
 
 
 
 
 
 

（有）フローラ美工  クラシス事業部  

自然に返る場所心身共に 
http://sanosa-japan.com/ 

 
 
2018 5/12 薫風の頃 蒸留会  
           星野村  「野の風」  

 「5/12参加希望」と記載の上、         

お問い合わせ先へ✉願います。   



2018.5/12 
べチバー蒸留見学ツアー１日コース 

        ～里山星野村～ 
 １日目 10時00～ ＪＲ羽犬塚駅(ハイヌヅカエキ) 出発 送迎ありの方 

  11時現地集合  お車の方 八女市星野村広瀬4566 ナビが小道を案内しても県道沿いです。       

             真っ直ぐお出で戴いて左手のオレンジの暖簾 

                                「野の風」が目印です。 

     11時00～  べチバーの根っこ堀り体験 

               12時30～   八女の旬のお野菜お膳 

     14時00～  蒸留見学   濃厚ハーブウォーターお持ち帰り 

     14時30～  ベチバーウォーターで作る美肌クリーム 

       １５時～   バッチフラワー癒しミニ グラウディングのひととき レメディつくり 

     16時 解散 

           日帰りの方 羽犬塚駅へ移動 

           ご宿泊の方  宿泊先まで送迎 

 参加費用:送迎ナシ￥8,000- 送迎付￥10,000-  

 宿泊希望の方は近隣の宿をご紹介致します。 ご予約はこちらで手配、当日フロントにてご精算。(カード可) 

森林セラピーご要望はグリーンピア八女へお申込みになります。 TEL 0943-42-2400 
   

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

（有）フローラ美工  クラシス事業部  

自然に返る場所心身共に 

 
 
2018 7/7   七夕蒸留会  
 
       星野村  「野の風」  



2018.7/7 
べチバー蒸留見学ツアー１日コース 

        ～里山星野村～ 
 １日目 10時00～ ＪＲ羽犬塚駅(ハイヌヅカエキ) 出発 送迎ありの方 

  11時現地集合  お車の方 八女市星野村広瀬4566 ナビが小道を案内しても県道沿いです。       

             真っ直ぐお出で戴いて左手のオレンジの暖簾 

                                「野の風」が目印です。 

     11時00～  べチバーの根っこ堀り体験 

               12時30～   八女の旬のお野菜お膳 

     14時00～  蒸留見学   濃厚ハーブウォーターお持ち帰り 

     14時30～  ベチバーウォーターで作る美肌クリーム 

     １５時～    バッチフラワー癒しミニ グラウディングのひととき レメディつくり 

     16時 解散 

           日帰りの方 羽犬塚駅へ移動 

           ご宿泊の方  宿泊先まで送迎 

 参加費用:送迎ナシ￥8,000- 送迎付￥10,000-  

 宿泊希望の方は近隣の宿をご紹介致します。 ご予約はこちらで手配、当日フロントにてご精算。(カード可) 

森林セラピーご要望はグリーンピア八女へお申込みになります。 Tel 0943-42-2400 
   

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

（有）フローラ美工  クラシス事業部  

自然に返る場所心身共に 

 
 
2018.9/8   七夕蒸留会  
 
       星野村  「野の風」  



2018.9/8 
べチバー蒸留見学ツアー１日コース 

        ～里山星野村～ 
 １日目 10時00～ ＪＲ羽犬塚駅(ハイヌヅカエキ) 出発 送迎ありの方 

  11時現地集合  お車の方 八女市星野村広瀬4566 ナビが小道を案内しても県道沿いです。       

             真っ直ぐお出で戴いて左手のオレンジの暖簾 

                                「野の風」が目印です。 

     11時00～  べチバーの根っこ堀り体験 

               12時30～   八女の旬のお野菜お膳 

     14時00～  蒸留見学   濃厚ハーブウォーターお持ち帰り 

     14時30～  ベチバーウォーターで作る美肌クリーム 

     １５時～    バッチフラワー癒しミニ グラウディングのひととき レメディつくり 

     16時 解散 

           日帰りの方 羽犬塚駅へ移動 

           ご宿泊の方  宿泊先まで送迎 

 参加費用:送迎ナシ￥8,000- 送迎付￥10,000-  

 宿泊希望の方は近隣の宿をご紹介致します。 ご予約はこちらで手配、当日フロントにてご精算。(カード可) 

森林セラピーご要望はグリーンピア八女へお申込みになります。 Tel 0943-42-2400 
   

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

（有）フローラ美工  クラシス事業部  

自然に返る場所心身共に 

 
 
2018.11/10  いろは紅葉蒸留会  
 
       星野村  「野の風」  



2018.11/10 
べチバー蒸留見学ツアー１日コース 

        ～里山星野村～ 
 １日目 10時00～ ＪＲ羽犬塚駅(ハイヌヅカエキ) 出発 送迎ありの方 

  11時現地集合  お車の方 八女市星野村広瀬4566 ナビが小道を案内しても県道沿いです。       

             真っ直ぐお出で戴いて左手のオレンジの暖簾 

                                「野の風」が目印です。 

     11時00～  べチバーの根っこ堀り体験 

               12時30～   八女の旬のお野菜お膳 

     14時00～  蒸留見学   濃厚ハーブウォーターお持ち帰り 

     14時30～  ベチバーウォーターで作る美肌クリーム 

     １５時～  バッチフラワー癒しミニ グラウディングのひととき レメディつくり 

     16時 解散 

           日帰りの方 羽犬塚駅へ移動 

           ご宿泊の方  宿泊先まで送迎 

 参加費用:送迎ナシ￥8,000- 送迎付￥10,000-  

 宿泊希望の方は近隣の宿をご紹介致します。 ご予約はこちらで手配、当日フロントにてご精算。(カード可) 

森林セラピーご要望はグリーンピア八女へお申込みになります。 Tel 0943-42-2400 
   

  

  

  



2018スペシャル蒸留会  

「お釈迦様の薬箱のベチバー」 
      
        星野村  「野の風」  自然に返る場所心身共に 

http://sanosa-japan.com/ 

 
 「6/17 参加希望」とご記載の上         

お問い合わせ先へ✉願います。   



2018.6/17 
玉峰寺 

太瑞知見ご住職≪薬剤師≫のストレス理論         
 お釈迦様の薬箱のベチバー蒸留会 

          ～里山星野村～  

 １日目 10時00～ ＪＲ羽犬塚駅(ハイヌヅカエキ) 出発 送迎ありの方 

  11時現地集合  お車の方 八女市星野村広瀬4566 ナビが小道を案内しても県道沿いです。       

             真っ直ぐお出で戴いて左手のオレンジの暖簾 

                                「野の風」が目印です。 

     11時00～  べチバーの根っこの香りはグラウディングへの誘い ≪１０秒瞑想≫ 

            ストレスの緩和～脳科学のお話から紐解く～ 

               12時30～   八女の旬のお野菜お膳 

       14時00～   お釈迦様のベチバー話 ～ ダンマパダ337より～ 

            ベチバー根っこ堀り＜掘れるまで・・・・＞ 

       15時00～   ベチバーウォーターで作る美肌クリーム 

       16時～   解散 

           日帰りの方 羽犬塚駅へ移動 

           ご宿泊の方  宿泊先まで送迎 

 宿泊希望の方は近隣の宿をご紹介致します。 ご予約はこちらで手配、当日フロントにてご精算。(カード可) 

森林セラピーご要望はグリーンピア八女へお申込みになります。 Tel 0943-42-2400 
   

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

（有）フローラ美工  クラシス事業部  

自然に返る場所心身共に 

 
2018.10/20・21  
 
  「日本のハーブ」蒸留会  
 
       星野村  「野の風」  



2018.10/20・21 
日本のハーブ・蒸留見学ツアー2日コース 
                 ～里山星野村・黒木町

～   １日目 10時00～ ＪＲ羽犬塚駅(ハイヌヅカエキ) 出発 送迎ありの方 

  11時現地集合  お車の方 八女市星野村広瀬4566 ナビが小道を案内しても県道沿いです。       

             真っ直ぐお出で戴いて左手のオレンジの暖簾 

                                「野の風」が目印です。 

     11時00～  べチバーの根っこ堀り体験 

               12時30～   八女の旬のお野菜お膳 

     14時00～  蒸留見学   濃厚ハーブウォーターお持ち帰り 

     14時30～  ベチバーウォーターで作る美肌クリーム 

     １５時～    バッチフラワー癒しミニ グラウディングのひととき レメディつくり 

     16時 解散 

               ご宿泊の方  宿泊先まで送迎 

 ２日目   ９時００～    森林セラピーコース 植物散策野外セミナー 

       １１時～     温泉 

       １２時～     各々ランチ 食事処・レストラン 

       １３時 出発   JR羽犬塚駅までのバス 

 参加費用:送迎ナシ￥13,000- 送迎付￥15,000-  

 宿泊希望の方は近隣の宿をご紹介致します。 ご予約はこちらで手配、当日フロントにてご精算。(カード可) 

森林セラピーご要望はグリーンピア八女へお申込みになります。 Tel 0943-42-2400 
   

  

  

  



 
 
 

ベチバーの特質とは 



 
 
  
 
 

 ベチバー蒸留と製品開発までの 10年物語  
                             ～そしてこれからの１０年～  

 
 

ＶＥＴＩＶＥＲＩＡ ＺＩＺＡＮＩＯＩＤＥＳ 
  
 

   福岡県八女星野村産 自然農法 ベチバ―蒸留 
 
 
 
 
 
 



・天然１００％ハーブウォーター  弱酸性・鎮静・消臭                      

・アロマジェル       界面活性剤・ケミカル臭フリー 

・サシェ/冷蔵庫用パック クリーンエア消臭 

              脱臭・繰り返し使用可能 

・ハーブクラフト用根っこと葉 

          ディープリラクゼーション・香りを愉む 

・化粧水       国産１００％ハーブウォーター             

           お肌のバランスを整え本来の力を活性化 

 

  

  

 ベチバ―製品開発 
  

  

  

  

  

  

   

   

   ・ベチバーウォーター 

   ・ベビースマイル     助産師さんのOEM商品 赤ちゃんケア用品 

  


