
『シンアロマ』は、インテリジェンスアロマ理論によって、植物に宿るインテリジェンス（叡智）を調和させた、私たちの本能を動かす香りです。

5ml（約100滴）　各2,970円（本体価格2,700円＋税）

ローズ フランキンセンスブラックペッパーイランイランラベンダー ローズマリージャスミン ラズベリーカンフルローマンカモミール スウィートオレンジ レモン グレープフルーツ

コミュニケーション
幸せ・充実感

恋のときめきは、人を内側から魅力的に輝かせ
ます。「LOVE」は、甘い花 と々爽やかなオレンジ
の調和で、恋をしているときのような幸せ感、充
実感を導く香り。アクセントのブラックペッパーが、
積極性、前向きな心を引きだし、周囲と調和する
力、コミュニケーション能力も高めてくれます。

「やる気スイッチ」をON！

仕事や勉強、いざというときの集中力を引きだす
ブレンド。古来「気付け」に用いられてきた天然
のカンフル(樟脳・楠の精油）を、甘いフローラル
系と、優しい柑橘系で調和させた香りで、自然な
「やる気」を引き起こします。堂々巡りで考えてし
まうとき、気分を上げたいときにもおすすめ。

（気付け）

女性の魅力を引きだす

花の甘い香りが女性的な魅力を引きだすブレン
ド。美意識を高めるブラックペッパー、ラズベリー
の香りに、オリエンタルな香り、フランキンセンス
（乳香）を配合。母体を通して繋がれる命の伝
承への気づきが「幸せを感じる力」を向上させ、
女性の聖なるエネルギーを導きだします。

含まれる香気成分含まれる香気成分

＜香気成分＞
スウィートオレンジ／ラベンダー／イランイラン／
ブラックペッパー／ジャスミン／ローズ

＜香気成分＞
カンフル／ラベンダー／スウィートオレンジ／

ローマンカモミール／レモン／グレープフルーツ／
ジャスミン

＜香気成分＞
スウィートオレンジ／フランキンセンス／

ブラックペッパー／イランイラン／ラベンダー／
ローズマリー／ジャスミン／ラズベリー

魅力を引きだす香りのシリーズ

愛用者様の声

お風呂に入る際、バスタブに数滴入
れて使用しています。浴室全体に優
雅な香りが広がり、とてもリラックスしま
す。LOVEの香りに包まれると1日の
疲れが取れてリセットできます。

ＬＯＶＥの香りはからだも心も瞬時に
ゆるみます。フッと無駄な力が抜けて
愛おしい気持ちが湧いてくるんです。
まるで聖なる母性に抱かれているよう
です。

魅力を引きだす「香りのサプリ」魅力を引きだす「香りのサプリ」

ブ レ ン ド ア ロ マ オ イ ル

SLEEP
質の高い眠り
安らかな気分

「SLEEP」は、ラベンダーをベースに、マンダリン
オレンジ、ベルガモットの柑橘と、イランイラン、カ
モマイルの花弁を調和させ、甘い心地よい香り
に仕上げました。緊張をほぐし、眠りに誘う香り
です。リラックスしたい時にもおすすめです。

＜香気成分＞
ラベンダー／マンダリンオレンジ／ベルガモット／

イランイラン／ローマンカモミール

愛用者様の声

VENUSの香りをかぐだけでハッピー
な気持ちになれます。この香りが好き
で愛用していたのですが、いつの間
にか生理の周期が整っていて驚きま
した！

何をしても子どもが授からない時に
VENUSを勧められました。こまめに嗅
いだり、マスクや枕にも。おかげで3ヶ
月たった頃に子どもを授かり今ではマ
タニティーライフを楽しんでいます♡

愛用者様の声

QIZKEは仕事中に使用しています。
気持ちがシャキッとして頭の中が整理
される感じがします。忙しくても気持ち
が乱れず、仕事がスムーズにこなせる
ようになりました。

頭がすっきりして集中力が増すように
思います。アロマオイルがこれほどまで
も自分のコンディションを整えてくれる
とは思いませんでした。今では必需品
です。

愛用者様の声

ベッドに入る際に、SLEEPをティッ
シュに3滴つけて枕元においていま
す。リラックスできて、寝入りがとても良
いです。目覚ましをかけなくても自然に
目が覚めるようになりました。

お風呂上りにSLEEPの香りを嗅いで
布団に入ると自然と深呼吸になり、幸
せな気持ちで眠りにつくことができま
す。おかげでぐっすり眠れています。

私たちの奥深くに潜在する魅力や能力を引きだす、新しい香り「シ
ンアロマ」。HADO（波動）研究家・山梨浩利氏によって調合され
た、新次元のアロマオイルです。本質が動き出すことで、肉体的に
も精神的にも変化がもたらされ、あなた自身も知らなかった本来の
姿へと導かれます。意識の深い部分に働きかける香りで、幸せを
呼び込みましょう。

私たちの奥深くに潜在する魅力や能力を引きだす、新しい香り「シ
ンアロマ」。HADO（波動）研究家・山梨浩利氏によって調合され
た、新次元のアロマオイルです。本質が動き出すことで、肉体的に
も精神的にも変化がもたらされ、あなた自身も知らなかった本来の
姿へと導かれます。意識の深い部分に働きかける香りで、幸せを
呼び込みましょう。

マンダリンオレンジ ベルガモット



Sym Aroma シリーズ

スカイフレッシュは、人には爽やかで心地よく感じ、蚊や虫は嫌が
る天然の香気成分を用いた香りのスプレーです。植物の「害虫
から身を守る成分」が、蚊やハエ、ダニなどを忌避します。肌の
露出している部位にスプレーすると蚊や虫が寄り付きにくくなるう
え、蚊や虫による不快感を和らげる働きもあります。香りは澄み
きった青空のように爽やかで心地よく、スプレーするたびに気持ち
をアップさせてくれます。仕事や勉強の効率アップ、疲れた時や気
分をリフレッシュしたい時にもオススメです。

スカイフレッシュは、人には爽やかで心地よく感じ、蚊や虫は嫌が
る天然の香気成分を用いた香りのスプレーです。植物の「害虫
から身を守る成分」が、蚊やハエ、ダニなどを忌避します。肌の
露出している部位にスプレーすると蚊や虫が寄り付きにくくなるう
え、蚊や虫による不快感を和らげる働きもあります。香りは澄み
きった青空のように爽やかで心地よく、スプレーするたびに気持ち
をアップさせてくれます。仕事や勉強の効率アップ、疲れた時や気
分をリフレッシュしたい時にもオススメです。

2,420円（本体価格2,200円＋税）

SKY FRESH
スカイ 　 　 フレッシ ュ

Refresh 　 Natural Protect＆

毎日の暮らしに元気とワクワクをプラス！

＜ご使用方法＞
使用時には毎回上下に振り、からだから20㎝ほど離しスプレーしてください。首よ
り下の手や足など、衣類から出ている部位に使用してください。
＜成分＞
水、エタノール、ケイ酸Na、グリチルリチン酸2K、ユーカリシトリオドラ油、ティーツ
リー葉油、セイヨウハッカ油、ローズマリー葉油、カンフル
内容量：150mL（約１０００プッシュ）

＜ご使用方法＞
使用時には毎回上下に振り、からだから20㎝ほど離しスプレーしてください。首よ
り下の手や足など、衣類から出ている部位に使用してください。
＜成分＞
水、エタノール、ケイ酸Na、グリチルリチン酸2K、ユーカリシトリオドラ油、ティーツ
リー葉油、セイヨウハッカ油、ローズマリー葉油、カンフル
内容量：150mL（約１０００プッシュ）

含まれる香気成分含まれる香気成分

葉を揉むとレモンのような香りがする
ため「レモンユーカリ」とも呼ばれて
います。昆虫忌避作用の成分であ
るシトロネラールを多く含みます。

ユーカリシトリオドラ油
非常に強い生命力を持つ植物。古
くからオーストラリアの原住民は、殺
菌作用を利用するために生活に取
り入れていました。肌荒れを防ぐ作
用も◎

ティーツリー葉油

ペパーミントとも呼ばれているお馴
染みの香り。メントールを多く含んで
いて、爽やかな清涼感を与えてくれ
ます。気分をリフレッシュさせ、集中
力アップも♪

セイヨウハッカ油

ローズマリーはラテン語で「海のし
ずく」という意味。古くから虫よけに
使われてきた樟脳に似ているすっき
りした草木のような香りです。

ローズマリー葉油

カンフルはクスノキとして知られてい
ます。衣服などの防虫剤として利用
されてきました。スーッとした心地よ
い香りが清涼感を与えてくれます。

カンフル＜樟脳・楠＞

＜使用上の注意＞　●本品は食品ではありません。　●マッサージ用ではありませんので、お肌に直接つ
けることはお控えください。　●妊娠中は体がデリケートになっていますので、ご使用の際は専門医にご相
談ください。　●使用中に何らかの異常が生じたら、すぐにご使用をおやめください。　●オイルがこぼれた
ら、ティッシュなどで拭き取り、衣類は洗ってください。　●ペットは人間よりも香りに敏感です。ペットのいる
環境では、香りの影響をお調べの上、ご使用ください。　●アルコールを使用していますので、火気には十
分ご注意ください。　●天然成分を使用しているため、若干香りに差が生じることがありますが、品質には
問題ありません。　●容器から出したアロマオイルは容器に戻さないでください。

＜保管について＞　●ご使用後は必ずキャップをよく締め、立てた状態で保管してください。　●直射
日光の当たる場所、高温多湿の場所には保管しないでください。●乳幼児の手の届かないところに保
管してください。　
＜トラブルが生じたら＞　●目や口に入った場合は、たくさんの水で洗い流してください。●成分のア
ルコールに引火した場合、毛布や消火器で空気を遮断して消火してください。　●使用中に何らかの
異常が生じたら、すぐにご使用をおやめください。

ティッシュペーパーに
落として手もとに。

アロマオイル用の
アクセサリーで
身に着けて。

お湯を入れた
カップやボールに
滴下して、
水蒸気とともに。
※誤って飲まないよう
　ご注意ください。

お風呂に
数滴入れて
入浴すると、
積極的な
リラックスタイムに。

身の回りにいつも「なりたい自分」を引きだす香りを

　五感のうち、視覚・ 聴覚・触覚・味覚の情報は分析処理・思考・判断を経
るのに対し、嗅覚だけはそれを経ず、感情や行動、記憶を司る「生命体としての
本能的な回路」に入ります。また他の感覚のアンテナが数個であるのに対し、
嗅覚のそれは1000種類以上。味覚のように甘い・苦いなどの簡単な言葉で
は、とても表すに足りません。人の経験・体験の記憶や感性によって同じ香り
で受け取り方が変わるのも、香りの特徴です。 
　古代・ギリシアの哲学者アリストテレスは、人間の理性と感覚を論じた「共
感覚論」の中で、「良いと感じる香りは体に良く、クサいと感じるにおいは体に
悪い」と論じています。実際、香りそのものや、それによって生まれる清 し々い、
心地よいという気持ち、気分がホルモンの分泌を促すことも知られています。 

　たとえば興味・好奇心などは、疲労回復効果のあるコルチコトロピンという
ホルモン生成を促し、「好きなことは疲れない」という現象を起こしますが、香り
によってもこのような作用が起こります。ラベンダーなどのフローラルな香りに
疲労回復、リラックス効果があるのは、脳内ホルモンとの関係によるものです。
また、オリエンタル調の香りには覚醒作用があり、満足感、快楽を与えるホルモ
ンの分泌を促します。 このように、自然の持つ香りの力をうまく借りることができ
れば、私たちは「なりたい意識状態」を作ることができるのです。
　『シンアロマ』で、本来の魅力に溢れる人が増え、世界が明るく照らされてい
くことを願っています。

シンアロマシリーズ開発者　山梨 浩利 

開発者からのメッセージ開発者からのメッセージ本能にダイレクトに働き、意識を変える「香り」の情報

ドロッパーから落ちる1滴は約0.05mlです。お好みやシーンに合わせて量を調整してください。

甘草（カンゾウ）から抽出して得られ
るグリチルリチンのカリウム塩。炎症
を抑える働きがあり、古くから用いら
れています。虫による不快感にも◎

グリチルリチン酸2K
＜甘草＞

珪素は人体のあらゆる組織、臓器
を構成する鉱物（ミネラル）。抗酸化
作用を持ち、波動性も良く、生体共
鳴が高い。お肌を健やかにたもつ
サポートも♪

ケイ酸Na
＜水溶性珪素＞

〒112-0015 東京都文京区目白台2丁目9-7-503
株式会社 カムナ・プランニング

TEL：03-3942-8633   FAX：03-6733-8856
http://kamuna-p.jp   info@kamuna-p.jp

ご注文・お問合わせは
発
売
元

サイズ：直径34×高さ11（mm）
重さ：約13g  価格：880円（税込）

アロマオイルを染み込ませて香り
を楽しむ、金平糖のような形のセ
ラミック粒です。抗酸化作用の高
い素材を用いているため、アロマ
オイルが酸化しにくく、香りが長
持ちします。蓋つきのため、アロマ
オイルやセラミックが変質しにく
いのも特長です。

Sy m  A ro m a
 C e r a m i c  
シンアロマセラミック

アロマランプや
ディフューザーで
お部屋に。
※ご使用は、機器の
　説明書きに従ってください。

ハンカチやハンド
タオルに落として。
使うたびに香りが
あなたを
サポートします。
※シミになる場合があります。
　目立たない場所で
　お試しの上、お使いください。

トイレット
ペーパーの側面に
つけておくと、
ほのかに香ります。 オススメ


