
Ｈｉｎａ 月の女神 
       ＴＥＬ／ＦＡＸ：０１１－３７７－７３１０ 

             （受付 ９：００～１８：００まで） 

 

日時 各種セラピー、アロマ講座・アロマ教室等も行っておりますの

で、留守番電話の場合もございます。電話、ＦＡＸ、ホームページの「お

問い合わせのメール」でお問い合わせ、申し込み下さい。 

平日 １０：００～１８：００ 土曜 １０：００～１８：００  

不定休 祝日・日曜日です。 
祝日・日曜日でも空いている日もありますので、平日都合がつかない方は、

お問い合わせくださいね。 
住所 北広島市大曲中央 （自宅サロンで行います） 

札幌市里塚の南隣、国道３６号線沿い、 

三井アウトレットパーク札幌北広島の近くです。 

（セラピーを受ける方にはご案内、または地図を送ります。）

お車の方は、高速道路北広島インターの近くです。 

バスの方は、福住駅バスターミナル８番乗り場のバスは全部乗れま

す。 

下車 バス停：大曲 

中央バス福住バスターミナル  → 千歳行き（急行または普通） 

中央バス 97 番福住バスターミナル発→里塚中央経由柏葉台団地行き 

中央バス 96 番札幌駅（東急デパート南側口バス停）発  →  

      福住駅からも乗車できます。桂台団地経由柏葉台団地行

き 

中央バス69番大谷地バスターミナル発→桂台団地経由柏葉台団地行き

中央バス千歳方面よりのバス（急行、普通） 

 

下車 バス停：大曲中央３丁目 

中央バス 113 番札幌駅（東急ﾃﾞﾊﾟｰﾄ）南側口バス停発→大曲光４丁目

行き  福住駅からも乗車できます。 

中央バス福住バスターミナル発  → 北広島線（道都大学経由 

                    輪厚経由は大曲下車で

す） 

中央バスまたはＪＲバス 110 番 

        新札幌バスターミナル発   → 柏葉台団地行き 

 

大曲下車の場合：徒歩 7分  大曲中央 3丁目下車： 徒歩 1分 

バスは 1時間に 1,2 本のものもありますので時間の確認をお願いしま

す。 

 

ホームページ「アロマテラピースクール イン ノース」

「Hina 月の女神」 

http://www3.plala.or.jp/jnorth/  

 
公益社団法人日本アロマ環境協会認定 

インストラクター、アロマセラピスト  

ロンドン・スクール・オブ・アロマテラピー・ジャパン  

サトル・アロマテラピー・プラクティショナー    増田 順子
アロマトリートメントは香りのカウンセリング、フットバス、ハーブティー等の

サービスがつくセッションがあります。そのためセッション全体のお時間は、表

示の時間より長くなりますので、時間に余裕をもってご予約ください。  

 

Hina 月の女神 

 

ヒナとはハワイで 

『月と癒しの女神』のことです 

日常生活のあわただしさから離れ  

Hina でやさしい香りに包まれ  

自分の体や心を 

いたわる大切な時間  

自分を癒し心の重さをおろし 

虹色に輝く時  

本当の自分に出会えるかもしれない 

Ｈｉｎａ 月の女神 Menu 

★サトルアロマテラピー             100 分    8,000 円 

★メノーラ・シークエンス              70 分    6,000 円 
サトルアロマテラピーやメノーラ・シークエンスは、チャクラに使用した精油で作るア

ロマスプレー30ml がつきます。ご希望の方にあなたを植物として視た絵と魂の絵を

プレゼント！ 

★遠隔チャクラヒーリング         一回 80 分 （通常 7,000 円） 

◆モニター遠隔チャクラヒーリング募集中 

9 月から 12 月まで        一回 80 分      5,000 円 

 

サトルアロマテラピー、遠隔チャクラヒーリングをして、 

 ストレスケア・リラックスしたい  悩み・問題を考えたい 

 創造性をのばしたい  愛に関係すること 

 子供の頃からいつもそうなる  思考をはっきりしたい 

 個人的な成長や自分の課題を見つめるため 

 内側の自分を知り外側の自分を変えるなどにとても効果的です。 

 

★チャネリング         ９０分 10,000 円＋ １０分延長 １，０００円 

◆遠隔チャネリング 一回 ９０分 10,000 円 相談したい事等

を先にメールでお伝え下さい。私の守護霊様とチャネりングをして悩みを

紐解きメッセージをお伝えします。返信でお答えします。（遠隔 1 回のみ） 

★アロマトリートメント（ボディコース） お顔を除く全身オイルトリートメ

ントです。（足浴付き）あなたにぴったりな精油の香りをブレンド（香りを数種類混ぜま

す）し、植物油もブレンドします。             70 分    7,000 円 

★アロマトリートメント＆チャクラを活性化   80 分    8,000 円 

アロマトリートメントの後に、チャクラを活性化します。 

★癒しの香りセラピー               40 分     1,500 円 

あなたにぴったりな香りをブレンド（香りを数種類混る）します。 

ルームスプレー、香水、香油=植物油に精油を加えます。一種類作成 

 

★光の言葉セラピー         

◆ベーシック・光の言葉セラピー     ４０分    4,000 円                      

◆光の言葉セラピー            １時間    7,000 円  
★インナーチャイルドセラピー+光の言葉セラピー    

            2 時間  10,000 円 

★前世療法+光の言葉セラピー        2 時間  10,000 円 
※トリートメント、セラピーは医療行為ではありません。 
 精神病や強い薬を飲まれている方はお断りします。 
 ご本人の承諾無しのセラピーはお受け出来ません。 



 

 

★遠隔チャクラヒーリング募集中 9 月から 12 月まで 

 
◆遠隔チャクラヒーリングのセッションの流れのご案内、

お客様データ質問用紙をメールで送ります。 
・オーラの浄化 ・チャクラの診断。 
*遠隔ヒーリング 石と精油と宇宙のエネルギーで、チャク

ラを浄化し色を整え癒します。 ・オーラの浄化 
 

★セッション後、お客様への添付ファイル 

１．人形チャクラクライアントデータ：お客様の施術前や施

術後の人体の絵に書いたチャクラのプリント 

２．チャクラヒーリング クライアントデータ： 得意なチャク

ラ、不調や不得意なチャクラ、チャクラからのメッセージ、ハ

イヤーセルフや増田の守護霊様からのメッセージや画像

があれば記入のプリント 

３．チャクラの説明プリント：第１から第７チャクラの位置、

色、テーマ、バランスが崩れるどうなるのか等の説明のプ

リントです。 

４．あなたの植物としての絵と魂の絵 

５．使用した石と精油の写真  ６．アンケート用紙 

１．人形チャクラクライアントデータのご自分のチャクラの

様子を見ながら、３．チャクラの説明プリントのチャクラの説

明を見て、ご自分の内側や考え方などの傾向を知りましょ

う。 

２．チャクラヒーリング クライアントデータ を読んで、  ご

自分の得意な事や不調などを知って、  チャクラからのメ

ッセージ（潜在的な気持ちや本当の気持ち）や、 

 ハイヤーセルフ（高次のご自分）や増田の守護霊様か

らのメッセージを考えてみましょう。 

 

1 回、施術後のお客様の状態やの質問やお話をメールで

送って下さい。私、ハイヤ―セルフ、増田の守護霊様から

のメッセージを返信します。（遠隔 1 回のみ）     

郵送も対応します。 

★サトルアロマテラピーとは 

サトルアロマテラピーとは何でしょうか？ 

サトルアロマテラピーとは精油を（植物の木、花、葉などから抽

出されたもの）をノンフィジカル（非身体的）に使うことです。精

油を私達のサトルボディ、心、魂に作用させることです。これ

は、精油の物質としての特性を利用するのではなく、その微細

なエネルギー波動の特性を利用します。 

サトルアロマテラピーとは、精油のサトルエネルギーの波動を

使って、人のサトルボディあるいはエネルギー体に影響をあた

え、物理的な体をヒーリングする（癒す）ということです。サトル

アロマテラピーは、波動によるヒーリングのひとつです。 

宇宙では太陽や星が脈動し、月は地球の周りを回っています。

私達の原子の動きは太陽系の動きと呼応しており、原子の中

のすべての粒子は、中性子の周りを回っています。細胞の調和

した動きは、細胞の健康状態とその人の健康を表しています。

もしこの秩序がくずれれば、細胞の中の動きも不規則になり、

細胞の機能が乱され、いつしか不調なります。 

サトルアロマテラピーをはじめとする、波動ヒーリングといわれ

る色々のすべてのセラピーはサトルエネルギーの波動を利用し

て、調和の乱れた細胞をやさしく説得するように本来の波動パ

ターンに少しずつ戻し、健康を回復させるというものです。 

精油の波動は、もとの植物の生命エネルギーをもっています。

植物の生命エネルギーの波動は、高い波動です。 

クリスタルは（パワーストーン）は、精油と同じように、セラピスト

にとって力強い助けとなります。それは、クリスタルと精油を一

緒に用いて調和させることにより、このふたつのヒーリングパワ

ーがより一層高まることによります。クリスタルは、生命が持つ

特徴と同じ特徴を持っています。クリスタルは、肉体やサトルボ

ディに強い生命エネルギーを与え、ネガティブなエネルギーを

追い出します。 

 サトルアロマテラピーは、Hina 月の女神のサロンで、

実際に石と精油と宇宙のエネルギーで実際にセッションし

ます。 

 遠隔チャクラヒーリングは、サトルアロマテラピーのセッ

ションと同じ内容のものです。場所が離れているセッション

です。 

★サトルアロマテラピー 

お客様の今の状態をお聞きします。気になる事や問題点をお話し下

さい。 

お客様はベッドに着衣のまま仰向けに横になっていただきます。精油

を選びます。（精油は変更することもあります） オーラのエネルギー

の状態を感じて、浄化します。チャクラに対応する石を置きます。精油

を使い宇宙のエネルギーをお客様に送ります。   

ベースチャクラからチャクラのリーディング＆エネルギーヒーリング  

チャクラ視をして（第３の目で視ます）、チャクラの状態や色、画像、チ

ャクラからのメッセージ、ハイヤーセルフや守護霊様からのメッセージ

などをお伝えします。 

宇宙のエネルギーを使い、チャクラにエネルギーヒーリングをします。

チャクラの回転や動き、色を整えます。不要なものがあれば浄化しま

す。 オーラを浄化します。 

ヒーリング後、チャクラの様子やヒーリングのお話をします。チャクラ

には色々な情報や画像がある事があります。 チャクラからのメッセ

ージを考えてみましょう。 

セッションについて何か質問などがあればお話下さい。ハイヤーセル

フや守護霊様からの答えのメッセージ等があればお話します。 

 

サトルアロマテラピーやメノーラ・シークエンスのセッションで、 チャク

ラに使用した精油を使いご自分のチャクラに対応したアロマスプレ

ー30ml がつきます。ご自宅でもチャクラに対応した香りで癒され

て下さいね。 

チャクラからのメッセージは、ご自分の本当の気持ちのようです。ご自

分の本当の気持ちや心や魂の言葉を聞きませんか？得意、不得意

なテーマがわかります。 

ご希望の方にあなたを植物として視た絵と魂の絵をプレゼ

ント！ 

各チャクラのテーマに関係のある事等を奥深く考え、気づき、

癒されるスピリチュアルなセラピーです。サトルアロマテラピ

ー、遠隔チャクラヒーリングをして、 

☆ ストレスケア・リラックスしたい ☆ 悩み・問題を考えたい 

☆ 創造性をのばしたい ☆ 愛に関係すること 

☆ 子供の頃からいつもそうなる ☆ 思考をはっきりしたい 

☆ 個人的な成長や自分の課題を見つめるため 

☆ 内側の自分を知り外側の自分を変えるなどにとても効果的

です。 


