務。その後、大手転職
サイトにて人材マッチング1to1Marketingの経歴を経て、 
アロマスクール「Serenity」を設立。その後、。国内初となる
飲めるアロマ専門の「マスターズアロマスクール」を設立。
現在、新しい輝く女性モデルの普及促進と中核人材育成
事業を目的とする「一般社団法人ステラカレッジ」専務理事
にに就任。薬を使わない看護師の母に育てられ、父のがん、
家族や友人の精神病や生活習慣病をきっかけに健康学、
免疫学、心理学、ハーブ、メディカルアロマの分野に没頭する。
現在までに延べ400名以上のセラピスト、 20名のインスト
ラクターを輩出。女医、CA、モデルや俳優などお忍びで日本
全国から受講生が学びに来る人気メディカルアロマ講師。
年間400冊を読む読書家であり、電子書籍「シンクロアロマ™
365day365days」の著者。

一般社団法人ステラカレッジ 理事長

横山 知行
国内初、飲めるアロマ専門スクール（アロマスクール.jp）を創立。
マスターズアロマスクール学長。 大手金融機関本社にて、法人
営業、広告宣伝、ブランド・ドメイン、販売戦略担当を歴任。自身
が手がけた「カードデザインの企画」が数十の企画コンペの中
から選ばれ、完成したデザインがグループトップの社長の目に
留まり、今も採用されている。 金融業界初製販分離ビジネスモ
デデルの立ち上げに携わり、代理店カタログシステムによる約20,
000 店舗の流通・決済スキームを構築。役員秘書代行なども務
める。サプリメント通販事業を７年間運営し、 飲めるアロマ専門
スクールを立ち上げ、各種イベントの企画立案と運営、講座開発
などを手掛ける。その他、マネーの達人養成学校においてアロマ
の特別講座講師なども務め、2016年6月には内閣府「輝く女性の
活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言において、アロマ
専門の教育機専門の教育機関としては初の賛同者として登録される。

マスターズアロマスクール公認講師

高橋 麻紀子
パソコンスクールインストラクター、
パソコンメーカーのカスタマーサポ
ート業務を務め、息子の出産後2011
年より自宅サロンmama café をオープン。
「女性の経験するさまざまなサイクル
をアロマの香りと、Touchケアでサポート」
ををコンセプトに現在、ベビーマッサージ、
ベビーヨガ、産後ケア＆骨盤ストレッチ
教室、アロマ講座など、小田原を中心に
教室やイベントを開催。

マスターズアロマスクール公認講師

荒井 典子
二児の母。家族の太陽は、“ママの
笑顔”。 だからこそ、ママたちが抱え
ている“ストレス”を軽減したいと、
強く思うようになる。“ママたちの癒し”
をコンセプトに、アロマカフェ、アロマ
サークル、アロマチャイルドマッサージ
教教室、アロマザー教室など、アロマを
通してさまざまな教室やイベントを
定期的に主催。多いときは、30名以上
が参加。地元ラジオ番組、新聞にて
サロンや活動が紹介される。

プロフィール

Copyright © 2017 マスターズアロマスクール All Rights Reserved.Copyright© 2017 Aroma Raw Sweets® all rights reserved
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検索マスターズアロマスクール

https://www.xn--cck0a3a0lrci2i.jp/

https://www.facebook.com/mastersaromaschool/

マスターズアロマスクール公認講師

太田 三紀子
大学卒業後、国内航空会社に入社し、
客室乗務員として勤務する。2007年
に国際線の新規路線立ち上げのため、
関西から東京へ転勤。その後は機内
アナウンスの指導をはじめ、地上訓練
の教官として教育・訓練にも携わる。
そその後、健康への学びを追求していく
中で、音と香りによる癒しに辿り着き、
現在は、マスターズアロマスクール公認
講師として、自宅サロン兼MAS認定アロマ
スクール「Aranĝ(アレンジ)」を開校。

マスターズアロマスクール代表講師

小野 絵美
大学卒業後、大手化粧品会社にて勤務。その後、大手転職
サイトにて人材マッチング1to1Marketingの経歴を経て、 
アロマスクール「Serenity」を設立。その後、。国内初となる
飲めるアロマ専門の「マスターズアロマスクール」を設立。
現在、新しい輝く女性モデルの普及促進と中核人材育成
事業を目的とする「一般社団法人ステラカレッジ」専務理事
にに就任。薬を使わない看護師の母に育てられ、父のがん、
家族や友人の精神病や生活習慣病をきっかけに健康学、
免疫学、心理学、ハーブ、メディカルアロマの分野に没頭する。
現在までに延べ400名以上のセラピスト、 20名のインスト
ラクターを輩出。女医、CA、モデルや俳優などお忍びで日本
全国から受講生が学びに来る人気メディカルアロマ講師。
年間400冊を読む読書家であり、電子書籍「シンクロアロマ™
365day365days」の著者。

一般社団法人ステラカレッジ 理事長

横山 知行
国内初、飲めるアロマ専門スクール（アロマスクール.jp）を創立。
マスターズアロマスクール学長。 大手金融機関本社にて、法人
営業、広告宣伝、ブランド・ドメイン、販売戦略担当を歴任。自身
が手がけた「カードデザインの企画」が数十の企画コンペの中
から選ばれ、完成したデザインがグループトップの社長の目に
留まり、今も採用されている。 金融業界初製販分離ビジネスモ
デデルの立ち上げに携わり、代理店カタログシステムによる約20,
000 店舗の流通・決済スキームを構築。役員秘書代行なども務
める。サプリメント通販事業を７年間運営し、 飲めるアロマ専門
スクールを立ち上げ、各種イベントの企画立案と運営、講座開発
などを手掛ける。その他、マネーの達人養成学校においてアロマ
の特別講座講師なども務め、2016年6月には内閣府「輝く女性の
活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言において、アロマ
専門の教育機専門の教育機関としては初の賛同者として登録される。

マスターズアロマスクール公認講師

高橋 麻紀子
パソコンスクールインストラクター、
パソコンメーカーのカスタマーサポ
ート業務を務め、息子の出産後2011
年より自宅サロンmama café をオープン。
「女性の経験するさまざまなサイクル
をアロマの香りと、Touchケアでサポート」
ををコンセプトに現在、ベビーマッサージ、
ベビーヨガ、産後ケア＆骨盤ストレッチ
教室、アロマ講座など、小田原を中心に
教室やイベントを開催。

マスターズアロマスクール公認講師

荒井 典子
二児の母。家族の太陽は、“ママの
笑顔”。 だからこそ、ママたちが抱え
ている“ストレス”を軽減したいと、
強く思うようになる。“ママたちの癒し”
をコンセプトに、アロマカフェ、アロマ
サークル、アロマチャイルドマッサージ
教教室、アロマザー教室など、アロマを
通してさまざまな教室やイベントを
定期的に主催。多いときは、30名以上
が参加。地元ラジオ番組、新聞にて
サロンや活動が紹介される。
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の教官として教育・訓練にも携わる。
そその後、健康への学びを追求していく
中で、音と香りによる癒しに辿り着き、
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にに就任。薬を使わない看護師の母に育てられ、父のがん、
家族や友人の精神病や生活習慣病をきっかけに健康学、
免疫学、心理学、ハーブ、メディカルアロマの分野に没頭する。
現在までに延べ400名以上のセラピスト、 20名のインスト
ラクターを輩出。女医、CA、モデルや俳優などお忍びで日本
全国から受講生が学びに来る人気メディカルアロマ講師。
年間400冊を読む読書家であり、電子書籍「シンクロアロマ™
365day365days」の著者。
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の特別講座講師なども務め、2016年6月には内閣府「輝く女性の
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教室やイベントを開催。
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荒井 典子
二児の母。家族の太陽は、“ママの
笑顔”。 だからこそ、ママたちが抱え
ている“ストレス”を軽減したいと、
強く思うようになる。“ママたちの癒し”
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そその後、健康への学びを追求していく
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家族や友人の精神病や生活習慣病をきっかけに健康学、
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年間400冊を読む読書家であり、電子書籍「シンクロアロマ™
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が手がけた「カードデザインの企画」が数十の企画コンペの中
から選ばれ、完成したデザインがグループトップの社長の目に
留まり、今も採用されている。 金融業界初製販分離ビジネスモ
デデルの立ち上げに携わり、代理店カタログシステムによる約20,
000 店舗の流通・決済スキームを構築。役員秘書代行なども務
める。サプリメント通販事業を７年間運営し、 飲めるアロマ専門
スクールを立ち上げ、各種イベントの企画立案と運営、講座開発
などを手掛ける。その他、マネーの達人養成学校においてアロマ
の特別講座講師なども務め、2016年6月には内閣府「輝く女性の
活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言において、アロマ
専門の教育機専門の教育機関としては初の賛同者として登録される。
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ート業務を務め、息子の出産後2011
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「女性の経験するさまざまなサイクル
をアロマの香りと、Touchケアでサポート」
ををコンセプトに現在、ベビーマッサージ、
ベビーヨガ、産後ケア＆骨盤ストレッチ
教室、アロマ講座など、小田原を中心に
教室やイベントを開催。
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荒井 典子
二児の母。家族の太陽は、“ママの
笑顔”。 だからこそ、ママたちが抱え
ている“ストレス”を軽減したいと、
強く思うようになる。“ママたちの癒し”
をコンセプトに、アロマカフェ、アロマ
サークル、アロマチャイルドマッサージ
教教室、アロマザー教室など、アロマを
通してさまざまな教室やイベントを
定期的に主催。多いときは、30名以上
が参加。地元ラジオ番組、新聞にて
サロンや活動が紹介される。

プロフィール

Copyright © 2017 マスターズアロマスクール All Rights Reserved.Copyright© 2017 Aroma Raw Sweets® all rights reserved
55



検索マスターズアロマスクール

https://www.xn--cck0a3a0lrci2i.jp/

https://www.facebook.com/mastersaromaschool/

マスターズアロマスクール公認講師

太田 三紀子
大学卒業後、国内航空会社に入社し、
客室乗務員として勤務する。2007年
に国際線の新規路線立ち上げのため、
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アナウンスの指導をはじめ、地上訓練
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現在、新しい輝く女性モデルの普及促進と中核人材育成
事業を目的とする「一般社団法人ステラカレッジ」専務理事
にに就任。薬を使わない看護師の母に育てられ、父のがん、
家族や友人の精神病や生活習慣病をきっかけに健康学、
免疫学、心理学、ハーブ、メディカルアロマの分野に没頭する。
現在までに延べ400名以上のセラピスト、 20名のインスト
ラクターを輩出。女医、CA、モデルや俳優などお忍びで日本
全国から受講生が学びに来る人気メディカルアロマ講師。
年間400冊を読む読書家であり、電子書籍「シンクロアロマ™
365day365days」の著者。
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横山 知行
国内初、飲めるアロマ専門スクール（アロマスクール.jp）を創立。
マスターズアロマスクール学長。 大手金融機関本社にて、法人
営業、広告宣伝、ブランド・ドメイン、販売戦略担当を歴任。自身
が手がけた「カードデザインの企画」が数十の企画コンペの中
から選ばれ、完成したデザインがグループトップの社長の目に
留まり、今も採用されている。 金融業界初製販分離ビジネスモ
デデルの立ち上げに携わり、代理店カタログシステムによる約20,
000 店舗の流通・決済スキームを構築。役員秘書代行なども務
める。サプリメント通販事業を７年間運営し、 飲めるアロマ専門
スクールを立ち上げ、各種イベントの企画立案と運営、講座開発
などを手掛ける。その他、マネーの達人養成学校においてアロマ
の特別講座講師なども務め、2016年6月には内閣府「輝く女性の
活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言において、アロマ
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をアロマの香りと、Touchケアでサポート」
ををコンセプトに現在、ベビーマッサージ、
ベビーヨガ、産後ケア＆骨盤ストレッチ
教室、アロマ講座など、小田原を中心に
教室やイベントを開催。
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荒井 典子
二児の母。家族の太陽は、“ママの
笑顔”。 だからこそ、ママたちが抱え
ている“ストレス”を軽減したいと、
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定期的に主催。多いときは、30名以上
が参加。地元ラジオ番組、新聞にて
サロンや活動が紹介される。

プロフィール

Copyright © 2017 マスターズアロマスクール All Rights Reserved.Copyright© 2017 Aroma Raw Sweets® all rights reserved
56



検索マスターズアロマスクール

https://www.xn--cck0a3a0lrci2i.jp/

https://www.facebook.com/mastersaromaschool/

マスターズアロマスクール公認講師

太田 三紀子
大学卒業後、国内航空会社に入社し、
客室乗務員として勤務する。2007年
に国際線の新規路線立ち上げのため、
関西から東京へ転勤。その後は機内
アナウンスの指導をはじめ、地上訓練
の教官として教育・訓練にも携わる。
そその後、健康への学びを追求していく
中で、音と香りによる癒しに辿り着き、
現在は、マスターズアロマスクール公認
講師として、自宅サロン兼MAS認定アロマ
スクール「Aranĝ(アレンジ)」を開校。

マスターズアロマスクール代表講師

小野 絵美
大学卒業後、大手化粧品会社にて勤務。その後、大手転職
サイトにて人材マッチング1to1Marketingの経歴を経て、 
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現在までに延べ400名以上のセラピスト、 20名のインスト
ラクターを輩出。女医、CA、モデルや俳優などお忍びで日本
全国から受講生が学びに来る人気メディカルアロマ講師。
年間400冊を読む読書家であり、電子書籍「シンクロアロマ™
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マスターズアロマスクール公認講師

太田 三紀子
大学卒業後、国内航空会社に入社し、
客室乗務員として勤務する。2007年
に国際線の新規路線立ち上げのため、
関西から東京へ転勤。その後は機内
アナウンスの指導をはじめ、地上訓練
の教官として教育・訓練にも携わる。
そその後、健康への学びを追求していく
中で、音と香りによる癒しに辿り着き、
現在は、マスターズアロマスクール公認
講師として、自宅サロン兼MAS認定アロマ
スクール「Aranĝ(アレンジ)」を開校。

マスターズアロマスクール代表講師

小野 絵美
大学卒業後、大手化粧品会社にて勤務。その後、大手転職
サイトにて人材マッチング1to1Marketingの経歴を経て、 
アロマスクール「Serenity」を設立。その後、。国内初となる
飲めるアロマ専門の「マスターズアロマスクール」を設立。
現在、新しい輝く女性モデルの普及促進と中核人材育成
事業を目的とする「一般社団法人ステラカレッジ」専務理事
にに就任。薬を使わない看護師の母に育てられ、父のがん、
家族や友人の精神病や生活習慣病をきっかけに健康学、
免疫学、心理学、ハーブ、メディカルアロマの分野に没頭する。
現在までに延べ400名以上のセラピスト、 20名のインスト
ラクターを輩出。女医、CA、モデルや俳優などお忍びで日本
全国から受講生が学びに来る人気メディカルアロマ講師。
年間400冊を読む読書家であり、電子書籍「シンクロアロマ™
365day365days」の著者。

一般社団法人ステラカレッジ 理事長

横山 知行
国内初、飲めるアロマ専門スクール（アロマスクール.jp）を創立。
マスターズアロマスクール学長。 大手金融機関本社にて、法人
営業、広告宣伝、ブランド・ドメイン、販売戦略担当を歴任。自身
が手がけた「カードデザインの企画」が数十の企画コンペの中
から選ばれ、完成したデザインがグループトップの社長の目に
留まり、今も採用されている。 金融業界初製販分離ビジネスモ
デデルの立ち上げに携わり、代理店カタログシステムによる約20,
000 店舗の流通・決済スキームを構築。役員秘書代行なども務
める。サプリメント通販事業を７年間運営し、 飲めるアロマ専門
スクールを立ち上げ、各種イベントの企画立案と運営、講座開発
などを手掛ける。その他、マネーの達人養成学校においてアロマ
の特別講座講師なども務め、2016年6月には内閣府「輝く女性の
活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言において、アロマ
専門の教育機専門の教育機関としては初の賛同者として登録される。

マスターズアロマスクール公認講師

高橋 麻紀子
パソコンスクールインストラクター、
パソコンメーカーのカスタマーサポ
ート業務を務め、息子の出産後2011
年より自宅サロンmama café をオープン。
「女性の経験するさまざまなサイクル
をアロマの香りと、Touchケアでサポート」
ををコンセプトに現在、ベビーマッサージ、
ベビーヨガ、産後ケア＆骨盤ストレッチ
教室、アロマ講座など、小田原を中心に
教室やイベントを開催。

マスターズアロマスクール公認講師

荒井 典子
二児の母。家族の太陽は、“ママの
笑顔”。 だからこそ、ママたちが抱え
ている“ストレス”を軽減したいと、
強く思うようになる。“ママたちの癒し”
をコンセプトに、アロマカフェ、アロマ
サークル、アロマチャイルドマッサージ
教教室、アロマザー教室など、アロマを
通してさまざまな教室やイベントを
定期的に主催。多いときは、30名以上
が参加。地元ラジオ番組、新聞にて
サロンや活動が紹介される。
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マスターズアロマスクール公認講師

太田 三紀子
大学卒業後、国内航空会社に入社し、
客室乗務員として勤務する。2007年
に国際線の新規路線立ち上げのため、
関西から東京へ転勤。その後は機内
アナウンスの指導をはじめ、地上訓練
の教官として教育・訓練にも携わる。
そその後、健康への学びを追求していく
中で、音と香りによる癒しに辿り着き、
現在は、マスターズアロマスクール公認
講師として、自宅サロン兼MAS認定アロマ
スクール「Aranĝ(アレンジ)」を開校。

マスターズアロマスクール代表講師

小野 絵美
大学卒業後、大手化粧品会社にて勤務。その後、大手転職
サイトにて人材マッチング1to1Marketingの経歴を経て、 
アロマスクール「Serenity」を設立。その後、。国内初となる
飲めるアロマ専門の「マスターズアロマスクール」を設立。
現在、新しい輝く女性モデルの普及促進と中核人材育成
事業を目的とする「一般社団法人ステラカレッジ」専務理事
にに就任。薬を使わない看護師の母に育てられ、父のがん、
家族や友人の精神病や生活習慣病をきっかけに健康学、
免疫学、心理学、ハーブ、メディカルアロマの分野に没頭する。
現在までに延べ400名以上のセラピスト、 20名のインスト
ラクターを輩出。女医、CA、モデルや俳優などお忍びで日本
全国から受講生が学びに来る人気メディカルアロマ講師。
年間400冊を読む読書家であり、電子書籍「シンクロアロマ™
365day365days」の著者。

一般社団法人ステラカレッジ 理事長

横山 知行
国内初、飲めるアロマ専門スクール（アロマスクール.jp）を創立。
マスターズアロマスクール学長。 大手金融機関本社にて、法人
営業、広告宣伝、ブランド・ドメイン、販売戦略担当を歴任。自身
が手がけた「カードデザインの企画」が数十の企画コンペの中
から選ばれ、完成したデザインがグループトップの社長の目に
留まり、今も採用されている。 金融業界初製販分離ビジネスモ
デデルの立ち上げに携わり、代理店カタログシステムによる約20,
000 店舗の流通・決済スキームを構築。役員秘書代行なども務
める。サプリメント通販事業を７年間運営し、 飲めるアロマ専門
スクールを立ち上げ、各種イベントの企画立案と運営、講座開発
などを手掛ける。その他、マネーの達人養成学校においてアロマ
の特別講座講師なども務め、2016年6月には内閣府「輝く女性の
活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言において、アロマ
専門の教育機専門の教育機関としては初の賛同者として登録される。

マスターズアロマスクール公認講師

高橋 麻紀子
パソコンスクールインストラクター、
パソコンメーカーのカスタマーサポ
ート業務を務め、息子の出産後2011
年より自宅サロンmama café をオープン。
「女性の経験するさまざまなサイクル
をアロマの香りと、Touchケアでサポート」
ををコンセプトに現在、ベビーマッサージ、
ベビーヨガ、産後ケア＆骨盤ストレッチ
教室、アロマ講座など、小田原を中心に
教室やイベントを開催。

マスターズアロマスクール公認講師

荒井 典子
二児の母。家族の太陽は、“ママの
笑顔”。 だからこそ、ママたちが抱え
ている“ストレス”を軽減したいと、
強く思うようになる。“ママたちの癒し”
をコンセプトに、アロマカフェ、アロマ
サークル、アロマチャイルドマッサージ
教教室、アロマザー教室など、アロマを
通してさまざまな教室やイベントを
定期的に主催。多いときは、30名以上
が参加。地元ラジオ番組、新聞にて
サロンや活動が紹介される。
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マスターズアロマスクール公認講師

太田 三紀子
大学卒業後、国内航空会社に入社し、
客室乗務員として勤務する。2007年
に国際線の新規路線立ち上げのため、
関西から東京へ転勤。その後は機内
アナウンスの指導をはじめ、地上訓練
の教官として教育・訓練にも携わる。
そその後、健康への学びを追求していく
中で、音と香りによる癒しに辿り着き、
現在は、マスターズアロマスクール公認
講師として、自宅サロン兼MAS認定アロマ
スクール「Aranĝ(アレンジ)」を開校。

マスターズアロマスクール代表講師

小野 絵美
大学卒業後、大手化粧品会社にて勤務。その後、大手転職
サイトにて人材マッチング1to1Marketingの経歴を経て、 
アロマスクール「Serenity」を設立。その後、。国内初となる
飲めるアロマ専門の「マスターズアロマスクール」を設立。
現在、新しい輝く女性モデルの普及促進と中核人材育成
事業を目的とする「一般社団法人ステラカレッジ」専務理事
にに就任。薬を使わない看護師の母に育てられ、父のがん、
家族や友人の精神病や生活習慣病をきっかけに健康学、
免疫学、心理学、ハーブ、メディカルアロマの分野に没頭する。
現在までに延べ400名以上のセラピスト、 20名のインスト
ラクターを輩出。女医、CA、モデルや俳優などお忍びで日本
全国から受講生が学びに来る人気メディカルアロマ講師。
年間400冊を読む読書家であり、電子書籍「シンクロアロマ™
365day365days」の著者。

一般社団法人ステラカレッジ 理事長

横山 知行
国内初、飲めるアロマ専門スクール（アロマスクール.jp）を創立。
マスターズアロマスクール学長。 大手金融機関本社にて、法人
営業、広告宣伝、ブランド・ドメイン、販売戦略担当を歴任。自身
が手がけた「カードデザインの企画」が数十の企画コンペの中
から選ばれ、完成したデザインがグループトップの社長の目に
留まり、今も採用されている。 金融業界初製販分離ビジネスモ
デデルの立ち上げに携わり、代理店カタログシステムによる約20,
000 店舗の流通・決済スキームを構築。役員秘書代行なども務
める。サプリメント通販事業を７年間運営し、 飲めるアロマ専門
スクールを立ち上げ、各種イベントの企画立案と運営、講座開発
などを手掛ける。その他、マネーの達人養成学校においてアロマ
の特別講座講師なども務め、2016年6月には内閣府「輝く女性の
活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言において、アロマ
専門の教育機専門の教育機関としては初の賛同者として登録される。

マスターズアロマスクール公認講師

高橋 麻紀子
パソコンスクールインストラクター、
パソコンメーカーのカスタマーサポ
ート業務を務め、息子の出産後2011
年より自宅サロンmama café をオープン。
「女性の経験するさまざまなサイクル
をアロマの香りと、Touchケアでサポート」
ををコンセプトに現在、ベビーマッサージ、
ベビーヨガ、産後ケア＆骨盤ストレッチ
教室、アロマ講座など、小田原を中心に
教室やイベントを開催。

マスターズアロマスクール公認講師

荒井 典子
二児の母。家族の太陽は、“ママの
笑顔”。 だからこそ、ママたちが抱え
ている“ストレス”を軽減したいと、
強く思うようになる。“ママたちの癒し”
をコンセプトに、アロマカフェ、アロマ
サークル、アロマチャイルドマッサージ
教教室、アロマザー教室など、アロマを
通してさまざまな教室やイベントを
定期的に主催。多いときは、30名以上
が参加。地元ラジオ番組、新聞にて
サロンや活動が紹介される。
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マスターズアロマスクール公認講師

太田 三紀子
大学卒業後、国内航空会社に入社し、
客室乗務員として勤務する。2007年
に国際線の新規路線立ち上げのため、
関西から東京へ転勤。その後は機内
アナウンスの指導をはじめ、地上訓練
の教官として教育・訓練にも携わる。
そその後、健康への学びを追求していく
中で、音と香りによる癒しに辿り着き、
現在は、マスターズアロマスクール公認
講師として、自宅サロン兼MAS認定アロマ
スクール「Aranĝ(アレンジ)」を開校。

マスターズアロマスクール代表講師

小野 絵美
大学卒業後、大手化粧品会社にて勤務。その後、大手転職
サイトにて人材マッチング1to1Marketingの経歴を経て、 
アロマスクール「Serenity」を設立。その後、。国内初となる
飲めるアロマ専門の「マスターズアロマスクール」を設立。
現在、新しい輝く女性モデルの普及促進と中核人材育成
事業を目的とする「一般社団法人ステラカレッジ」専務理事
にに就任。薬を使わない看護師の母に育てられ、父のがん、
家族や友人の精神病や生活習慣病をきっかけに健康学、
免疫学、心理学、ハーブ、メディカルアロマの分野に没頭する。
現在までに延べ400名以上のセラピスト、 20名のインスト
ラクターを輩出。女医、CA、モデルや俳優などお忍びで日本
全国から受講生が学びに来る人気メディカルアロマ講師。
年間400冊を読む読書家であり、電子書籍「シンクロアロマ™
365day365days」の著者。

一般社団法人ステラカレッジ 理事長

横山 知行
国内初、飲めるアロマ専門スクール（アロマスクール.jp）を創立。
マスターズアロマスクール学長。 大手金融機関本社にて、法人
営業、広告宣伝、ブランド・ドメイン、販売戦略担当を歴任。自身
が手がけた「カードデザインの企画」が数十の企画コンペの中
から選ばれ、完成したデザインがグループトップの社長の目に
留まり、今も採用されている。 金融業界初製販分離ビジネスモ
デデルの立ち上げに携わり、代理店カタログシステムによる約20,
000 店舗の流通・決済スキームを構築。役員秘書代行なども務
める。サプリメント通販事業を７年間運営し、 飲めるアロマ専門
スクールを立ち上げ、各種イベントの企画立案と運営、講座開発
などを手掛ける。その他、マネーの達人養成学校においてアロマ
の特別講座講師なども務め、2016年6月には内閣府「輝く女性の
活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言において、アロマ
専門の教育機専門の教育機関としては初の賛同者として登録される。

マスターズアロマスクール公認講師

高橋 麻紀子
パソコンスクールインストラクター、
パソコンメーカーのカスタマーサポ
ート業務を務め、息子の出産後2011
年より自宅サロンmama café をオープン。
「女性の経験するさまざまなサイクル
をアロマの香りと、Touchケアでサポート」
ををコンセプトに現在、ベビーマッサージ、
ベビーヨガ、産後ケア＆骨盤ストレッチ
教室、アロマ講座など、小田原を中心に
教室やイベントを開催。

マスターズアロマスクール公認講師

荒井 典子
二児の母。家族の太陽は、“ママの
笑顔”。 だからこそ、ママたちが抱え
ている“ストレス”を軽減したいと、
強く思うようになる。“ママたちの癒し”
をコンセプトに、アロマカフェ、アロマ
サークル、アロマチャイルドマッサージ
教教室、アロマザー教室など、アロマを
通してさまざまな教室やイベントを
定期的に主催。多いときは、30名以上
が参加。地元ラジオ番組、新聞にて
サロンや活動が紹介される。
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マスターズアロマスクール公認講師

太田 三紀子
大学卒業後、国内航空会社に入社し、
客室乗務員として勤務する。2007年
に国際線の新規路線立ち上げのため、
関西から東京へ転勤。その後は機内
アナウンスの指導をはじめ、地上訓練
の教官として教育・訓練にも携わる。
そその後、健康への学びを追求していく
中で、音と香りによる癒しに辿り着き、
現在は、マスターズアロマスクール公認
講師として、自宅サロン兼MAS認定アロマ
スクール「Aranĝ(アレンジ)」を開校。

マスターズアロマスクール代表講師

小野 絵美
大学卒業後、大手化粧品会社にて勤務。その後、大手転職
サイトにて人材マッチング1to1Marketingの経歴を経て、 
アロマスクール「Serenity」を設立。その後、。国内初となる
飲めるアロマ専門の「マスターズアロマスクール」を設立。
現在、新しい輝く女性モデルの普及促進と中核人材育成
事業を目的とする「一般社団法人ステラカレッジ」専務理事
にに就任。薬を使わない看護師の母に育てられ、父のがん、
家族や友人の精神病や生活習慣病をきっかけに健康学、
免疫学、心理学、ハーブ、メディカルアロマの分野に没頭する。
現在までに延べ400名以上のセラピスト、 20名のインスト
ラクターを輩出。女医、CA、モデルや俳優などお忍びで日本
全国から受講生が学びに来る人気メディカルアロマ講師。
年間400冊を読む読書家であり、電子書籍「シンクロアロマ™
365day365days」の著者。

一般社団法人ステラカレッジ 理事長

横山 知行
国内初、飲めるアロマ専門スクール（アロマスクール.jp）を創立。
マスターズアロマスクール学長。 大手金融機関本社にて、法人
営業、広告宣伝、ブランド・ドメイン、販売戦略担当を歴任。自身
が手がけた「カードデザインの企画」が数十の企画コンペの中
から選ばれ、完成したデザインがグループトップの社長の目に
留まり、今も採用されている。 金融業界初製販分離ビジネスモ
デデルの立ち上げに携わり、代理店カタログシステムによる約20,
000 店舗の流通・決済スキームを構築。役員秘書代行なども務
める。サプリメント通販事業を７年間運営し、 飲めるアロマ専門
スクールを立ち上げ、各種イベントの企画立案と運営、講座開発
などを手掛ける。その他、マネーの達人養成学校においてアロマ
の特別講座講師なども務め、2016年6月には内閣府「輝く女性の
活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言において、アロマ
専門の教育機専門の教育機関としては初の賛同者として登録される。

マスターズアロマスクール公認講師

高橋 麻紀子
パソコンスクールインストラクター、
パソコンメーカーのカスタマーサポ
ート業務を務め、息子の出産後2011
年より自宅サロンmama café をオープン。
「女性の経験するさまざまなサイクル
をアロマの香りと、Touchケアでサポート」
ををコンセプトに現在、ベビーマッサージ、
ベビーヨガ、産後ケア＆骨盤ストレッチ
教室、アロマ講座など、小田原を中心に
教室やイベントを開催。

マスターズアロマスクール公認講師

荒井 典子
二児の母。家族の太陽は、“ママの
笑顔”。 だからこそ、ママたちが抱え
ている“ストレス”を軽減したいと、
強く思うようになる。“ママたちの癒し”
をコンセプトに、アロマカフェ、アロマ
サークル、アロマチャイルドマッサージ
教教室、アロマザー教室など、アロマを
通してさまざまな教室やイベントを
定期的に主催。多いときは、30名以上
が参加。地元ラジオ番組、新聞にて
サロンや活動が紹介される。

プロフィール

Copyright © 2017 マスターズアロマスクール All Rights Reserved.Copyright© 2017 Aroma Raw Sweets® all rights reserved
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お金の使い方で、
もっとも大切な
たった１つのこと。

KEIKO YATSUI 八
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http://naoya-sweets.com/mailmagazine/
http://naoya-sweets.com/
https://www.facebook.com/aroma.rawsweets/
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	36★ステラボ愛蔵版（レイヤー）_0027_ページ20（麻紀子さん）
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