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風に、生活に“香り”を取り入れてみませんか？

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

アロマディフューザー・・・

アロマランプ・・・

アロマキャンドル・・・

むもの

アロマスプレー・・・

とひとふきしたり、体の一部にちょっとつけた

アイピロー・・・

サシェ・ポプリ・・・

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

らない、火気のそばで使わない、等など）

精油を

ティッシュペーパーに

ケツの水に

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

い！

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

景１００選

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。
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ティッシュペーパーに

ケツの水に

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

 

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

景１００選

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。
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◆次回は、

発行です。

どうぞお楽しみに！

うさぎのアイピロー

我が家の太陽光

       守谷市

 

住まいを愉しむ住まいを愉しむ住まいを愉しむ住まいを愉しむ

アロマテラピー

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

風に、生活に“香り”を取り入れてみませんか？

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

アロマディフューザー・・・

アロマランプ・・・

アロマキャンドル・・・

 

アロマスプレー・・・

とひとふきしたり、体の一部にちょっとつけた

アイピロー・・・

サシェ・ポプリ・・・

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

らない、火気のそばで使わない、等など）

ハウスキーピングに

ティッシュペーパーに

ケツの水に

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

景１００選」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。
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◆次回は、

発行です。

どうぞお楽しみに！

うさぎのアイピロー

我が家の太陽光

守谷市

住まいを愉しむ住まいを愉しむ住まいを愉しむ住まいを愉しむ

アロマテラピー

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

風に、生活に“香り”を取り入れてみませんか？

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

アロマディフューザー・・・

アロマランプ・・・

アロマキャンドル・・・

アロマスプレー・・・

とひとふきしたり、体の一部にちょっとつけた

アイピロー・・・

サシェ・ポプリ・・・

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

らない、火気のそばで使わない、等など）

ハウスキーピングに

ティッシュペーパーに

ケツの水に 1 滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。
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浮いたお金で・・・♪

は更に忙し
以前展示会
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◆次回は、9/1

発行です。

どうぞお楽しみに！

うさぎのアイピロー

我が家の太陽光

守谷市_オール電化住宅

住まいを愉しむ住まいを愉しむ住まいを愉しむ住まいを愉しむ

アロマテラピー

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

風に、生活に“香り”を取り入れてみませんか？

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

アロマディフューザー・・・

アロマランプ・・・

アロマキャンドル・・・

アロマスプレー・・・

とひとふきしたり、体の一部にちょっとつけた

アイピロー・・・香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

サシェ・ポプリ・・・

の中に入れて消臭芳香に使うもの

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

らない、火気のそばで使わない、等など）

ハウスキーピングに

ティッシュペーパーに

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。
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以前展示会
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とっても美味
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発行です。 

どうぞお楽しみに！

うさぎのアイピロー

我が家の太陽光

オール電化住宅

住まいを愉しむ住まいを愉しむ住まいを愉しむ住まいを愉しむ    

アロマテラピー

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

風に、生活に“香り”を取り入れてみませんか？

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

アロマディフューザー・・・

アロマランプ・・・電球の熱で精油を温めて香りを拡散させるもの

アロマキャンドル・・・

アロマスプレー・・・

とひとふきしたり、体の一部にちょっとつけた

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

サシェ・ポプリ・・・

の中に入れて消臭芳香に使うもの

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

らない、火気のそばで使わない、等など）

ハウスキーピングに

ティッシュペーパーに

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

平成

 

１７，６６６

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

一緒に楽しめる花火大会もいいですね～♪

たお金で・・・♪

く、外食
以前展示会

「ヴィノシティ・マ
ワインに合う料理が

美味♪

０（木
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アロマテラピー

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

風に、生活に“香り”を取り入れてみませんか？

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

アロマディフューザー・・・

電球の熱で精油を温めて香りを拡散させるもの

アロマキャンドル・・・精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

アロマスプレー・・・精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

とひとふきしたり、体の一部にちょっとつけた

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

サシェ・ポプリ・・・精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

の中に入れて消臭芳香に使うもの

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

らない、火気のそばで使わない、等など）

ハウスキーピングに

ティッシュペーパーに 1

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

平成

－

１７，６６６

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

一緒に楽しめる花火大会もいいですね～♪

たお金で・・・♪

く、外食
以前展示会帰りに寄っ

「ヴィノシティ・マ
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 Vol

アロマテラピー 

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

風に、生活に“香り”を取り入れてみませんか？

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

アロマディフューザー・・・

電球の熱で精油を温めて香りを拡散させるもの

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

とひとふきしたり、体の一部にちょっとつけた

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

の中に入れて消臭芳香に使うもの

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

らない、火気のそばで使わない、等など）

ハウスキーピングに取り入

1 滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

平成 22
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１７，６６６

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

一緒に楽しめる花火大会もいいですね～♪

たお金で・・・♪

く、外食もでき
帰りに寄っ

「ヴィノシティ・マ
に合う料理が

是非!!
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 入門

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

風に、生活に“香り”を取り入れてみませんか？

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

アロマディフューザー・・・電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの

電球の熱で精油を温めて香りを拡散させるもの

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

とひとふきしたり、体の一部にちょっとつけた

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

の中に入れて消臭芳香に使うもの

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

らない、火気のそばで使わない、等など）

取り入

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

22 年

8,928

8,928

１７，６６６

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

一緒に楽しめる花火大会もいいですね～♪

たお金で・・・♪ 

でき
帰りに寄っ

「ヴィノシティ・マ
に合う料理が
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発行

●本店：茨城県つくばみらい市絹の台

Tel：

●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内

●守谷体感ハウス：守谷市薬師台

発電

オール電化住宅（セレクトホーム社長宅）

3 

入門編

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

風に、生活に“香り”を取り入れてみませんか？

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの

電球の熱で精油を温めて香りを拡散させるもの

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

とひとふきしたり、体の一部にちょっとつけた

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

の中に入れて消臭芳香に使うもの

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

らない、火気のそばで使わない、等など）

取り入れる方法

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

年 7

0

8,928

8,928

１７，６６６

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

一緒に楽しめる花火大会もいいですね～♪

発行 株式会社

●本店：茨城県つくばみらい市絹の台

：0297

●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内

●守谷体感ハウス：守谷市薬師台

フォアグラ
♪こ
くて
なで

発電と電気代情報

（セレクトホーム社長宅）

編 

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

風に、生活に“香り”を取り入れてみませんか？

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの

電球の熱で精油を温めて香りを拡散させるもの

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

とひとふきしたり、体の一部にちょっとつけた

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

の中に入れて消臭芳香に使うもの

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

らない、火気のそばで使わない、等など）

れる方法

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

7 月

0 円

8,928 円

8,928 円

１７，６６６円 

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

一緒に楽しめる花火大会もいいですね～♪

株式会社

●本店：茨城県つくばみらい市絹の台

0297-

●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内

●守谷体感ハウス：守谷市薬師台

フォアグラ
こー

くて¥1500
でシェアしてね

と電気代情報

（セレクトホーム社長宅）

 

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

風に、生活に“香り”を取り入れてみませんか？

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの

電球の熱で精油を温めて香りを拡散させるもの

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

とひとふきしたり、体の一部にちょっとつけた

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

の中に入れて消臭芳香に使うもの

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

らない、火気のそばで使わない、等など）

れる方法

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

月 

円 

円 

円 

 お得になっています！

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

一緒に楽しめる花火大会もいいですね～♪

http://www.select

株式会社

●本店：茨城県つくばみらい市絹の台

-34

●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内

●守谷体感ハウス：守谷市薬師台

フォアグラのソテー
ーんなに大き
¥1500
シェアしてね

と電気代情報

（セレクトホーム社長宅）

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

風に、生活に“香り”を取り入れてみませんか？

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの

電球の熱で精油を温めて香りを拡散させるもの

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

とひとふきしたり、体の一部にちょっとつけた

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

の中に入れて消臭芳香に使うもの

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

らない、火気のそばで使わない、等など） 

れる方法をちょっとご紹介。掃除機のごみパックに

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

平成

お得になっています！

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

一緒に楽しめる花火大会もいいですね～♪

http://www.select

株式会社 セレクトホーム

●本店：茨城県つくばみらい市絹の台

34-0010

●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内

●守谷体感ハウス：守谷市薬師台

のソテー
んなに大き

¥1500！みん
シェアしてね

と電気代情報

（セレクトホーム社長宅）

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

風に、生活に“香り”を取り入れてみませんか？

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの

電球の熱で精油を温めて香りを拡散させるもの

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

とひとふきしたり、体の一部にちょっとつけたりして楽しむスプレー

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

の中に入れて消臭芳香に使うもの

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

をちょっとご紹介。掃除機のごみパックに

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

平成

＋

お得になっています！

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

一緒に楽しめる花火大会もいいですね～♪

http://www.select

セレクトホーム

●本店：茨城県つくばみらい市絹の台

0010

●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内

●守谷体感ハウス：守谷市薬師台

のソテー
んなに大き

！みん
シェアしてね♪

と電気代情報

（セレクトホーム社長宅）

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

風に、生活に“香り”を取り入れてみませんか？ 

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの

電球の熱で精油を温めて香りを拡散させるもの

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

りして楽しむスプレー

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

の中に入れて消臭芳香に使うもの 

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

をちょっとご紹介。掃除機のごみパックに

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

平成 27

15,648

6,910

＋8,738

お得になっています！

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

一緒に楽しめる花火大会もいいですね～♪

http://www.select

セレクトホーム

●本店：茨城県つくばみらい市絹の台

0010  

●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内

●守谷体感ハウス：守谷市薬師台

のソテー
んなに大き

！みん
♪ 

と電気代情報        

（セレクトホーム社長宅）

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの

電球の熱で精油を温めて香りを拡散させるもの

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

りして楽しむスプレー

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

 

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

をちょっとご紹介。掃除機のごみパックに

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

27 年

15,648

6,910

8,738

お得になっています！

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

一緒に楽しめる花火大会もいいですね～♪

http://www.select

セレクトホーム

●本店：茨城県つくばみらい市絹の台

  Fax

●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内

●守谷体感ハウス：守谷市薬師台

        

（セレクトホーム社長宅） 

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの

電球の熱で精油を温めて香りを拡散させるもの

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

りして楽しむスプレー

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

をちょっとご紹介。掃除機のごみパックに

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

年 7

15,648

6,910

8,738

お得になっています！

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

一緒に楽しめる花火大会もいいですね～♪

http://www.select

セレクトホーム  

●本店：茨城県つくばみらい市絹の台

Fax：0297

●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内

●守谷体感ハウス：守谷市薬師台

        

 

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの

電球の熱で精油を温めて香りを拡散させるもの

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

りして楽しむスプレー

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

をちょっとご紹介。掃除機のごみパックに

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

7 月

15,648 円

6,910 円

8,738 円

お得になっています！

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

一緒に楽しめる花火大会もいいですね～♪

http://www.select

  ミーヨ＆ボス＆くまこ＆とぴこ

●本店：茨城県つくばみらい市絹の台

0297

●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内

●守谷体感ハウス：守谷市薬師台 6

        

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの

電球の熱で精油を温めて香りを拡散させるもの

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

りして楽しむスプレー

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

をちょっとご紹介。掃除機のごみパックに

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

月 

円 

円 

円 

お得になっています！ 

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

一緒に楽しめる花火大会もいいですね～♪ 

http://www.select

ミーヨ＆ボス＆くまこ＆とぴこ

●本店：茨城県つくばみらい市絹の台

0297-34

●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内

6-2

        

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの

電球の熱で精油を温めて香りを拡散させるもの 

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

りして楽しむスプレー

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

をちょっとご紹介。掃除機のごみパックに

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、
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●本店：茨城県つくばみらい市絹の台 2-18
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●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内

2-8

        ～建築中

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの

 

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

りして楽しむスプレー 

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

をちょっとご紹介。掃除機のごみパックに

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

牛久市南

つくば市

諏訪

牛久市さくら台

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

http://www.select

ミーヨ＆ボス＆くまこ＆とぴこ
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-0012

●城ノ内体感宿泊ハウス：龍ヶ崎市城ノ内 5-

8（予約制で内覧可能です！）

～建築中

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

をちょっとご紹介。掃除機のごみパックに

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

牛久市南

つくば市

諏訪・・・

牛久市さくら台

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

http://www.select

ミーヨ＆ボス＆くまこ＆とぴこ
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-26-

（予約制で内覧可能です！）

～建築中

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

をちょっとご紹介。掃除機のごみパックに

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。

牛久市南

つくば市 

・・・④

牛久市さくら台

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

http://www.select
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（谷和原インターすぐそば）
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-1（

（予約制で内覧可能です！）

～建築中現場

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。

電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

をちょっとご紹介。掃除機のごみパックに

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

」というものを選定しているのですが、その中に実は“茨城県水戸市の偕楽

園の梅林“も選ばれているんですよ～。意外にも身近なアロマスポットですね。 

牛久市南・・・①

 

④ 

牛久市さくら台

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

http://www.select-

ミーヨ＆ボス＆くまこ＆とぴこ

（谷和原インターすぐそば）

E-mail

（毎週

（予約制で内覧可能です！）

現場

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

くのショップで多様な商品が販売されています。いくつか例をご紹介しましょう。 

電気式やスティック式があり、香りを拡散させるもの 

精油の含まれたロウソクに火をともし香りと雰囲気を楽し

精油を無水エタノール等の溶剤で薄めて液をお部屋にシュッ

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

をちょっとご紹介。掃除機のごみパックに

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

の偕楽

 

・① 

 

牛久市さくら台・・・⑩

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

-home.co.jp/

ミーヨ＆ボス＆くまこ＆とぴこ

（谷和原インターすぐそば）

mail：

毎週 

（予約制で内覧可能です！）

現場の進捗状況～

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

最近では、アロマという言葉も広く知られるようになり、香りを楽しむアイテムも数多

香りのついた中身が入った布袋を目の上にのせてリラックスするもの 

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

植物の花や葉のみならず、果皮、樹皮、根、種子、樹脂などから

も抽出され、その植物によって特有の香りと機能をもっています。有効成分を高濃度に

含む揮発性の芳香物質なので、取扱いには十分な注意が必要でもあります（肌に直接塗

をちょっとご紹介。掃除機のごみパックに 1 滴たらしたり、

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

の偕楽

 

・・・⑩

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

home.co.jp/

ミーヨ＆ボス＆くまこ＆とぴこ

（谷和原インターすぐそば）

： select1@select

 月・金・土

（予約制で内覧可能です！）

ディフューザー

の進捗状況～

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

 

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

是非、お好みにあったもので、手軽に香りを楽しんでみてくださいね！ 

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

滴たらしたり、

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「

・・・⑩ 

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

home.co.jp/

ミーヨ＆ボス＆くまこ＆とぴこ

（谷和原インターすぐそば）

select1@select

月・金・土

（予約制で内覧可能です！）

ディフューザー

の進捗状況～

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

滴たらしたり、

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

ちなみに、日本においてアロマテラピー検定を主催する、社団法人日本アロマ環境協会では、「かおり風

 

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

home.co.jp/

 

（谷和原インターすぐそば）

select1@select

月・金・土 

（予約制で内覧可能です！）

ディフューザー

の進捗状況～

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

滴たらしたり、

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

かおり風

つくば市赤塚

守谷市

百合ヶ丘

石岡市若松

つくば市

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

home.co.jp/

（谷和原インターすぐそば）

select1@select

 絶賛公開中！

（予約制で内覧可能です！） 

ディフューザー

の進捗状況～

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

滴たらしたり、

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

かおり風

つくば市赤塚

守谷市

百合ヶ丘

石岡市若松

つくば市

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

home.co.jp/

（谷和原インターすぐそば） 

select1@select

絶賛公開中！

 

ディフューザー 

の進捗状況～ 

玄関先にほんのり上品な香りを漂わせご自宅の印象をアップ。集中して仕事に取り組みたい

時、爽快な香りでリフレッシュ。眠る前のひととき、ラベンダーの香りで癒される。そんな

精油で香りづけしたハーブなどを入れた、いわゆる匂い袋。クローゼットや靴箱

さて、香りを出す香料には、自然香料と化学合成香料とがあります。どちらもお好き

な香りを楽しむことができますが、原料が異なります。そして、“アロマテラピー”

で用いられるものは、自然香料である精油（エッセンシャルオイル）です。精油は、

滴たらしたり、

滴つけて吸い込ませると、排気が爽やかに。また、ぞうきんがけをする時にバ

滴たらして混ぜるなんてことも出来るんです。忙しい家事も香りで心地よくできるといい

ですね。リフレッシュ、リラクゼーション、健康増進と、上手にアロマテラピーを活用してみてくださ

かおり風

つくば市赤塚

守谷市 

百合ヶ丘・・・

石岡市若松

つくば市上横場

夏休み真っ盛り。最近の私の課題…、無料のお遊びスポット探しです、ハハハ。娘

もだんだん大きくなってきて、有り余る体力をどうやって発散させようかと考えて

しまいます。もう多くのレジャースポットでお金がかかるようになるのです（苦笑）

毎日の様に有料スポットに行くわけにもいかず、残りの夏休みをいかに楽しくお得

に過ごすか。母、はりきって情報収集中！ちょっと頑張って夜にお出かけできれば、

home.co.jp/

 

select1@select-home.co.jp

絶賛公開中！

   

つくば市赤塚

 

・・・⑥

石岡市若松・・・

上横場

・・・

☆☆

home.co.jp/

home.co.jp

絶賛公開中！

 

つくば市赤塚・・・③

⑥ 

・・・地盤改良

上横場 

・・・地盤調査

☆☆ 

夏のさっぱり副菜

もやしときゅうりのナムル

＜材料＞

●もやし・・・

●きゅうり・・・

●ごま油・・・

●めんつゆ

●お酢

●みりん

 

＜手順＞

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

 

注）もやしの水分はしっかり切

 

お好みで、たれに豆板醤を少し

加えるとピリ辛でお酒のおつ

まみに良いですよ！！

 

 

home.co.jp/ 

home.co.jp

絶賛公開中！） 

・・・③ 

 

地盤改良

 

地盤調査

 おてがる

夏のさっぱり副菜

もやしときゅうりのナムル

＜材料＞

●もやし・・・

●きゅうり・・・

●ごま油・・・

●めんつゆ

●お酢・・・大さじ１

●みりん

＜手順＞

 きゅうりを千切りにする

 ボールに、ごま油・めんつ

ゆ・お酢・みりんを入れて

混ぜ、たれを作る

 もやしをたっぷりのお湯

でさっと茹でる

 茹でたもやしの水分を切

り、②に入れ

 きゅうりも加えて混ぜ合

わせる

 冷蔵庫で冷やして出来上

がり！

注）もやしの水分はしっかり切

りましょう！

お好みで、たれに豆板醤を少し

加えるとピリ辛でお酒のおつ

まみに良いですよ！！

home.co.jp 

 

 

地盤改良

地盤調査

おてがる

夏のさっぱり副菜

もやしときゅうりのナムル

＜材料＞ 

●もやし・・・

●きゅうり・・・

●ごま油・・・

●めんつゆ

・・・大さじ１

●みりん・・・大さじ１

＜手順＞ 

きゅうりを千切りにする

ボールに、ごま油・めんつ

ゆ・お酢・みりんを入れて

混ぜ、たれを作る

もやしをたっぷりのお湯

でさっと茹でる

茹でたもやしの水分を切

り、②に入れ

きゅうりも加えて混ぜ合

わせる

冷蔵庫で冷やして出来上

がり！

注）もやしの水分はしっかり切

りましょう！

お好みで、たれに豆板醤を少し

加えるとピリ辛でお酒のおつ

まみに良いですよ！！

 

地盤改良 

地盤調査 

おてがる cooking

夏のさっぱり副菜

おつまみにも！

もやしときゅうりのナムル

 

●もやし・・・

●きゅうり・・・

●ごま油・・・

●めんつゆ・・・大さじ２

・・・大さじ１

・・・大さじ１

 

きゅうりを千切りにする

ボールに、ごま油・めんつ

ゆ・お酢・みりんを入れて

混ぜ、たれを作る

もやしをたっぷりのお湯

でさっと茹でる

茹でたもやしの水分を切

り、②に入れ

きゅうりも加えて混ぜ合

わせる 

冷蔵庫で冷やして出来上

がり！ 

注）もやしの水分はしっかり切

りましょう！

お好みで、たれに豆板醤を少し

加えるとピリ辛でお酒のおつ

まみに良いですよ！！

工程

①地鎮祭

②基礎工事

③上棟

④木工事

⑤設備工事

⑥外壁工事

⑦建具取付

⑧ｸﾛｽ工事

⑨ﾀｲﾙ工事

⑩完成

 

cooking

夏のさっぱり副菜

おつまみにも！

もやしときゅうりのナムル

●もやし・・・１袋

●きゅうり・・・

●ごま油・・・小さじ２

・・・大さじ２

・・・大さじ１

・・・大さじ１

きゅうりを千切りにする

ボールに、ごま油・めんつ

ゆ・お酢・みりんを入れて

混ぜ、たれを作る

もやしをたっぷりのお湯

でさっと茹でる

茹でたもやしの水分を切

り、②に入れ

きゅうりも加えて混ぜ合

 

冷蔵庫で冷やして出来上

 

注）もやしの水分はしっかり切

りましょう！

お好みで、たれに豆板醤を少し

加えるとピリ辛でお酒のおつ

まみに良いですよ！！

工程

①地鎮祭

②基礎工事

③上棟

④木工事

⑤設備工事

⑥外壁工事

⑦建具取付

⑧ｸﾛｽ工事

⑨ﾀｲﾙ工事

⑩完成

cooking

夏のさっぱり副菜 

おつまみにも！

もやしときゅうりのナムル

１袋 

●きゅうり・・・１本

小さじ２

・・・大さじ２

・・・大さじ１

・・・大さじ１

きゅうりを千切りにする

ボールに、ごま油・めんつ

ゆ・お酢・みりんを入れて

混ぜ、たれを作る

もやしをたっぷりのお湯

でさっと茹でる 

茹でたもやしの水分を切

り、②に入れる 

きゅうりも加えて混ぜ合

冷蔵庫で冷やして出来上

注）もやしの水分はしっかり切

りましょう！ 

お好みで、たれに豆板醤を少し

加えるとピリ辛でお酒のおつ

まみに良いですよ！！

工程段階

①地鎮祭

②基礎工事

③上棟 

④木工事

⑤設備工事

⑥外壁工事

⑦建具取付

⑧ｸﾛｽ工事

⑨ﾀｲﾙ工事

⑩完成 

cooking ☆☆

おつまみにも！

もやしときゅうりのナムル

 

１本 

小さじ２

・・・大さじ２

・・・大さじ１ 

・・・大さじ１

きゅうりを千切りにする

ボールに、ごま油・めんつ

ゆ・お酢・みりんを入れて

混ぜ、たれを作る 

もやしをたっぷりのお湯

 

茹でたもやしの水分を切

 

きゅうりも加えて混ぜ合

冷蔵庫で冷やして出来上

注）もやしの水分はしっかり切

お好みで、たれに豆板醤を少し

加えるとピリ辛でお酒のおつ

まみに良いですよ！！ 

段階 

①地鎮祭 

②基礎工事

 

④木工事 

⑤設備工事

⑥外壁工事

⑦建具取付

⑧ｸﾛｽ工事 

⑨ﾀｲﾙ工事 

 

☆☆

おつまみにも！

もやしときゅうりのナムル

 

小さじ２ 

・・・大さじ２

 

・・・大さじ１ 

きゅうりを千切りにする

ボールに、ごま油・めんつ

ゆ・お酢・みりんを入れて

 

もやしをたっぷりのお湯

茹でたもやしの水分を切

きゅうりも加えて混ぜ合

冷蔵庫で冷やして出来上

注）もやしの水分はしっかり切

お好みで、たれに豆板醤を少し

加えるとピリ辛でお酒のおつ

 

 

 

②基礎工事 

 

⑤設備工事 

⑥外壁工事 

⑦建具取付 

 

 

 

 

 

☆☆ 

おつまみにも！ 

もやしときゅうりのナムル 

 

・・・大さじ２ 

 

きゅうりを千切りにする 

ボールに、ごま油・めんつ

ゆ・お酢・みりんを入れて

もやしをたっぷりのお湯

茹でたもやしの水分を切

きゅうりも加えて混ぜ合

冷蔵庫で冷やして出来上

注）もやしの水分はしっかり切

お好みで、たれに豆板醤を少し

加えるとピリ辛でお酒のおつ

 

 

 

 

ボールに、ごま油・めんつ

ゆ・お酢・みりんを入れて

もやしをたっぷりのお湯

茹でたもやしの水分を切

きゅうりも加えて混ぜ合

冷蔵庫で冷やして出来上

注）もやしの水分はしっかり切 

お好みで、たれに豆板醤を少し

加えるとピリ辛でお酒のおつ


