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ブレンドハーブティー各種

コーディアル、スムージー、プロポリス、キャンディー、ハーブソルト　etc.

フラワーエッセンス、ファイブフラワークリーム、シュガーグラニュール、エネルギークレンジング　etc.

エクレクティック社ハーブサプリメント

ティーポット、ティーカップ、カップ&ソーサー、フィルター　etc.

エッセンシャルオイル、ブレンドオイル、キャリアオイル、蒸留器　etc.

アロマディフューザー、アロマランプ、ポマンダー、アロマネックレス　etc.　　

リードディフューザー、カーフレグランス、香水、ポプリ、ボタニカルアート　etc.

入浴剤、ソープ、ボディケア、ヘアケア、オーラルケア　etc.

シトロネガード、UV、クール、ムーン＆ハーブ、花粉

消臭・芳香スプレー、洗濯用品　etc.

手作りキット、クラフト材料、遮光ビン・容器　etc.

ハーブティー、フレーバーティー、ブレンドオイル、フレグランスグッズ　etc.

日本生まれの化粧品

日本の赤ちゃんのためのスキンケア

ドイツNo.1 オーガニックコスメ

01


































··








卸取引・OEM製品製造のご案内

ハーブティー

ハーブフード

フラワーエッセンス

ハーブサプリメント

ティーポット&ティーカップ

エッセンシャルオイル&キャリアオイル

芳香器

香り雑貨

バス・美容

シーズン展開のご案内

ハウスケア

クラフト材料

英国王立キュー植物園

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ価格表

エッセンシャルオイル価格表

直営店舗一覧

P.02～03

P.04～13

P.14～17

P.18～19

P.20

P.21～23

P.24～30

P.31～35

P.36～40

P.41～43

P.44～52

P.53～54

P.55～61

P.62～69

P.70～71

P.72～73

P.74

P.75～112

P.113～132

P.133

卸取引の基本条件、お取引先様オリジナル商品の製造について

ブレンドハーブティー各種

コーディアル、スムージー、プロポリス、キャンディー、ハーブソルト　etc.

フラワーエッセンス、ファイブフラワークリーム、シュガーグラニュール、エネルギークレンジング　etc.

エクレクティック社ハーブサプリメント

ティーポット、ティーカップ、カップ&ソーサー、フィルター　etc.

エッセンシャルオイル、ブレンドオイル、キャリアオイル、蒸留器　etc.

アロマディフューザー、アロマランプ、ポマンダー、アロマネックレス　etc.　　

リードディフューザー、カーフレグランス、香水、ポプリ、ボタニカルアート　etc.

入浴剤、ソープ、ボディケア、ヘアケア、オーラルケア　etc.

シトロネガード、UV、クール、ムーン＆ハーブ、花粉

消臭・芳香スプレー、洗濯用品　etc.

手作りキット、クラフト材料、遮光ビン・容器　etc.

ハーブティー、フレーバーティー、ブレンドオイル、フレグランスグッズ　etc.

日本生まれの化粧品

日本の赤ちゃんのためのスキンケア

ドイツNo.1 オーガニックコスメ

01





〈お問い合せ〉
株式会社カリス成城　営業課
 Mail: eigyo＠charis-herb.com
 TEL : 03-3483-1960　／ FAX : 03-3483-1973
※営業時間　月～金曜　9:30～18:30（土日祝日を除く）

～ 卸取引 基本条件 ～

●注文方法
　　　メール又はFAXにて承っております。
　　　専用注文用紙（メール又は郵送にてお送りします）に必要事項をご記入のうえ、弊社宛てにお送りください。

　　　　　Mail: order＠charis-herb.com
　　　　　FAX： 03-3483-1963(受注専用)

●注文単位
　　　ロット記載有り ： 記載ロットの倍数でご注文ください。
　　　ロット記載無し ： １個から承ります。
　　

●納期
　　　午前（12：00まで）のご注文 ： 翌営業日出荷
　　　午後（12：00以降）のご注文 ： 翌々営業日出荷

　　　　　＊土日、祝日は営業しておりません。
　　　　　＊木曜日（午後）、金曜日のご注文は、翌週出荷となりますのでご注意ください。
　　　　　＊ドライハーブ10㎏品を含むご注文は、通常よりも３～５日多くお時間をいただきますのでご了承ください。

●送料
　　　卸価格の合計金額（消費税抜き）が3万円未満の場合、別途ご負担いただきます。

　　　 1200円 北海道
　　　 900円 青森　秋田　岩手　宮城　山形　福島
　　　 800円 茨城　栃木　群馬　埼玉　千葉　神奈川　山梨
　　　 700円 東京
　　 800円 新潟　長野　富山　石川　福井
　　　  静岡　愛知　三重　岐阜
　　　  大阪　京都　滋賀　奈良　和歌山　兵庫 
　　　 900円 岡山　広島　山口　鳥取　島根
　　　  香川　徳島　愛媛　高知
　　 1000円 福岡　佐賀　長崎　熊本　大分　宮崎　鹿児島
　　 1300円 沖縄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊沖縄県への配送については、ご注文金額にかかわらず申し受けております。
　　　　

●返品
　　　原則として、不良品以外の返品は受けておりません。全て買い取りとさせていただきます。
　　　不良品・破損品・商品違いについては、商品到着後７日以内にご連絡ください。
　　　それ以降の返品につきましては、お受けしかねる場合がございますのでご了承ください。

PB・OEM 製品製造 のご案内

カタログ表記について
品番：302001　ロット：6
品名：ビーカー 10ml　★
価格：￥400

・ロット記載のある商品は、その倍数でご注文ください。（例 ： 6個、12個、18個…）
・品名の横に、「★」が付いた商品は通常卸掛率とは異なる商品です。（担当営業にご確認ください。）
・価格は、消費税を含まない本体価格です。

※商品のパッケージデザインは、変更になる場合がございます。
※ドライハーブやエッセンシャルオイルは天産物です。栽培地の環境によって、色や形状など品質に差異が生じる場合がございます。
　また、気候やその他の要因により、価格・原産国が変わる場合がございますのでご了承ください。

卸取引（企業間取引 BtoB）のご案内

① 植物の「恵み」を活かしたナチュラル商品
　　　植物の持つパワーを活かし、ナチュラルで人にも環境にもやさしい商品をご提案致します。

② 選べる 豊富な植物原料
　　　世界各地や日本国内の生産者様との繋がりから厳選して集めたハーブ・スパイス類を常時350種類以上、
　　　また140種類以上のエッセンシャルオイル（精油）やキャリアオイル（植物油）といった天然の植物原料を
　　　ラインナップしております。
　　　これらの原料からお選びいただき、お客様のオリジナル商品をご提案致します。

③  地域を盛り上げる 地産地消
　　　カリス成城のオリジナル原料だけでなく、お客様の地域で育まれた植物を利用した商品をご提案致します。

④ 負担の少ない 小ロット製造
　　　オリジナル商品の小ロット製造も承ります。
　　　（商品によってロットは異なります。担当営業にご相談ください）

⑤ 売場を作りやすい 多品種製造
　　　売場の展開が盛り上がるよう、同じテーマで多品種のアイテムを製造することも可能です。
　　　（例）ラベンダーのブレンドハーブティー・ブレンドオイル・ルームミスト・サシェ・練り香水・バスソルト・化粧水　etc…

⑥ すぐに作れる PB商品（名入れ・ラベル替え）
　　　弊社製品のラベル替えも承ります。手軽にオリジナル品が作れます。
　　　（製造可能なアイテムは、担当営業にご相談ください）

⑦ 女性に人気の ノベルティー
　　　ハーブティーやアロマ関連商品は、特に女性の方にご好評いただいております。
　　　受け取る方の事を考えた「もらってうれしい」ノベルティーをご提案致します。

カタログに掲載している商品、エッセンシャルオイル、ハーブ原料は、卸し販売いたします。
新規お取引をご希望の方は、メール又はお電話でお問い合わせください。

カタログ掲載商品の取り扱いだけでなく、お客様のご要望に合わせたオリジナル商品の製造も承ります。

※下記６点は、必ずご記入ください。
　①お客様コード、②貴社名、③ご連絡先、
　④商品コード（類似の商品名が多いため）、⑤商品名、⑥注文数量

～ カリス成城のOEM ７つの特徴 ～

※ご希望のアイテムによって、ロットや価格などの条件が異なります。
※まずはお気軽に、担当営業にご相談ください。
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「枕に入れて寝ると、悪い夢を見ない・・・」こんな伝説を持つアニスはすっきりと
した甘さがあり、お菓子にもよく利用されています。ローズ、リンデン、マジョラム、
アニスなどをブレンドした夢見るような香りのティーです。お休み前に、どうぞ。

ローズは古代ギリシャ・ローマ時代から愛や女性の象徴として愛されて
きました。ローズの香りは女性に自信を持たせてくれるといわれ、気分を
明るくしてくれるともいわれます。香り高い優雅なティータイムを。

カモマイルの優しい香りとレモンバーベナとレモンバームのさわやかな
香りが心地よいハーブティー。ヨーロッパで伝統的に受け継がれてきた
ブレンドをアレンジし、よりおいしくリラックスできる風味に仕上げました。
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●原材料 ： ローズヒップ、レモングラス、ハイビスカス、
　ローズマリー、ペパーミント、ラベンダー

品番 ： 6464　
品名 ： ワーキングアフター 40ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658064643］
品番 ： 6470　
品名 ： ワーキングアフター 200ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064704］

ワーキングアフター
忙しい毎日を過ごしている方におすすめのティーです。美しい赤色で、
フルーティーな酸味とラベンダーの香りが微かに香ります。お仕事の後
や一日の終わりにホッと一息入れて、気分をリフレッシュさせましょう。

●原材料 ： カモマイルジャーマン、レモンバーベナ、
　パッションフラワー、リンデン、レモンバーム、オレンジフラワー

品番 ： 6468
品名 ： カモマイルナイト 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658064681］
品番 ： 6474
品名 ： カモマイルナイト 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064742］

カモマイルナイト

●原材料 ： ローズヒップ、ネトルリーフ、エルダーフラワー、
　エキナセアルート、ペパーミント、レモンバーベナ

品番 ： 6469
品名 ： ネトルシーズン 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658064698］
品番 ： 6475
品名 ： ネトルシーズン 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064759］

ネトルシーズン
ネトル、エルダー、エキナセアにスーッとミントの香りが気持ちの良いブレ
ンドです。ほんのりレモン風味で豊かな味わいのハーブティーです。気
分をリフレッシュしたい季節におすすめです。

●原材料 ： エキナセアトップ、エルダーフラワー、ヒソップ、
　ジンジャー、スペアミント、ローズレッド、リコリスルート

品番 ： 7011　
品名 ： コールドシーズン 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658070118］
品番 ： 7012
品名 ： コールドシーズン 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658070125］

コールドシーズン
エキナセア、エルダー、ヒソップに香り高いジンジャーとすっきりとした味
わいのスペアミントが心地よいブレンドです。スパイシーですっきりとした
味わいで後味にリコリスの甘味がおいしいハーブティーです。

●原材料 ： はとむぎ茶培煎、黒大豆、ストロベリーリーフ、
　ダンデリオンルート、ジュニパーベリー

　
品番 ： 2892　
品名 ： リファイン 40ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658028928］
品番 ： 6491　
品名 ： リファイン 200ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064919］

リファイン
焙煎ハトムギ、黒豆、ダンデリオン、ジュニパーベリーなど香ばしい風味
のとてもやさしい味わいで毎日飲んでも飽きのこないハーブティーです。

●原材料 ： ローズヒップ、ハイビスカス、ヒース、
　レモングラス、ローズレッド

品番 ： 6465　
品名 ： ローズヒップビーナス 40ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658064650］
品番 ： 6471　
品名 ： ローズヒップビーナス 200ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064711］

ローズヒップビーナス
ローズヒップとハイビスカスの酸味にローズ、ヒース、レモングラスの香り
の良さをプラスしたハーブティーです。ハイビスカスの赤色が美しく、女
性の美容と健康におすすめのブレンドです。

●原材料 ： レモンバーベナ、レディースマントル、ラベンダー、
　カモマイルジャーマン、マリーゴールド、ローズレッド、
　マローフラワーブルー

品番 ： 6466
品名 ： ディアレディ 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658064667］

品番 ： 6472
品名 ： ディアレディ 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064728］

ディアレディ
7種類のハーブをブレンドした女性のための彩り豊かなティーです。カモ
マイル、マロー、ローズ、マリーゴールド、ラベンダーなど、フローラルなハ
ーブの香りと彩りをお楽しみください。

●原材料 ： ペパーミント、ジュニパーベリー、フェンネル

品番 ： 6467　
品名 ： クールフィット 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658064674］
品番 ： 6473　
品名 ： クールフィット 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064735］

クールフィット
スパイシーな中にもほのかな甘味を感じさせるフェンネル、ジンの香り付
けとして有名なジュニパーベリーに、ペパーミントをブレンドしました。すっ
きりとした味わいで食後におすすめのティーです。

●原材料 ： ローズヒップ、ハイビスカス、レモングラス、
　レモンピール、ステビア

品番 ： 6111　
品名 ： ハイビスカスレモン 40ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658061116］　
品番 ： 6488　 
品名 ： ハイビスカスレモン 200ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064889］

ハイビスカスレモン
ローズヒップとハイビスカスにレモンの風味とステビアの甘味をバランスよ
くブレンドしました。抽出時間を少し長めにとると美味しくいただけます。
ハイビスカスの赤色が美しく、夏場にはアイスティーにしても。

●原材料 ： カモマイルジャーマン、ペパーミント

品番 ： 2893　
品名 ： カモマイルブレンド 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658028935］　
品番 ： 6476　
品名 ： カモマイルブレンド 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064766］

カモマイルブレンド
ハーブティーの代表格カモマイルは、リンゴのような甘い香りが特徴で
す。ペパーミントをブレンドし、爽やかな風味を加えました。ナイトキャッ
プティーとしてもおすすめです。

●原材料 ： ペパーミント、レモンバーム

品番 ： 2894　
品名 ： ペパーミントブレンド 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658028942］　
品番 ： 6477　
品名 ： ペパーミントブレンド 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064773］

ペパーミントブレンド
清 し々いミントの風味を、シンプルに味わいたい方へ。レモンバームとの
ブレンドでより飲みやすい味に仕上げました。朝のティータイムにどうぞ。
気分をすっきりさせてくれます。

※写真の青色は、お湯を注いだ直後の水色（すいしょく）です。

●原材料 ： レモンバーム、ローズレッド

品番 ： 2896　
品名 ： ローズブレンド 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658028966］　
品番 ： 6479　
品名 ： ローズブレンド 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064797］

ローズブレンド

●原材料 ： ローズヒップ、ハイビスカス

品番 ： 2897　
品名 ： ローズヒップブレンド 40ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658028973］
品番 ： 6480　
品名 ： ローズヒップブレンド 200ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064803］

ローズヒップブレンド
ローズヒップとハイビスカスをブレンドした美しい赤色のティー｡フルー
ティーでさっぱりとした酸味があり、年齢を問わず人気。ハチミツを加え
ると一層飲みやすくなります。夏はアイスティーもおすすめです。

●原材料 ： ローズマリー、ローズレッド、リンデン、
　カモマイルローマン、マジョラム、マローフラワーブルー、
　アニスシード、コーンフラワー

品番 ： 2898　
品名 ： ビューティフルドリーマー 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658028980］　
品番 ： 6481
品名 ： ビューティフルドリーマー 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064810］

ビューティフルドリーマー

※表示金額は本体価格です。　軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。

ブレンドハーブティー

（リーフタイプ）

国内外から厳選した、天然ハーブを
独自のレシピでブレンドしています。
「忙しい毎日に」「お休み前に」「ビュ
ーティーアップに」など、様々な切り口
でハーブの力を実感していただけるラ
インナップです。
人工香料を使用せず、ハーブそのも
のの香りと美味しさで、お客様のニー
ズにお応えします。

ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表

※P75～「シングルハーブの価格表」を記載しています。



「枕に入れて寝ると、悪い夢を見ない・・・」こんな伝説を持つアニスはすっきりと
した甘さがあり、お菓子にもよく利用されています。ローズ、リンデン、マジョラム、
アニスなどをブレンドした夢見るような香りのティーです。お休み前に、どうぞ。

ローズは古代ギリシャ・ローマ時代から愛や女性の象徴として愛されて
きました。ローズの香りは女性に自信を持たせてくれるといわれ、気分を
明るくしてくれるともいわれます。香り高い優雅なティータイムを。

カモマイルの優しい香りとレモンバーベナとレモンバームのさわやかな
香りが心地よいハーブティー。ヨーロッパで伝統的に受け継がれてきた
ブレンドをアレンジし、よりおいしくリラックスできる風味に仕上げました。
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●原材料 ： ローズヒップ、レモングラス、ハイビスカス、
　ローズマリー、ペパーミント、ラベンダー

品番 ： 6464　
品名 ： ワーキングアフター 40ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658064643］
品番 ： 6470　
品名 ： ワーキングアフター 200ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064704］

ワーキングアフター
忙しい毎日を過ごしている方におすすめのティーです。美しい赤色で、
フルーティーな酸味とラベンダーの香りが微かに香ります。お仕事の後
や一日の終わりにホッと一息入れて、気分をリフレッシュさせましょう。

●原材料 ： カモマイルジャーマン、レモンバーベナ、
　パッションフラワー、リンデン、レモンバーム、オレンジフラワー

品番 ： 6468
品名 ： カモマイルナイト 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658064681］
品番 ： 6474
品名 ： カモマイルナイト 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064742］

カモマイルナイト

●原材料 ： ローズヒップ、ネトルリーフ、エルダーフラワー、
　エキナセアルート、ペパーミント、レモンバーベナ

品番 ： 6469
品名 ： ネトルシーズン 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658064698］
品番 ： 6475
品名 ： ネトルシーズン 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064759］

ネトルシーズン
ネトル、エルダー、エキナセアにスーッとミントの香りが気持ちの良いブレ
ンドです。ほんのりレモン風味で豊かな味わいのハーブティーです。気
分をリフレッシュしたい季節におすすめです。

●原材料 ： エキナセアトップ、エルダーフラワー、ヒソップ、
　ジンジャー、スペアミント、ローズレッド、リコリスルート

品番 ： 7011　
品名 ： コールドシーズン 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658070118］
品番 ： 7012
品名 ： コールドシーズン 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658070125］

コールドシーズン
エキナセア、エルダー、ヒソップに香り高いジンジャーとすっきりとした味
わいのスペアミントが心地よいブレンドです。スパイシーですっきりとした
味わいで後味にリコリスの甘味がおいしいハーブティーです。

●原材料 ： はとむぎ茶培煎、黒大豆、ストロベリーリーフ、
　ダンデリオンルート、ジュニパーベリー

　
品番 ： 2892　
品名 ： リファイン 40ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658028928］
品番 ： 6491　
品名 ： リファイン 200ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064919］

リファイン
焙煎ハトムギ、黒豆、ダンデリオン、ジュニパーベリーなど香ばしい風味
のとてもやさしい味わいで毎日飲んでも飽きのこないハーブティーです。

●原材料 ： ローズヒップ、ハイビスカス、ヒース、
　レモングラス、ローズレッド

品番 ： 6465　
品名 ： ローズヒップビーナス 40ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658064650］
品番 ： 6471　
品名 ： ローズヒップビーナス 200ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064711］

ローズヒップビーナス
ローズヒップとハイビスカスの酸味にローズ、ヒース、レモングラスの香り
の良さをプラスしたハーブティーです。ハイビスカスの赤色が美しく、女
性の美容と健康におすすめのブレンドです。

●原材料 ： レモンバーベナ、レディースマントル、ラベンダー、
　カモマイルジャーマン、マリーゴールド、ローズレッド、
　マローフラワーブルー

品番 ： 6466
品名 ： ディアレディ 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658064667］

品番 ： 6472
品名 ： ディアレディ 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064728］

ディアレディ
7種類のハーブをブレンドした女性のための彩り豊かなティーです。カモ
マイル、マロー、ローズ、マリーゴールド、ラベンダーなど、フローラルなハ
ーブの香りと彩りをお楽しみください。

●原材料 ： ペパーミント、ジュニパーベリー、フェンネル

品番 ： 6467　
品名 ： クールフィット 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658064674］
品番 ： 6473　
品名 ： クールフィット 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064735］

クールフィット
スパイシーな中にもほのかな甘味を感じさせるフェンネル、ジンの香り付
けとして有名なジュニパーベリーに、ペパーミントをブレンドしました。すっ
きりとした味わいで食後におすすめのティーです。

●原材料 ： ローズヒップ、ハイビスカス、レモングラス、
　レモンピール、ステビア

品番 ： 6111　
品名 ： ハイビスカスレモン 40ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658061116］　
品番 ： 6488　 
品名 ： ハイビスカスレモン 200ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064889］

ハイビスカスレモン
ローズヒップとハイビスカスにレモンの風味とステビアの甘味をバランスよ
くブレンドしました。抽出時間を少し長めにとると美味しくいただけます。
ハイビスカスの赤色が美しく、夏場にはアイスティーにしても。

●原材料 ： カモマイルジャーマン、ペパーミント

品番 ： 2893　
品名 ： カモマイルブレンド 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658028935］　
品番 ： 6476　
品名 ： カモマイルブレンド 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064766］

カモマイルブレンド
ハーブティーの代表格カモマイルは、リンゴのような甘い香りが特徴で
す。ペパーミントをブレンドし、爽やかな風味を加えました。ナイトキャッ
プティーとしてもおすすめです。

●原材料 ： ペパーミント、レモンバーム

品番 ： 2894　
品名 ： ペパーミントブレンド 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658028942］　
品番 ： 6477　
品名 ： ペパーミントブレンド 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064773］

ペパーミントブレンド
清 し々いミントの風味を、シンプルに味わいたい方へ。レモンバームとの
ブレンドでより飲みやすい味に仕上げました。朝のティータイムにどうぞ。
気分をすっきりさせてくれます。

※写真の青色は、お湯を注いだ直後の水色（すいしょく）です。

●原材料 ： レモンバーム、ローズレッド

品番 ： 2896　
品名 ： ローズブレンド 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658028966］　
品番 ： 6479　
品名 ： ローズブレンド 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064797］

ローズブレンド

●原材料 ： ローズヒップ、ハイビスカス

品番 ： 2897　
品名 ： ローズヒップブレンド 40ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658028973］
品番 ： 6480　
品名 ： ローズヒップブレンド 200ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064803］

ローズヒップブレンド
ローズヒップとハイビスカスをブレンドした美しい赤色のティー｡フルー
ティーでさっぱりとした酸味があり、年齢を問わず人気。ハチミツを加え
ると一層飲みやすくなります。夏はアイスティーもおすすめです。

●原材料 ： ローズマリー、ローズレッド、リンデン、
　カモマイルローマン、マジョラム、マローフラワーブルー、
　アニスシード、コーンフラワー

品番 ： 2898　
品名 ： ビューティフルドリーマー 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658028980］　
品番 ： 6481
品名 ： ビューティフルドリーマー 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064810］

ビューティフルドリーマー

※表示金額は本体価格です。　軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。

ブレンドハーブティー

（リーフタイプ）

国内外から厳選した、天然ハーブを
独自のレシピでブレンドしています。
「忙しい毎日に」「お休み前に」「ビュ
ーティーアップに」など、様々な切り口
でハーブの力を実感していただけるラ
インナップです。
人工香料を使用せず、ハーブそのも
のの香りと美味しさで、お客様のニー
ズにお応えします。

ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表

※P75～「シングルハーブの価格表」を記載しています。
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「ロマンティックな青色のティー」として有名なマローフラワー（マルバ）を
ブレンドしました。ラベンダーの香りとペパーミントの味わいで、朝もやの
プロヴァンスのラベンダー畑に佇んでいるような清 し々さを味わえます。

●原材料 ： リンデン、ペパーミント

品番 ： 2903　
品名 ： リンデンミント 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658029031］　
品番 ： 6486　
品名 ： リンデンミント 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064865］

リンデンミント
無垢で優しい香りのリンデン（セイヨウボダイジュ）は、「愛の象徴」として
特にドイツで親しまれているハーブです。気持ちをホッとさせてくれるよう
なやわらかい口当たりに、ペパーミントのさわやかさを加えました。

●原材料 ： 緑茶、スペアミント、ペパーミント、ステビア、
　レモングラス

品番 ： 2904　
品名 ： モロッカミント 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658029048］　
品番 ： 6487　
品名 ： モロッカミント 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064872］

モロッカミント

●原材料 ： ラベンダー、ペパーミント、マローフラワーブルー

品番 ： 2900　
品名 ： ラベンダーミックス 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658029000］　
品番 ： 6483　
品名 ： ラベンダーミックス 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064834］

ラベンダーミックス

●原材料 ： ローズレッド、ハイビスカス、ローズマリー、
　ラベンダー

品番 ： 2901　
品名 ： アフタヌーンローズ 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658029017］　
品番 ： 6484　
品名 ： アフタヌーンローズ 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064841］

アフタヌーンローズ
かぐわしいバラの香りの中に、ほんのりとした甘酸っぱさが漂います。午
後の憩いのひとときや、気分転換したいときにおすすめの赤いローズテ
ィーです。

●原材料 ： レモングラス、レモンバーベナ、レモンバーム

品番 ： 2902　
品名 ： レモンディライト 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658029024］　
品番 ： 6485　
品名 ： レモンディライト 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064858］

レモンディライト
レモンバーム・レモンバーベナ・レモングラスがブレンドされたレモン風味
たっぷりのリフレッシュティーです。クセのない味わいで、ハーブティーを
飲み慣れていない方にもおすすめです。

※写真の青色は、お湯を注いだ直後の水色（すいしょく）です。

（備品）
●素材：ポリエステル、ポリエチレン
●サイズ：120mm×95mm

品番 ： 4350001
品名 ： お茶だしパック50枚入
価格 ： ¥260

① 熱湯を沸かします。

② ひとり分(ティースプーン1～2杯)の
　 ドライハーブをポットに入れ、150
　 ～200cc程度の熱湯を注ぎ、フタ
　 をして3～5分間蒸らします。

③ 温めておいたお気に入りのカップ
　 に注いでできあがりです。

④ お好みで、レモン、はちみつなどを
　 添えてどうぞ。オレンジのスライスや、
　 フレッシュミントの葉などを添えても。

カリスオリジナルハーブティーのおいしい飲み方

●原材料 ： ペパーミント、レモンバーム、ラベンダー

　
品番 ： 2895　
品名 ： ラベンダーブレンド 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658028959］　
品番 ： 6478　
品名 ： ラベンダーブレンド100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064780］

ラベンダーブレンド
もっともポピュラーなハーブのラベンダーも単品で召し上がるには香りが強
すぎます。ペパーミントやレモンバームとブレンドすることによりマイルドな風
味のハーブティーになりました。ホッとしたいときやお休み前に。

●原材料 ： レモンバーム、スペアミント、ペパーミント

　
品番 ： 2899　
品名 ： レモニーミント 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658028997］　
品番 ： 6482　
品名 ： レモニーミント 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064827］

レモニーミント
２種のミントの爽快感とレモンバームの風味が、気分をリフレッシュさせ
てくれます。食後のティーとしてもおすすめで、美味しくて飽きのこない
味は、どなたにでもお楽しみいただけます。

北アフリカのモロッコでは、緑茶とミントでミントティーを作り、たっぷりの砂
糖と一緒に楽しみます。そんな「モロッコ風ミントティー」をアレンジし、ミン
トの味わいはそのままに、砂糖の代わりにステビアを使用しました。

お茶だしパック

●原材料 ： カモマイルジャーマン、
　ペパーミント
●内容量 ： 1.5g×10包

品番 ： 1　
品名 ： 10Pティーバッグ カモマイル
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658000016］

カモマイル

個包装ハーブティー＆香りの紅茶

20P ティーバッグ ハーブティー業務用

リンゴのような甘い香りが特徴のカモマイルと
ペパーミントをブレンドしたさわやかな風味の
ティーです。

●原材料 ： ローズヒップ、ハイビスカス、
　レモングラス、レモンピール、ステビア
●内容量 ： 2.4g×10包

品番 ： 5733　
品名 ： 10Pティーバッグ ハイビスカスレモン
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658057331］

ハイビスカスレモン
ローズヒップとハイビスカスにレモンの風味と
ステビアの甘味をブレンド。アイスティーとして
もおすすめです。

●原材料 ： 紅茶、ベルガモットミント
●内容量 ： 1.5g×10包

品番 ： 5735　
品名 ： 10P 香りの紅茶 ベルガモット
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658057355］

香りの紅茶 ベルガモット
セイロン紅茶にシソ科のベルガモットミントを
ブレンドした、一味違ったさわやかな香りのテ
ィーです。

●原材料 ： ペパーミント、アニス、リコリス、
　ディル、バジル、フェンネル、クローブ
●内容量 ： 2.0g×10包

品番 ： 5734　
品名 ： 10Pティーバッグ スージング
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658057348］

●内容量 ： 1.5g(ローズヒップ2.0ｇ）×20包　

品番 ： 1315　品名 ： 20Pティーバッグ　カモマイル 価格 ： ￥650　（税率8%）　［JAN ： 4949658013153］　
品番 ： 1316　品名 ： 20Pティーバッグ　ペパーミント 価格 ： ￥650　（税率8%）　［JAN ： 4949658013160］　
品番 ： 1317　品名 ： 20Pティーバッグ　ラベンダー 価格 ： ￥650　（税率8%）　［JAN ： 4949658013177］　
品番 ： 1318　品名 ： 20Pティーバッグ　ローズ 価格 ： ￥650　（税率8%）　［JAN ： 4949658013184］
品番 ： 1319　品名 ： 20Pティーバッグ　ローズヒップ 価格 ： ￥650　（税率8%）　［JAN ： 4949658013191］　　

スージング
ハーブとスパイスのブレンドティー。すっきりと
した飲み口で、食後のティータイムにおすす
めです。

●原材料 ： ペパーミント、紅茶
●内容量 ： 1.5g×10包

品番 ： 2936　
品名 ： 10P 香りの紅茶 ミント
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658029369］

香りの紅茶 ミント
セイロン紅茶にミントをブレンドしたさわやか
な味わいのティーです。

●原材料 ： 紅茶、シナモン、スターアニス、
　カルダモン、クローブ
●内容量 ： 1.5g×10包

品番 ： 2937　
品名 ： 10P 香りの紅茶 スパイス
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658029376］

香りの紅茶 スパイス
セイロン紅茶に数種類のスパイスをブレンド
した香り高いティー。チャイとしてミルクで出し
ても、おいしくいただけます。

●原材料 ： 紅茶、ココア末、シナモン、
　香料
●内容量 ： 1.5g×10包

品番 ： 2938　
品名 ： 10P 香りの紅茶 チョコレート
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658029383］

香りの紅茶 チョコレート
セイロン紅茶にチョコレートの香りをつけたフ
レーバーティーです。

●原材料 ： ペパーミント、レモンバーム
●内容量 ： 1.5g×10包

品番 ： 2　
品名 ： 10Pティーバッグ ペパーミント
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658000023］

ペパーミント
レモンバームで飲みやすく仕上げたさわやか
なペパーミントのティー。忙しい朝にこの一杯
で気分すっきり。

●原材料 ： ペパーミント、レモンバーム、
　ラベンダー
●内容量 ： 1.5g×10包

品番 ： 3　
品名 ： 10Pティーバッグ ラベンダー
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658000030］

ラベンダー
ポピュラーなハーブ、ラベンダーにペパーミン
トとレモンバームを加えたマイルドで飲みやす
いラベンダーティー。リラックスにどうぞ。

お得な２０包入りティーバッグ。
ホテルの客室サービス、事務所でのティータイム、ノベルティー商品などに。無地の簡易箱入。

●原材料 ： ローズ、レモンバーム
●内容量 ： 1.5g×10包

品番 ： 4　
品名 ： 10Pティーバッグ ローズ
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658000047］

ローズ
優雅なローズの香りは女性に自信を持たせ
てくれます。古代ギリシャ・ローマ時代からの
風味をお試しください。

●原材料 ： ローズヒップ、ハイビスカス
●内容量 ： 2.0×10包

品番 ： 5　
品名 ： 10Pティーバッグ ローズヒップ
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658000054］

ローズヒップ
ローズヒップとハイビスカスの赤が美しい酸味
の効いたティー。年齢問わず人気のブレンド
です。

※商品のパッケージデザインや仕様が変わることがあります。ご了承ください。
※ドライハーブは、天産物です。栽培地の環境によって、色や形状が写真と違う場合があります。また気候やその他の条件により、価格・原産国が変わる場合があります。

カリス成城創業以来のロング・ロングヒット商品。
ハーブ初心者でも気軽に選べる、代表的な風味のラインナップです

お試しハーブティー

●内容量 ： 10包（10種×各1包）

品番 ： 5112　
品名 ： ハーブティーお試しパック10包
価格 ： ￥500　（税率8%）
［JAN ： 4949658051124］

お試し５包の５種類に、ハイビスカスレモン、
スージング、香りの紅茶ミント、香りの紅茶
ベルガモット、香りの紅茶スパイスの計１０
種類が１包ずつ入ったお試しタイプ。

●内容量 ： 5包（5種×各1包）

品番 ： 1356　
品名 ： ハーブティーお試しパック5包
価格 ： ￥250　（税率8%）
［JAN ： 4949658013566］

カモマイル、ペパーミント、ラベンダー、
ローズ、ローズヒップの５種のティー
バッグが、1包ずつ入ったお試しタイプ。

※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。

バッグが、1包ずつ入ったお試しタイプ。

ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表
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「ロマンティックな青色のティー」として有名なマローフラワー（マルバ）を
ブレンドしました。ラベンダーの香りとペパーミントの味わいで、朝もやの
プロヴァンスのラベンダー畑に佇んでいるような清 し々さを味わえます。

●原材料 ： リンデン、ペパーミント

品番 ： 2903　
品名 ： リンデンミント 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658029031］　
品番 ： 6486　
品名 ： リンデンミント 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064865］

リンデンミント
無垢で優しい香りのリンデン（セイヨウボダイジュ）は、「愛の象徴」として
特にドイツで親しまれているハーブです。気持ちをホッとさせてくれるよう
なやわらかい口当たりに、ペパーミントのさわやかさを加えました。

●原材料 ： 緑茶、スペアミント、ペパーミント、ステビア、
　レモングラス

品番 ： 2904　
品名 ： モロッカミント 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658029048］　
品番 ： 6487　
品名 ： モロッカミント 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064872］

モロッカミント

●原材料 ： ラベンダー、ペパーミント、マローフラワーブルー

品番 ： 2900　
品名 ： ラベンダーミックス 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658029000］　
品番 ： 6483　
品名 ： ラベンダーミックス 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064834］

ラベンダーミックス

●原材料 ： ローズレッド、ハイビスカス、ローズマリー、
　ラベンダー

品番 ： 2901　
品名 ： アフタヌーンローズ 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658029017］　
品番 ： 6484　
品名 ： アフタヌーンローズ 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064841］

アフタヌーンローズ
かぐわしいバラの香りの中に、ほんのりとした甘酸っぱさが漂います。午
後の憩いのひとときや、気分転換したいときにおすすめの赤いローズテ
ィーです。

●原材料 ： レモングラス、レモンバーベナ、レモンバーム

品番 ： 2902　
品名 ： レモンディライト 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658029024］　
品番 ： 6485　
品名 ： レモンディライト 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064858］

レモンディライト
レモンバーム・レモンバーベナ・レモングラスがブレンドされたレモン風味
たっぷりのリフレッシュティーです。クセのない味わいで、ハーブティーを
飲み慣れていない方にもおすすめです。

※写真の青色は、お湯を注いだ直後の水色（すいしょく）です。

（備品）
●素材：ポリエステル、ポリエチレン
●サイズ：120mm×95mm

品番 ： 4350001
品名 ： お茶だしパック50枚入
価格 ： ¥260

① 熱湯を沸かします。

② ひとり分(ティースプーン1～2杯)の
　 ドライハーブをポットに入れ、150
　 ～200cc程度の熱湯を注ぎ、フタ
　 をして3～5分間蒸らします。

③ 温めておいたお気に入りのカップ
　 に注いでできあがりです。

④ お好みで、レモン、はちみつなどを
　 添えてどうぞ。オレンジのスライスや、
　 フレッシュミントの葉などを添えても。

カリスオリジナルハーブティーのおいしい飲み方

●原材料 ： ペパーミント、レモンバーム、ラベンダー

　
品番 ： 2895　
品名 ： ラベンダーブレンド 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658028959］　
品番 ： 6478　
品名 ： ラベンダーブレンド100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064780］

ラベンダーブレンド
もっともポピュラーなハーブのラベンダーも単品で召し上がるには香りが強
すぎます。ペパーミントやレモンバームとブレンドすることによりマイルドな風
味のハーブティーになりました。ホッとしたいときやお休み前に。

●原材料 ： レモンバーム、スペアミント、ペパーミント

　
品番 ： 2899　
品名 ： レモニーミント 20ｇ
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658028997］　
品番 ： 6482　
品名 ： レモニーミント 100ｇ
価格 ： ￥2,400　（税率8%）
［JAN ： 4949658064827］

レモニーミント
２種のミントの爽快感とレモンバームの風味が、気分をリフレッシュさせ
てくれます。食後のティーとしてもおすすめで、美味しくて飽きのこない
味は、どなたにでもお楽しみいただけます。

北アフリカのモロッコでは、緑茶とミントでミントティーを作り、たっぷりの砂
糖と一緒に楽しみます。そんな「モロッコ風ミントティー」をアレンジし、ミン
トの味わいはそのままに、砂糖の代わりにステビアを使用しました。

お茶だしパック

●原材料 ： カモマイルジャーマン、
　ペパーミント
●内容量 ： 1.5g×10包

品番 ： 1　
品名 ： 10Pティーバッグ カモマイル
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658000016］

カモマイル

個包装ハーブティー＆香りの紅茶

20P ティーバッグ ハーブティー業務用

リンゴのような甘い香りが特徴のカモマイルと
ペパーミントをブレンドしたさわやかな風味の
ティーです。

●原材料 ： ローズヒップ、ハイビスカス、
　レモングラス、レモンピール、ステビア
●内容量 ： 2.4g×10包

品番 ： 5733　
品名 ： 10Pティーバッグ ハイビスカスレモン
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658057331］

ハイビスカスレモン
ローズヒップとハイビスカスにレモンの風味と
ステビアの甘味をブレンド。アイスティーとして
もおすすめです。

●原材料 ： 紅茶、ベルガモットミント
●内容量 ： 1.5g×10包

品番 ： 5735　
品名 ： 10P 香りの紅茶 ベルガモット
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658057355］

香りの紅茶 ベルガモット
セイロン紅茶にシソ科のベルガモットミントを
ブレンドした、一味違ったさわやかな香りのテ
ィーです。

●原材料 ： ペパーミント、アニス、リコリス、
　ディル、バジル、フェンネル、クローブ
●内容量 ： 2.0g×10包

品番 ： 5734　
品名 ： 10Pティーバッグ スージング
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658057348］

●内容量 ： 1.5g(ローズヒップ2.0ｇ）×20包　

品番 ： 1315　品名 ： 20Pティーバッグ　カモマイル 価格 ： ￥650　（税率8%）　［JAN ： 4949658013153］　
品番 ： 1316　品名 ： 20Pティーバッグ　ペパーミント 価格 ： ￥650　（税率8%）　［JAN ： 4949658013160］　
品番 ： 1317　品名 ： 20Pティーバッグ　ラベンダー 価格 ： ￥650　（税率8%）　［JAN ： 4949658013177］　
品番 ： 1318　品名 ： 20Pティーバッグ　ローズ 価格 ： ￥650　（税率8%）　［JAN ： 4949658013184］
品番 ： 1319　品名 ： 20Pティーバッグ　ローズヒップ 価格 ： ￥650　（税率8%）　［JAN ： 4949658013191］　　

スージング
ハーブとスパイスのブレンドティー。すっきりと
した飲み口で、食後のティータイムにおすす
めです。

●原材料 ： ペパーミント、紅茶
●内容量 ： 1.5g×10包

品番 ： 2936　
品名 ： 10P 香りの紅茶 ミント
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658029369］

香りの紅茶 ミント
セイロン紅茶にミントをブレンドしたさわやか
な味わいのティーです。

●原材料 ： 紅茶、シナモン、スターアニス、
　カルダモン、クローブ
●内容量 ： 1.5g×10包

品番 ： 2937　
品名 ： 10P 香りの紅茶 スパイス
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658029376］

香りの紅茶 スパイス
セイロン紅茶に数種類のスパイスをブレンド
した香り高いティー。チャイとしてミルクで出し
ても、おいしくいただけます。

●原材料 ： 紅茶、ココア末、シナモン、
　香料
●内容量 ： 1.5g×10包

品番 ： 2938　
品名 ： 10P 香りの紅茶 チョコレート
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658029383］

香りの紅茶 チョコレート
セイロン紅茶にチョコレートの香りをつけたフ
レーバーティーです。

●原材料 ： ペパーミント、レモンバーム
●内容量 ： 1.5g×10包

品番 ： 2　
品名 ： 10Pティーバッグ ペパーミント
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658000023］

ペパーミント
レモンバームで飲みやすく仕上げたさわやか
なペパーミントのティー。忙しい朝にこの一杯
で気分すっきり。

●原材料 ： ペパーミント、レモンバーム、
　ラベンダー
●内容量 ： 1.5g×10包

品番 ： 3　
品名 ： 10Pティーバッグ ラベンダー
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658000030］

ラベンダー
ポピュラーなハーブ、ラベンダーにペパーミン
トとレモンバームを加えたマイルドで飲みやす
いラベンダーティー。リラックスにどうぞ。

お得な２０包入りティーバッグ。
ホテルの客室サービス、事務所でのティータイム、ノベルティー商品などに。無地の簡易箱入。

●原材料 ： ローズ、レモンバーム
●内容量 ： 1.5g×10包

品番 ： 4　
品名 ： 10Pティーバッグ ローズ
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658000047］

ローズ
優雅なローズの香りは女性に自信を持たせ
てくれます。古代ギリシャ・ローマ時代からの
風味をお試しください。

●原材料 ： ローズヒップ、ハイビスカス
●内容量 ： 2.0×10包

品番 ： 5　
品名 ： 10Pティーバッグ ローズヒップ
価格 ： ￥350　（税率8%）
［JAN ： 4949658000054］

ローズヒップ
ローズヒップとハイビスカスの赤が美しい酸味
の効いたティー。年齢問わず人気のブレンド
です。

※商品のパッケージデザインや仕様が変わることがあります。ご了承ください。
※ドライハーブは、天産物です。栽培地の環境によって、色や形状が写真と違う場合があります。また気候やその他の条件により、価格・原産国が変わる場合があります。

カリス成城創業以来のロング・ロングヒット商品。
ハーブ初心者でも気軽に選べる、代表的な風味のラインナップです

お試しハーブティー

●内容量 ： 10包（10種×各1包）

品番 ： 5112　
品名 ： ハーブティーお試しパック10包
価格 ： ￥500　（税率8%）
［JAN ： 4949658051124］

お試し５包の５種類に、ハイビスカスレモン、
スージング、香りの紅茶ミント、香りの紅茶
ベルガモット、香りの紅茶スパイスの計１０
種類が１包ずつ入ったお試しタイプ。

●内容量 ： 5包（5種×各1包）

品番 ： 1356　
品名 ： ハーブティーお試しパック5包
価格 ： ￥250　（税率8%）
［JAN ： 4949658013566］

カモマイル、ペパーミント、ラベンダー、
ローズ、ローズヒップの５種のティー
バッグが、1包ずつ入ったお試しタイプ。

※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。

バッグが、1包ずつ入ったお試しタイプ。

ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表
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レターハーブティー

●ブレンド内容 ： カモマイルジャーマン、レモンバーベナ、
　パッションフラワー、リンデン、レモンバーム、オレンジフラワー
●内容量 ： 1.6ｇ×2包

品番 ： 2916　ロット ： 15
品名 ： レターハーブティー カモマイルナイト
価格 ： ￥250　（税率8%）
［JAN ： 4949658029161］

カモマイルナイト
カモマイルの優しい香りとレモン風味。定番のリラックスブレンドティー

●ブレンド内容 ： エキナセアトップ、エルダーフラワー、
　ヒソップ、ジンジャー、スペアミント、リコリス、ローズレッド
●内容量 ： 1.8ｇ×2包

品番 ： 2917　ロット ： 15　
品名 ： レターハーブティー コールドシーズン
価格 ： ￥250　（税率8%）
［JAN ： 4949658029178］

コールドシーズン
ぽかぽかスパイシーなジンジャーとほんのり甘い後味のブレンドティー

●ブレンド内容 ： ローズヒップ、ネトル、エルダーフラワー、
　エキナセアルート、ペパーミント、レモンバーベナ
●内容量 ： 1.6ｇ×2包

品番 ： 2918　ロット ： 15　
品名 ： レターハーブティー ネトルシーズン
価格 ： ￥250　（税率8%）
［JAN ： 4949658029185］

ネトルシーズン
ネトル+エキナセアにミントの風味。爽やか気分を誘うブレンドブレンドティー

配送箱の上ブ
タを外すと、そ
のまま什器とし
て使えます。

●ブレンド内容 ： はとむぎ茶焙煎、黒大豆、
　ストロベリーリーフ、ダンデリオンルート、ジュニパーベリー
●内容量 ： 1.6ｇ×2包

品番 ： 2927　ロット ： 15　
品名 ： レターハーブティー リファイン
価格 ： ￥250　（税率8%）
［JAN ： 4949658029277］

リファイン
芳ばしい焙煎ハトムギ+たんぽぽ。毎日飲めるすっきりブレンドブレンドティー

●ブレンド内容 ： ローズヒップ、ハイビスカス、レモンピール、
　オレンジマンダリンピール、レモングラス
●内容量 ： 2.6ｇ×2包

品番 ： 2920　ロット ： 15　
品名 ： レターハーブティー ローズヒップキュート
価格 ： ￥250　（税率8%）
［JAN ： 4949658029208］

ローズヒップキュート
女性におすすめのローズヒップとフルーティーなハーブのブレンドティー

●ブレンド内容 ： ローズヒップ、アイブライト、ハイビスカス、
　エルダーベリー、マリーゴールド
●内容量 ： 1.6ｇ×2包

品番 ： 2928　ロット ： 15　
品名 ： レターハーブティー アイブライトベリー
価格 ： ￥250　（税率8%）
［JAN ： 4949658029284］

アイブライトベリー
アイブライトがほのかに香る、甘酸っぱい爽やかなブレンドティー

配送箱（兼什器） 表面には、
ギフト感のあるリボン柄

裏面には、
ひとことが添えられる
メッセージ欄付き

什器サイズ : 幅150mm×奥行180mm×高さ105mm

什器セット価格 ： 各￥3,750　（税率8％）

●原材料 ： レモンバーム、カモマイルジャーマン、
　　　　　ペパーミント
●内容量 ： 1.5ｇ×10包

品番 ： 1081　
品名 ： 毎日飲みたいハーブティー10P
　　　カモマイル

オープン価格 ： 参考上代￥400　（税率8%）
［JAN ： 4949658010817］

カモマイル
甘い香りのカモマイルに、レモンバームと
ミントの爽やかさを加えたリラックスブレンド。

●原材料 ： ペパーミント、レモングラス
●内容量 ： 1.5ｇ×10包

品番 ： 1082
品名 ： 毎日飲みたいハーブティー10P
　　　ペパーミント

オープン価格 ： 参考上代￥400　（税率8%）
［JAN ： 4949658010824］

ペパーミント
清涼感のあるミントティーに、レモングラスの
香りをプラスした、リフレッシュブレンド。

●原材料 ： レモングラス、レモンバーム、
　　　　　ラベンダー、ステビア
●内容量 ： 1.5ｇ×10包

品番 ： 1083
品名 ： 毎日飲みたいハーブティー10P
　　　ラベンダー

オープン価格 ： 参考上代￥400　（税率8%）
［JAN ： 4949658010831］

ラベンダー
レモングラス、レモンバームの爽やかな風味に、
ほのかにラベンダーが香る、ホッとするブレンド。

●原材料 ： ルイボス、ペパーミント、
　　　　　レモン果皮
●内容量 ： 1.5ｇ×10包

品番 ： 1084
品名 ： 毎日飲みたいハーブティー10P
　　　ルイボス

ルイボス
ルイボスのコクのある風味に、さっぱりとしたレモンの
香りを合わせたヘルシー＆ビューティーブレンド。

●原材料 ： ローズヒップ、ハイビスカス、
　　　　　ステビア、レモングラス、レモン果皮
●内容量：1.5ｇ×10包
品番 ： 1085
品名 ： 毎日飲みたいハーブティー10P
　　　ローズヒップ

ローズヒップ
ローズヒップとハイビスカスの甘酸っぱい風味が、
気分まで元気にしてくれそうなブレンド。

リラックス・食後に リラックス・お休み前に

美容・お食事と一緒に 美容・午後のティータイムに

リフレッシュ・食後に

袋サイズ：横115mm×縦146mm

パッケージ
で

アピール！

・ブレンド目的
・飲むタイミング

・カフェインゼロ
・無香料・無着色
・アイスでも美味しい　

毎日飲みたいハーブティー 初めてハーブティーを飲む方にも、「美味しい」と言わせる 定番ブレンド。
お湯を注いで約 1分で飲み頃になります

オープン価格 ： 参考上代￥400　（税率8%）
［JAN ： 4949658010848］

オープン価格 ： 参考上代￥400　（税率8%）
［JAN ： 4949658010855］

※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。

はじまりの新月は気持ちの切替えに適した時期。ミントやレモン
グラスなどの爽やかなハーブで、リフレッシュしましょう。新月の
日を中心に７日間で飲むのがおすすめ。

パワーを蓄える上弦の月は美容におすすめの時期。ローズヒッ
プやハイビスカスなどのビューティハーブで、自分磨きを。上弦の
月を中心に７日間で飲むのがおすすめ。

陽と陰の力があふれる満月は感情が乱れやすい時期。カモ
マイルやリンデンなどのリラックスハーブで、上手にコントロー
ルを。満月の日を中心に７日間で飲むのがおすすめ。

パワーを放出する下弦の月は余分なものを手放すのに適した時
期。ジンジャーやジュニパーなどのスッキリハーブで、軽やかに。下
弦の月を中心に７日間で飲むのがおすすめ。

月の満ち欠けの神秘的な動きに合わせて、自分の内面に耳を澄ませ、
飲み分けを楽しむ、ブレンドティー。年間を通じて、人気のアイテムです

●1.6g×7包
●ブレンド内容：スペアミント、レモンピール、レモングラス、
　フェンネル、マリーゴールド

品番：2334
品名：ハーブティー 新月 7TB
価格：￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658023343］

●内容量：1.6g×7包
●ブレンド内容：ネトルリーフ、レモングラス、
　ローズ、ジュニパベリー、ジンジャー

品番：2337
品名：ハーブティー 下弦ノ月 7TB
価格：¥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658023374］

●内容量：2.6g×7包
●ブレンド内容：レモンバーム、オレンジビターピール、
　エルダーフラワー、ローズヒップ、ハイビスカス、ステビア

品番：2335
品名：ハーブティー 上弦ノ月 7TB
価格：¥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658023350］

●内容量：1.6g×7包
●ブレンド内容：オレンジマンダリンピール、カモマイルジャーマン、
　リンデン、レディースマントル、オレンジフラワー

品番：2336
品名：ハーブティー 満月 7TB
価格：¥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658023367］

月のハーブティー

有機ロールドティー

インドネシアで有機JAS認証を取得しているお茶シリーズ

＜お茶の発酵＞
低 高

品番：4270
品名：緑茶ロールドオーガニック20ｇ
価格：¥600　（税率8%）
[JAN:4949658042702]

品番：4271
品名：緑茶ロールドオーガニック100ｇ
価格：¥1,800　（税率8%）
[JAN:4949658042719]

品番：4272
品名：緑茶ロールドオーガニック500ｇ
価格：¥7,000　（税率8%）
[JAN:4949658042726]

品番：4273
品名：ウーロン茶ライトロールドオーガニック20ｇ
価格：¥600　（税率8%）
[JAN:4949658042733]

品番：4274
品名：ウーロン茶ライトロールドオーガニック100ｇ
価格：¥1,800　（税率8%）
[JAN:4949658042740]

品番：4275
品名：ウーロン茶ライトロールドオーガニック500ｇ
価格：¥7,000　（税率8%）
[JAN:4949658042757]

品番：4276
品名：ウーロン茶ミディアムロールドオーガニック20ｇ
価格：¥600　（税率8%）
[JAN:4949658042764]

品番：4277
品名：ウーロン茶ミディアムロールドオーガニック100ｇ
価格：¥1,800　（税率8%）
[JAN:4949658042771]

品番：4278
品名：ウーロン茶ミディアムロールドオーガニック500ｇ
価格：¥7,000　（税率8%）
[JAN:4949658042788]

品番：4279
品名：紅茶ロールドオーガニック20ｇ
価格：¥600　（税率8%）
[JAN:4949658042795]

品番：4280
品名：紅茶ロールドオーガニック100ｇ
価格：¥1,800　（税率8%）
[JAN:4949658042801]

品番：4281
品名：紅茶ロールドオーガニック500ｇ
価格：¥7,000　（税率8%）
[JAN:4949658042818]

清 し々く凛とした香りで
ほのかな甘みが広がります。

中程度の発酵度合いのウーロン茶。
爽やかなコクと旨みが感じられます。

軽い発酵度合いのウーロン茶。
花や果実を思わせる華やかな風味。

柑橘のような味わいと甘み
フローラルな香気が漂います。

茶の木（ツバキ科）から作られる緑茶、ウーロン茶、紅茶は、茶葉に含まれる酸化酵素とカテキンなどのポリフェノー
ルが揉捻されることで「発酵」が進みます。その進み具合の違いで生じる、味と香りの違いをお楽しみください

茶葉がロール状に揉捻されているので、風味を逃がさず、煎れるほどに香り成分が広がっていきます。淹れるごと
に茶葉がひらいていきますので、1回で2～3煎お召し上がりいただき、移り変わる香りや風味をお楽しみください

農園はインドネシアのミネラル豊富な山岳地帯にあり、
朝夕には霧に覆われることから、旨み成分を多く含むお茶が育ちます。

発酵をある程度行い
熱を加え止める。
優雅な香りが特徴。

発酵を十分に行って
作られる。様 な々香り
と芳醇なコクが特徴。

熱を加えることで酸化酵素
の働きを止める。緑の葉色
と爽やかな風味が特徴。

不発酵
緑茶

半発酵 発酵茶
ウーロン茶
（青茶） 紅茶

ギフトに

オススメ

ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表

封筒の中に、人気のティーバッグが 2包。
メッセージが書ける小さなギフトとしておすすめです

P48～50に「Moon & Herb」シリーズを記載しています。
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レターハーブティー

●ブレンド内容 ： カモマイルジャーマン、レモンバーベナ、
　パッションフラワー、リンデン、レモンバーム、オレンジフラワー
●内容量 ： 1.6ｇ×2包

品番 ： 2916　ロット ： 15
品名 ： レターハーブティー カモマイルナイト
価格 ： ￥250　（税率8%）
［JAN ： 4949658029161］

カモマイルナイト
カモマイルの優しい香りとレモン風味。定番のリラックスブレンドティー

●ブレンド内容 ： エキナセアトップ、エルダーフラワー、
　ヒソップ、ジンジャー、スペアミント、リコリス、ローズレッド
●内容量 ： 1.8ｇ×2包

品番 ： 2917　ロット ： 15　
品名 ： レターハーブティー コールドシーズン
価格 ： ￥250　（税率8%）
［JAN ： 4949658029178］

コールドシーズン
ぽかぽかスパイシーなジンジャーとほんのり甘い後味のブレンドティー

●ブレンド内容 ： ローズヒップ、ネトル、エルダーフラワー、
　エキナセアルート、ペパーミント、レモンバーベナ
●内容量 ： 1.6ｇ×2包

品番 ： 2918　ロット ： 15　
品名 ： レターハーブティー ネトルシーズン
価格 ： ￥250　（税率8%）
［JAN ： 4949658029185］

ネトルシーズン
ネトル+エキナセアにミントの風味。爽やか気分を誘うブレンドブレンドティー

配送箱の上ブ
タを外すと、そ
のまま什器とし
て使えます。

●ブレンド内容 ： はとむぎ茶焙煎、黒大豆、
　ストロベリーリーフ、ダンデリオンルート、ジュニパーベリー
●内容量 ： 1.6ｇ×2包

品番 ： 2927　ロット ： 15　
品名 ： レターハーブティー リファイン
価格 ： ￥250　（税率8%）
［JAN ： 4949658029277］

リファイン
芳ばしい焙煎ハトムギ+たんぽぽ。毎日飲めるすっきりブレンドブレンドティー

●ブレンド内容 ： ローズヒップ、ハイビスカス、レモンピール、
　オレンジマンダリンピール、レモングラス
●内容量 ： 2.6ｇ×2包

品番 ： 2920　ロット ： 15　
品名 ： レターハーブティー ローズヒップキュート
価格 ： ￥250　（税率8%）
［JAN ： 4949658029208］

ローズヒップキュート
女性におすすめのローズヒップとフルーティーなハーブのブレンドティー

●ブレンド内容 ： ローズヒップ、アイブライト、ハイビスカス、
　エルダーベリー、マリーゴールド
●内容量 ： 1.6ｇ×2包

品番 ： 2928　ロット ： 15　
品名 ： レターハーブティー アイブライトベリー
価格 ： ￥250　（税率8%）
［JAN ： 4949658029284］

アイブライトベリー
アイブライトがほのかに香る、甘酸っぱい爽やかなブレンドティー

配送箱（兼什器） 表面には、
ギフト感のあるリボン柄

裏面には、
ひとことが添えられる
メッセージ欄付き

什器サイズ : 幅150mm×奥行180mm×高さ105mm

什器セット価格 ： 各￥3,750　（税率8％）

●原材料 ： レモンバーム、カモマイルジャーマン、
　　　　　ペパーミント
●内容量 ： 1.5ｇ×10包

品番 ： 1081　
品名 ： 毎日飲みたいハーブティー10P
　　　カモマイル

オープン価格 ： 参考上代￥400　（税率8%）
［JAN ： 4949658010817］

カモマイル
甘い香りのカモマイルに、レモンバームと
ミントの爽やかさを加えたリラックスブレンド。

●原材料 ： ペパーミント、レモングラス
●内容量 ： 1.5ｇ×10包

品番 ： 1082
品名 ： 毎日飲みたいハーブティー10P
　　　ペパーミント

オープン価格 ： 参考上代￥400　（税率8%）
［JAN ： 4949658010824］

ペパーミント
清涼感のあるミントティーに、レモングラスの
香りをプラスした、リフレッシュブレンド。

●原材料 ： レモングラス、レモンバーム、
　　　　　ラベンダー、ステビア
●内容量 ： 1.5ｇ×10包

品番 ： 1083
品名 ： 毎日飲みたいハーブティー10P
　　　ラベンダー

オープン価格 ： 参考上代￥400　（税率8%）
［JAN ： 4949658010831］

ラベンダー
レモングラス、レモンバームの爽やかな風味に、
ほのかにラベンダーが香る、ホッとするブレンド。

●原材料 ： ルイボス、ペパーミント、
　　　　　レモン果皮
●内容量 ： 1.5ｇ×10包

品番 ： 1084
品名 ： 毎日飲みたいハーブティー10P
　　　ルイボス

ルイボス
ルイボスのコクのある風味に、さっぱりとしたレモンの
香りを合わせたヘルシー＆ビューティーブレンド。

●原材料 ： ローズヒップ、ハイビスカス、
　　　　　ステビア、レモングラス、レモン果皮
●内容量：1.5ｇ×10包
品番 ： 1085
品名 ： 毎日飲みたいハーブティー10P
　　　ローズヒップ

ローズヒップ
ローズヒップとハイビスカスの甘酸っぱい風味が、
気分まで元気にしてくれそうなブレンド。

リラックス・食後に リラックス・お休み前に

美容・お食事と一緒に 美容・午後のティータイムに

リフレッシュ・食後に

袋サイズ：横115mm×縦146mm

パッケージ
で

アピール！

・ブレンド目的
・飲むタイミング

・カフェインゼロ
・無香料・無着色
・アイスでも美味しい　

毎日飲みたいハーブティー 初めてハーブティーを飲む方にも、「美味しい」と言わせる 定番ブレンド。
お湯を注いで約 1分で飲み頃になります

オープン価格 ： 参考上代￥400　（税率8%）
［JAN ： 4949658010848］

オープン価格 ： 参考上代￥400　（税率8%）
［JAN ： 4949658010855］

※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。

はじまりの新月は気持ちの切替えに適した時期。ミントやレモン
グラスなどの爽やかなハーブで、リフレッシュしましょう。新月の
日を中心に７日間で飲むのがおすすめ。

パワーを蓄える上弦の月は美容におすすめの時期。ローズヒッ
プやハイビスカスなどのビューティハーブで、自分磨きを。上弦の
月を中心に７日間で飲むのがおすすめ。

陽と陰の力があふれる満月は感情が乱れやすい時期。カモ
マイルやリンデンなどのリラックスハーブで、上手にコントロー
ルを。満月の日を中心に７日間で飲むのがおすすめ。

パワーを放出する下弦の月は余分なものを手放すのに適した時
期。ジンジャーやジュニパーなどのスッキリハーブで、軽やかに。下
弦の月を中心に７日間で飲むのがおすすめ。

月の満ち欠けの神秘的な動きに合わせて、自分の内面に耳を澄ませ、
飲み分けを楽しむ、ブレンドティー。年間を通じて、人気のアイテムです

●1.6g×7包
●ブレンド内容：スペアミント、レモンピール、レモングラス、
　フェンネル、マリーゴールド

品番：2334
品名：ハーブティー 新月 7TB
価格：￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658023343］

●内容量：1.6g×7包
●ブレンド内容：ネトルリーフ、レモングラス、
　ローズ、ジュニパベリー、ジンジャー

品番：2337
品名：ハーブティー 下弦ノ月 7TB
価格：¥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658023374］

●内容量：2.6g×7包
●ブレンド内容：レモンバーム、オレンジビターピール、
　エルダーフラワー、ローズヒップ、ハイビスカス、ステビア

品番：2335
品名：ハーブティー 上弦ノ月 7TB
価格：¥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658023350］

●内容量：1.6g×7包
●ブレンド内容：オレンジマンダリンピール、カモマイルジャーマン、
　リンデン、レディースマントル、オレンジフラワー

品番：2336
品名：ハーブティー 満月 7TB
価格：¥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658023367］

月のハーブティー

有機ロールドティー

インドネシアで有機JAS認証を取得しているお茶シリーズ

＜お茶の発酵＞
低 高

品番：4270
品名：緑茶ロールドオーガニック20ｇ
価格：¥600　（税率8%）
[JAN:4949658042702]

品番：4271
品名：緑茶ロールドオーガニック100ｇ
価格：¥1,800　（税率8%）
[JAN:4949658042719]

品番：4272
品名：緑茶ロールドオーガニック500ｇ
価格：¥7,000　（税率8%）
[JAN:4949658042726]

品番：4273
品名：ウーロン茶ライトロールドオーガニック20ｇ
価格：¥600　（税率8%）
[JAN:4949658042733]

品番：4274
品名：ウーロン茶ライトロールドオーガニック100ｇ
価格：¥1,800　（税率8%）
[JAN:4949658042740]

品番：4275
品名：ウーロン茶ライトロールドオーガニック500ｇ
価格：¥7,000　（税率8%）
[JAN:4949658042757]

品番：4276
品名：ウーロン茶ミディアムロールドオーガニック20ｇ
価格：¥600　（税率8%）
[JAN:4949658042764]

品番：4277
品名：ウーロン茶ミディアムロールドオーガニック100ｇ
価格：¥1,800　（税率8%）
[JAN:4949658042771]

品番：4278
品名：ウーロン茶ミディアムロールドオーガニック500ｇ
価格：¥7,000　（税率8%）
[JAN:4949658042788]

品番：4279
品名：紅茶ロールドオーガニック20ｇ
価格：¥600　（税率8%）
[JAN:4949658042795]

品番：4280
品名：紅茶ロールドオーガニック100ｇ
価格：¥1,800　（税率8%）
[JAN:4949658042801]

品番：4281
品名：紅茶ロールドオーガニック500ｇ
価格：¥7,000　（税率8%）
[JAN:4949658042818]

清 し々く凛とした香りで
ほのかな甘みが広がります。

中程度の発酵度合いのウーロン茶。
爽やかなコクと旨みが感じられます。

軽い発酵度合いのウーロン茶。
花や果実を思わせる華やかな風味。

柑橘のような味わいと甘み
フローラルな香気が漂います。

茶の木（ツバキ科）から作られる緑茶、ウーロン茶、紅茶は、茶葉に含まれる酸化酵素とカテキンなどのポリフェノー
ルが揉捻されることで「発酵」が進みます。その進み具合の違いで生じる、味と香りの違いをお楽しみください

茶葉がロール状に揉捻されているので、風味を逃がさず、煎れるほどに香り成分が広がっていきます。淹れるごと
に茶葉がひらいていきますので、1回で2～3煎お召し上がりいただき、移り変わる香りや風味をお楽しみください

農園はインドネシアのミネラル豊富な山岳地帯にあり、
朝夕には霧に覆われることから、旨み成分を多く含むお茶が育ちます。

発酵をある程度行い
熱を加え止める。
優雅な香りが特徴。

発酵を十分に行って
作られる。様 な々香り
と芳醇なコクが特徴。

熱を加えることで酸化酵素
の働きを止める。緑の葉色
と爽やかな風味が特徴。

不発酵
緑茶

半発酵 発酵茶
ウーロン茶
（青茶） 紅茶

ギフトに

オススメ

ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表

封筒の中に、人気のティーバッグが 2包。
メッセージが書ける小さなギフトとしておすすめです

P48～50に「Moon & Herb」シリーズを記載しています。
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●原材料 ： ローズヒップ、ハイビスカス、ヒース、レモングラス、
　ローズレッド
●1TBの内容量 ： 2.6g

品番 ： 7760　
品名 ： サプリブレンド ローズヒップビーナス 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658077605］　
品番 ： 7765　
品名 ： サプリブレンド ローズヒップビーナス 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658077650］

ローズヒップビーナス

ハーブ専門店が目的に合わせてブレンドした、
自信のレシピ。ハーブ本来の自然な風味と
飲みやすさにこだわりました

テトラ型ティーバッグ サプリブレンド

シトラスブレンド

ローズヒップとハイビスカスのさわやかな酸味にローズ、ヒース、レモング
ラスのほのかな甘みのあるハーブティーです。ハイビスカスの赤色が美
しく、女性の美容と健康におすすめのブレンドです。

●原材料 ： カモマイルジャーマン、レモンバーベナ、
　パッションフラワー、リンデン、レモンバーム、オレンジフラワー
●1TBの内容量 ： 1.6g　

品番 ： 7761　
品名 ： サプリブレンド カモマイルナイト 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658077612］　
品番 ： 7766　
品名 ： サプリブレンド カモマイルナイト 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658077667］

カモマイルナイト
カモマイルの優しい香りと、レモンバームとレモンバーベナの香りが心地よい
ハーブティーです。ヨーロッパで伝統的に受け継がれてきたブレンドをアレン
ジし、よりおいしくリラックスできるハーブティーに仕上げました。

●原材料 ： エキナセアトップ、エルダーフラワー、ヒソップ、
　ジンジャー、スペアミント、リコリス、ローズレッド
●1TBの内容量 ： 1.8g　

品番 ： 7762　
品名 ： サプリブレンド コールドシーズン 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658077629］　
品番 ： 7767　
品名 ： サプリブレンド コールドシーズン 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658077674］

コールドシーズン
エキナセア、エルダー、ヒソップに、香り高いジンジャーとすっきりとした味
わいのスペアミントのブレンドです。スパイシーですっきりとした味わいで
後味にリコリスの甘味がおいしいハーブティーです。

●原材料 ： ローズヒップ、ネトルリーフ、エルダーフラワー、
　エキナセアルート、ペパーミント、レモンバーベナ
●1TBの内容量 ： 1.6g　

品番 ： 7763　
品名 ： サプリブレンド ネトルシーズン 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658077636］　
品番 ： 7768　
品名 ： サプリブレンド ネトルシーズン 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658077681］

ネトルシーズン
ネトル、エルダー、エキナセアにスーッとミントの香りが気持ちの良いブレ
ンドです。ほんのりレモン風味で豊かな味わいのハーブティーです。気
分をリフレッシュしたい季節におすすめです。

●原材料 ： はとむぎ茶焙煎、黒大豆、ストロベリーリーフ、
　ダンデリオンルート、ジュニパーベリー
●1TBの内容量 ： 1.6g　

品番 ： 7811　
品名 ： サプリブレンド リファイン 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658078114］　
品番 ： 7812　
品名 ： サプリブレンド リファイン 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658078121］

リファイン
焙煎ハトムギ、黒豆、ダンデリオン、ジュニパーベリーなど香ばしい風味
のとてもやさしい味わいで毎日飲んでも飽きのこないハーブティーです。

●原材料 ： ローズヒップ、ハイビスカス、レモンピール、
　オレンジマンダリンピール、レモングラス
●1TBの内容量 ： 2.6g　

品番 ： 7797　
品名 ： サプリブレンド ローズヒップキュート 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658077971］　
品番 ： 7804　
品名 ： サプリブレンド ローズヒップキュート 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658078046］

ローズヒップキュート
ローズヒップ、ハイビスカス、レモングラス、レモンピール、オレンジピールの
ブレンドです。爽やかな香りにフルーティーな味わいのハーブティー。
夏場のアイスティーにもおすすめです。

●原材料 ： ペパーミント、ルイボス、ジュニパーベリー、フェンネル
●1TBの内容量 ： 1.6g

品番 ： 7798　
品名 ： サプリブレンド ルイボスフィット 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658077988］　
品番 ： 7805　
品名 ： サプリブレンド ルイボスフィット 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658078053］

ルイボスフィット
ルイボスティーをベースにペパーミント、ジュニパーベリー、フェンネルの
ブレンドです。ルイボスティーとペパーミントの相性がとても良いすっきりし
た味わいのハーブティーです。

●原材料 ： ローズレッド、ハイビスカス、ローズマリー、ラベンダー
●1TBの内容量 ： 1.6g　

品番 ： 7799　
品名 ： サプリブレンド アフタヌーンローズ 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658077995］　
品番 ： 7806　
品名 ： サプリブレンド アフタヌーンローズ 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658078060］

アフタヌーンローズ
ローズ、ハイビスカス、ローズマリー、ラベンダーのブレンドです。ローズの
優雅な香りとほんのりと香るラベンダー。リラックスタイムにおすすめのハ
ーブティーです。

●原材料 ： レモンバーベナ、ローズレッド、カモマイルジャーマン、
　マリーゴールド、レディースマントル、ラベンダー
●1TBの内容量 ： 1.6g　

品番 ： 7800　
品名 ： サプリブレンド ディアレディ 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658078008］　
品番 ： 7807　
品名 ： サプリブレンド ディアレディ 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658078077］

ディアレディ
レモンバーベナ、レディースマントル、カモマイル、ラベンダー、ローズ、マリ
ーゴールドのブレンドです。自然の恵みを感じさせるフラワリーで豊かな
香りの女性のためのハーブティーです。

●原材料 ： ローズヒップ、アイブライト、ハイビスカス、
　エルダーベリー、マリーゴールド
●1TBの内容量 ： 1.6g　

品番 ： 7813　
品名 ： サプリブレンド アイブライトベリー 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658078138］　
品番 ： 7814　
品名 ： サプリブレンド アイブライトベリー 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658078145］

アイブライトベリー
アイブライト、エルダーベリー、ハイビスカス、ローズヒップ、マリーゴールドの
ブレンドです。ローズヒップとハイビスカスの爽やかな酸味に、エルダーベリ
ーの甘酸っぱい風味がほのかに香るフルーティーなハーブティーです。

品番 ： 6260050　
品名 ： クリップシーラー Ｚ－1 ★
価格 ： ￥3,980
［JAN ： 4536975000050］
●サイズ ： 幅225mm × 奥行き47mm×高さ72mm
●重さ ： 205g
●シール寸法 ： 2mm × 200mm
●電力 ： 100Ｖ
●電圧 ： 200W
●付属品 ： 交換用フッ素樹脂テープ２本

品番 ： 6260003　
品名 ： クリップシーラーＺ－１
　　　　交換用 フッ素樹脂テープ ２．５ｍ ★
価格 ： ￥550
［JAN ： 4536975000036］

品番 ： 6260007　
品名 ： クリップシーラーＺ－１交換ヒーター ★
価格 ： ￥1,130
［JAN ： 4536975000074］

●原材料 ： ミルクシスル、レモングラス、ローズヒップ、
　フェンネル、ペパーミント
●1TBの内容量 ： 1.6g　

品番 ： 7802　
品名 ： サプリブレンド ミントフレッシュ 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658078022］　
品番 ： 7809　
品名 ： サプリブレンド ミントフレッシュ 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658078091］

ミントフレッシュ
ミルクシスル、ローズヒップ、レモングラス、ペパーミント、フェンネルのブレン
ドです。スーッとペパーミントが気持ちいい爽快感のある味わいのハー
ブティーです。リフレッシュしたい時におすすめです。

「サプリブレンド」で人気の6種
を、かわいいレター型封筒に2
包入れました。お試し、プチギ
フト需要に。

袋の口を挟んでボタ
ンを押すだけの簡単
シーラー。
余熱なしで使えるの
で、ハーブ原料保存
や、小袋製品のパッキ
ングに活躍します。

片手でも、袋を立てた
状態でも使えます。

●原材料 ： アニスシード、フェンネル、レディースマントル、
　アンジェリカ、ストロベリーリーフ、チェストベリー、
　ブラックコーホーシュ　
●1TBの内容量 ： 2.6g

品番 ： 7770　
品名 ： サプリブレンド フォーウィメン 16TB
価格 ： ￥1,200　（税率8％）
［JAN ： 4949658077704］　
品番 ： 7771　
品名 ： サプリブレンド フォーウィメン 60TB
価格 ： ￥3,600　（税率8％）
［JAN ： 4949658077711］

フォーウィメン
北米原産のブラックコーホーシュ、レディースマントルなど、バランスを考
えてブレンドした女性のためのハーブティー。
スパイシーさもプラスして、飲みやすい癒しの風味です。

※テトラ型のティーバッグは、超音波でカット・接着をしていますので、合成接着剤・ホチキスを使用していません。
　中身が綺麗に見えるので、抽出の様子を見ることができます。また、ティーバッグの中で茶葉が動き、香り高く抽出してくれます。

※ドライハーブは、天産物です。栽培地の環境によって、色や形状が写真と違う場合がございます。
　また気候やその他の要因により、価格・原産国が変わる場合がございます。

＊合成香料、人工甘味料は使用しておりません。

クリップシーラー
押すだけ簡単ハンドシーラー。
0.5 秒で圧着、ハーブや小袋の保存に ！

シトラスジューシー

●ブレンド内容 : 
レモンマートル、ジンジャー、ルイボス、
オレンジビターピール、アニスシード、フェンネル、カシア、
クローブ、ステビア
●内容量 ： 2.4ｇ×１６包

品番：２３２６
品名：ハーブティー シトラスジューシー 16TB
価格：¥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658023268］

シトラスミント

●ブレンド内容 : 
ペパーミント、レモンバーム、オレンジマンダリンピール、
レモンピール、エルダーフラワー、レモンマートル、
ステビア
●内容量 ： 2.4ｇ×１６包

品番：２３２７
品名：ハーブティー シトラスミント 16TB
価格：¥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658023275］

口当たりは甘く、レモンのような爽やかな風
味。レモンマートルとルイボスをベースに、
隠し味にスパイスをプラスし、飲んだ後に、
じんわり温まります。冷房で内臓が冷える
夏に、また芯から温まりたい冬にもおすす
めしたいブレンドです。

ミントのスーッとした清涼感にフルーティな
香りのブレンドです。アクセントにマスカット
のようなほのかに甘い香りのエルダーをプ
ラス。レモンマートルの香りとペパーミントの
絶妙なハーモニーをお楽しみください。

※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。
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●原材料 ： ローズヒップ、ハイビスカス、ヒース、レモングラス、
　ローズレッド
●1TBの内容量 ： 2.6g

品番 ： 7760　
品名 ： サプリブレンド ローズヒップビーナス 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658077605］　
品番 ： 7765　
品名 ： サプリブレンド ローズヒップビーナス 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658077650］

ローズヒップビーナス

ハーブ専門店が目的に合わせてブレンドした、
自信のレシピ。ハーブ本来の自然な風味と
飲みやすさにこだわりました

テトラ型ティーバッグ サプリブレンド

シトラスブレンド

ローズヒップとハイビスカスのさわやかな酸味にローズ、ヒース、レモング
ラスのほのかな甘みのあるハーブティーです。ハイビスカスの赤色が美
しく、女性の美容と健康におすすめのブレンドです。

●原材料 ： カモマイルジャーマン、レモンバーベナ、
　パッションフラワー、リンデン、レモンバーム、オレンジフラワー
●1TBの内容量 ： 1.6g　

品番 ： 7761　
品名 ： サプリブレンド カモマイルナイト 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658077612］　
品番 ： 7766　
品名 ： サプリブレンド カモマイルナイト 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658077667］

カモマイルナイト
カモマイルの優しい香りと、レモンバームとレモンバーベナの香りが心地よい
ハーブティーです。ヨーロッパで伝統的に受け継がれてきたブレンドをアレン
ジし、よりおいしくリラックスできるハーブティーに仕上げました。

●原材料 ： エキナセアトップ、エルダーフラワー、ヒソップ、
　ジンジャー、スペアミント、リコリス、ローズレッド
●1TBの内容量 ： 1.8g　

品番 ： 7762　
品名 ： サプリブレンド コールドシーズン 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658077629］　
品番 ： 7767　
品名 ： サプリブレンド コールドシーズン 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658077674］

コールドシーズン
エキナセア、エルダー、ヒソップに、香り高いジンジャーとすっきりとした味
わいのスペアミントのブレンドです。スパイシーですっきりとした味わいで
後味にリコリスの甘味がおいしいハーブティーです。

●原材料 ： ローズヒップ、ネトルリーフ、エルダーフラワー、
　エキナセアルート、ペパーミント、レモンバーベナ
●1TBの内容量 ： 1.6g　

品番 ： 7763　
品名 ： サプリブレンド ネトルシーズン 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658077636］　
品番 ： 7768　
品名 ： サプリブレンド ネトルシーズン 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658077681］

ネトルシーズン
ネトル、エルダー、エキナセアにスーッとミントの香りが気持ちの良いブレ
ンドです。ほんのりレモン風味で豊かな味わいのハーブティーです。気
分をリフレッシュしたい季節におすすめです。

●原材料 ： はとむぎ茶焙煎、黒大豆、ストロベリーリーフ、
　ダンデリオンルート、ジュニパーベリー
●1TBの内容量 ： 1.6g　

品番 ： 7811　
品名 ： サプリブレンド リファイン 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658078114］　
品番 ： 7812　
品名 ： サプリブレンド リファイン 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658078121］

リファイン
焙煎ハトムギ、黒豆、ダンデリオン、ジュニパーベリーなど香ばしい風味
のとてもやさしい味わいで毎日飲んでも飽きのこないハーブティーです。

●原材料 ： ローズヒップ、ハイビスカス、レモンピール、
　オレンジマンダリンピール、レモングラス
●1TBの内容量 ： 2.6g　

品番 ： 7797　
品名 ： サプリブレンド ローズヒップキュート 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658077971］　
品番 ： 7804　
品名 ： サプリブレンド ローズヒップキュート 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658078046］

ローズヒップキュート
ローズヒップ、ハイビスカス、レモングラス、レモンピール、オレンジピールの
ブレンドです。爽やかな香りにフルーティーな味わいのハーブティー。
夏場のアイスティーにもおすすめです。

●原材料 ： ペパーミント、ルイボス、ジュニパーベリー、フェンネル
●1TBの内容量 ： 1.6g

品番 ： 7798　
品名 ： サプリブレンド ルイボスフィット 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658077988］　
品番 ： 7805　
品名 ： サプリブレンド ルイボスフィット 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658078053］

ルイボスフィット
ルイボスティーをベースにペパーミント、ジュニパーベリー、フェンネルの
ブレンドです。ルイボスティーとペパーミントの相性がとても良いすっきりし
た味わいのハーブティーです。

●原材料 ： ローズレッド、ハイビスカス、ローズマリー、ラベンダー
●1TBの内容量 ： 1.6g　

品番 ： 7799　
品名 ： サプリブレンド アフタヌーンローズ 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658077995］　
品番 ： 7806　
品名 ： サプリブレンド アフタヌーンローズ 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658078060］

アフタヌーンローズ
ローズ、ハイビスカス、ローズマリー、ラベンダーのブレンドです。ローズの
優雅な香りとほんのりと香るラベンダー。リラックスタイムにおすすめのハ
ーブティーです。

●原材料 ： レモンバーベナ、ローズレッド、カモマイルジャーマン、
　マリーゴールド、レディースマントル、ラベンダー
●1TBの内容量 ： 1.6g　

品番 ： 7800　
品名 ： サプリブレンド ディアレディ 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658078008］　
品番 ： 7807　
品名 ： サプリブレンド ディアレディ 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658078077］

ディアレディ
レモンバーベナ、レディースマントル、カモマイル、ラベンダー、ローズ、マリ
ーゴールドのブレンドです。自然の恵みを感じさせるフラワリーで豊かな
香りの女性のためのハーブティーです。

●原材料 ： ローズヒップ、アイブライト、ハイビスカス、
　エルダーベリー、マリーゴールド
●1TBの内容量 ： 1.6g　

品番 ： 7813　
品名 ： サプリブレンド アイブライトベリー 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658078138］　
品番 ： 7814　
品名 ： サプリブレンド アイブライトベリー 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658078145］

アイブライトベリー
アイブライト、エルダーベリー、ハイビスカス、ローズヒップ、マリーゴールドの
ブレンドです。ローズヒップとハイビスカスの爽やかな酸味に、エルダーベリ
ーの甘酸っぱい風味がほのかに香るフルーティーなハーブティーです。

品番 ： 6260050　
品名 ： クリップシーラー Ｚ－1 ★
価格 ： ￥3,980
［JAN ： 4536975000050］
●サイズ ： 幅225mm × 奥行き47mm×高さ72mm
●重さ ： 205g
●シール寸法 ： 2mm × 200mm
●電力 ： 100Ｖ
●電圧 ： 200W
●付属品 ： 交換用フッ素樹脂テープ２本

品番 ： 6260003　
品名 ： クリップシーラーＺ－１
　　　　交換用 フッ素樹脂テープ ２．５ｍ ★
価格 ： ￥550
［JAN ： 4536975000036］

品番 ： 6260007　
品名 ： クリップシーラーＺ－１交換ヒーター ★
価格 ： ￥1,130
［JAN ： 4536975000074］

●原材料 ： ミルクシスル、レモングラス、ローズヒップ、
　フェンネル、ペパーミント
●1TBの内容量 ： 1.6g　

品番 ： 7802　
品名 ： サプリブレンド ミントフレッシュ 16TB
価格 ： ￥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658078022］　
品番 ： 7809　
品名 ： サプリブレンド ミントフレッシュ 60TB
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658078091］

ミントフレッシュ
ミルクシスル、ローズヒップ、レモングラス、ペパーミント、フェンネルのブレン
ドです。スーッとペパーミントが気持ちいい爽快感のある味わいのハー
ブティーです。リフレッシュしたい時におすすめです。

「サプリブレンド」で人気の6種
を、かわいいレター型封筒に2
包入れました。お試し、プチギ
フト需要に。

袋の口を挟んでボタ
ンを押すだけの簡単
シーラー。
余熱なしで使えるの
で、ハーブ原料保存
や、小袋製品のパッキ
ングに活躍します。

片手でも、袋を立てた
状態でも使えます。

●原材料 ： アニスシード、フェンネル、レディースマントル、
　アンジェリカ、ストロベリーリーフ、チェストベリー、
　ブラックコーホーシュ　
●1TBの内容量 ： 2.6g

品番 ： 7770　
品名 ： サプリブレンド フォーウィメン 16TB
価格 ： ￥1,200　（税率8％）
［JAN ： 4949658077704］　
品番 ： 7771　
品名 ： サプリブレンド フォーウィメン 60TB
価格 ： ￥3,600　（税率8％）
［JAN ： 4949658077711］

フォーウィメン
北米原産のブラックコーホーシュ、レディースマントルなど、バランスを考
えてブレンドした女性のためのハーブティー。
スパイシーさもプラスして、飲みやすい癒しの風味です。

※テトラ型のティーバッグは、超音波でカット・接着をしていますので、合成接着剤・ホチキスを使用していません。
　中身が綺麗に見えるので、抽出の様子を見ることができます。また、ティーバッグの中で茶葉が動き、香り高く抽出してくれます。

※ドライハーブは、天産物です。栽培地の環境によって、色や形状が写真と違う場合がございます。
　また気候やその他の要因により、価格・原産国が変わる場合がございます。

＊合成香料、人工甘味料は使用しておりません。

クリップシーラー
押すだけ簡単ハンドシーラー。
0.5 秒で圧着、ハーブや小袋の保存に ！

シトラスジューシー

●ブレンド内容 : 
レモンマートル、ジンジャー、ルイボス、
オレンジビターピール、アニスシード、フェンネル、カシア、
クローブ、ステビア
●内容量 ： 2.4ｇ×１６包

品番：２３２６
品名：ハーブティー シトラスジューシー 16TB
価格：¥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658023268］

シトラスミント

●ブレンド内容 : 
ペパーミント、レモンバーム、オレンジマンダリンピール、
レモンピール、エルダーフラワー、レモンマートル、
ステビア
●内容量 ： 2.4ｇ×１６包

品番：２３２７
品名：ハーブティー シトラスミント 16TB
価格：¥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658023275］

口当たりは甘く、レモンのような爽やかな風
味。レモンマートルとルイボスをベースに、
隠し味にスパイスをプラスし、飲んだ後に、
じんわり温まります。冷房で内臓が冷える
夏に、また芯から温まりたい冬にもおすす
めしたいブレンドです。

ミントのスーッとした清涼感にフルーティな
香りのブレンドです。アクセントにマスカット
のようなほのかに甘い香りのエルダーをプ
ラス。レモンマートルの香りとペパーミントの
絶妙なハーモニーをお楽しみください。

※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。
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●ブレンド内容 ： 紅茶、ジンジャー、カルダモン、
　クローブ、シナモンカシア、ナツメッグ
●内容量 ： 2.5ｇ×7包　

品番 ： 200　
品名 ： スパイスチャイ 7TB
価格 ： ￥600　（税率8％）
［JAN ： 4949658002003］

スパイスチャイ
インドで日常的に楽しまれる「マサラ・チャイ」。
代表的なスパイスと紅茶をブレンドして、1人
分ずつマグカップで楽しんでいただけるティ
ーバッグタイプです。

●ブレンド内容 ： オレンジマンダリンピール、レモンピール、
　シナモンカシア、アニスシード、クローブ、ステビア
●内容量 ： 3.0ｇ×7包　

品番 ： 201　
品名 ： グリューワイン 7TB
価格 ： ￥600　（税率8％）
［JAN ： 4949658002010］

グリューワイン
ドイツでは、スパイスと一緒に温めたホットワイン
＝グリューワインが冬の定番。ティーバッグを付
け込み、香りを楽しみます。オレンジ果汁をプラ
スしても。

品番 ： 2929　
品名 ： 有機レッドルイボスティー 10TB
価格 ： ￥460　（税率8%）
［JAN ： 4949658029291］

品番 ： 2930　
品名 ： 有機レッドルイボスティー 30TB
価格 ： ￥990　（税率8%）
［JAN ： 4949658029307］

ルイボスレッド
発酵した茶葉の風味豊かなレッドルイ
ボス。まろやかなコクがあり、フルーツを
加えたり、ミルクティーにしたり、紅茶の
ようにアレンジ自在です。

産前・産後に飲んでいただける
ナチュラルなノンカフェイン ブレンド。
ギフトにもおすすめのパッケージです

マム＆ベイビーシリーズ

南アフリカの限られた地域で採れ、
灼熱の大地で育つオーガニックルイボス。
お子様も飲めるノンカフェインティーです

有機ルイボスティー

エンジェルカム

●ブレンド内容 : 
ハニーブッシュ、レモンバーム、
チェストベリー、ローズレッド、
ラズベリーリーフ、ネトルリーフ、
サフラワー、レディースマントル　

品番 ： 7772
品名 ： マム＆ベイビー ハーブティー
　　　エンジェルカム 10TB
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658077728］

品番 ： 7775
品名 ： マム＆ベイビー ハーブティー
　　　プレママハッピー 30TB
価格 ： ￥1,300　（税率8%）
［JAN ： 4949658077759］

品番 ： 7773
品名 ： マム＆ベイビー ハーブティー
　　　エンジェルカム 30TB
価格 ： ￥1,300　（税率8%）
［JAN ： 4949658077735］

チェストベリー、ラズベリーリーフ、レディー
スマントルなど「女性のためのお茶」とい
われるハーブをブレンド。ほんのり香るロー
ズがココロまで温めてくれるよう。未来に
向けて自分をケアしましょう。

プレママハッピー

●ブレンド内容 : 
ルイボス、エルダー、ハイビスカス、
ローズヒップ、ジンジャー、
ダンデリオンルート、ネトルリーフ

品番 ： 7774
品名 ： マム＆ベイビー ハーブティー
　　　プレママハッピー 10TB
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658077742］

ルイボス、ネトル、ダンデリオンなどプレ
ママにおすすめのルビー色のハーブ
ティーです。エルダーやローズヒップ、ハ
イビスカスなどのフルーティーな酸味
で、気分もすっきり。ママになってからの
時期にもおすすめです。

ウェルカムママ

●ブレンド内容 : 
ルイボス、ストロベリーリーフ、コリアンダー、
ゴーツルー、ネトルリーフ、レモンバーベナ、
スペアミント　※ブレンド変更予定

品番 ： 7776
品名 ： マム＆ベイビー ハーブティー
　　　ウェルカムママ 10TB
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658077766］

品番 ： 7779
品名 ： マム＆ベイビー ハーブティー
　　　グッバイミルク 30TB
価格 ： ￥1,300　（税率8%）
［JAN ： 4949658077797］

品番 ： 7777
品名 ： マム＆ベイビー ハーブティー
　　　ウェルカムママ 30TB
価格 ： ￥1,300　（税率8%）
［JAN ： 4949658077773］

ヨーロッパで古くから「ミルクハーブ」といわ
れるゴーツルーをブレンドした、がんばるマ
マのためのハーブティーです。すっきりし
た香りのスペアミント、レモンバーベナで忙
しい時期でも飲みやすく、リラックス＆元気
アップを ！

グッバイミルク

●ブレンド内容 : 
レモングラス、レモンマートル、スペアミント、
セージ、ペパーミント、レッドクローバー

品番 ： 7778
品名 ： マム＆ベイビー ハーブティー
　　　グッバイミルク 10TB
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658077780］

ママとベビーのスムーズなステップアップ
を誘うブレンドです。料理にも使われるミン
ト、セージなどの香り高いハーブと、レモン
グラスやレモンマートルの柑橘系の風味
が、リフレッシュタイムを作ってくれます。

□10TB（箱入り）
●内容量 : 1.6ｇ×10包

□テトラ型ティーバッグ

□30TB（袋入り）
●内容量 : 1.6ｇ×30包

ハーブコーヒー
ハーブの恵みがたっぷりつまったコーヒーです。カ
フェインの苦手な方やお子様でも安心してお召し
上がりいただけます。シナモンのスパイシーな風味
とキャロブのほのかな甘味をお楽しみください。

【おいしい飲み方】
＊通常のドリップコーヒーと同様にペーパーフィルターで漉します。
＊1人分の目安は6～12gです。
＊ミルクを加えてカフェオレに。メープルシロップやハチミツで甘みを加えて。

＊熱湯で濃く出してからミルクを注ぎ、電子レンジで温めたら完成です。 ＊手鍋でも、電子レンジでもお手軽に作れます。

【おいしい飲み方】
＊ペーパーフィルターで漉して淹れてください。
＊１人分の目安は6～10ｇです。お好みで量を調整してください。
＊少量のお湯を注いで20秒くらい蒸らしてからお湯を注ぐと、風味が広がります。

●原材料 ： キャロブ、チコリ、ダンデリオン、シナモン　

品番 ： 311　
品名 ： ハーブコーヒー 40g　
価格 ： ¥500　（税率8％）
［JAN ： 4949658003116］　
品番 ： 312　
品名 ： ハーブコーヒー 200g　
価格 ： ¥1,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658003123］

●原材料 ： たんぽぽの根　〈焙煎／粉（中細挽）〉　
●内容量 ： 150g　
●賞味期限 ： 製造後36ヶ月
品番 ： 203112　
品名 ： たんぽぽコーヒー　
価格 ： ¥1,800　（税率8％）
［JAN ： 4987466731128］

たんぽぽコーヒー
たんぽぽコーヒーならではの、ほのかな甘味と香り。選び抜かれた良質な
たんぽぽの根を熟練の焙煎製法により丹念に焼き上げています。
牛乳やハチミツを加えるとまろやかでおいしいコーヒーになります。

品番 ： 2931　
品名 ： 有機グリーンルイボスティー 10TB
価格 ： ￥460　（税率8%）
［JAN ： 4949658029314］

品番 ： 2932　
品名 ： 有機グリーンルイボスティー 30TB
価格 ： ￥990　（税率8%）
［JAN ： 4949658029321］

ルイボスグリーン
発酵させず、低温乾燥したグリーンルイボ
ス。緑茶のようにくせが無く、アイスでもホット
でもすっきりと美味しく飲めます。

□10TB（箱入り）
●内容量 : 2.0ｇ×10包

□30TB（袋入り）
●内容量 : 2.0ｇ×30包

□テトラ型ティーバッグ

●原材料 ： 甘夏果皮、砂糖/酸味料（クエン酸）
●内容量 ： 25ｇ
●賞味期限 ： 製造後12ヶ月
品番 ： 204　
品名 ： ドライフルーツ国産甘夏みかん
価格 ： ￥350　（税率8％）
［JAN ： 4949658002041］

什器セット価格 ： 各￥2,100
（税率8％） （税率8％）

什器セット価格 ： ￥4,200

●原材料 ： 柚子果皮、砂糖/酸味料（クエン酸）
●内容量 ： 25ｇ
●賞味期限 ： 製造後12ヶ月
品番 ： 205　
品名 ： ドライフルーツ国産ゆず
価格 ： ￥350　（税率8％）
［JAN ： 4949658002058］

●原材料 ： レモン果皮、砂糖/酸味料（クエン酸）
●内容量 ： 25ｇ
●賞味期限 ： 製造後12ヶ月
品番 ： 220　
品名 ： ドライフルーツ国産レモン
価格 ： ￥350　（税率8％）
［JAN ： 4949658002201］

●原材料 ： 生姜、グラニュー糖
●内容量 ： 25ｇ
●賞味期限 ： 製造後12ヶ月
品番 ： 221　
品名 ： ドライフルーツ国産しょうが糖
価格 ： ￥350　（税率8％）
［JAN ： 4949658002218］

相性ぴったり・・・

チョコレート ルイボスティー

相性ぴったり・・・

紅茶 カモミールティー

相性ぴったり・・・

ほうじ茶 スパイスティー

相性ぴったり・・・

緑茶 ミントティー

初回注文に限り、下記数量にて【専用什器】を無償でお付けします（専用POP・プライス付き）

◀個別什器を
　4種陳列した場合

1種ずつを展開する時に便利です 省スペースなので、レジ横におすすめ！

※1　POP使用時：H205
※2　プライスカード：最大D180

什器をご希望の場合は、初回のご注文書に
「個別什器希望」または「共用什器希望」とご記入下さい。

什器本体サイズ（mm） ： W105×H125※1×D120※2
個別什器 条件 ： 1種につき6個以上 共用什器 条件 ： 全4種各3個以上

1種 4個ずつ
並べられます

4種各1個
並べられます

甘夏のジューシーな香りと、
上品な甘さがクセになります。

愛媛県産 愛媛・高知県産
ほろ苦いゆずの香りが、
お口の中に広がります。

高知県産
甘くてピリ辛。ホットにも
アイスティーにも。

瀬戸内産
爽やかな酸味と甘さが、
ティーとの相性ぴったりです。

ドライフルーツ
ティーに入れてもおいしい

※ティーに入れた後も美味しく召し上がれます。

国産果実の香りをギュッと閉じ込めて、やわらかい砂糖漬けにしました。
シンプルなデザインで、ギフトセットのご提案にもおすすめです

※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。

＊妊娠中の方は、飲用を控えてください

＊妊娠中の方は、飲用を控えてください
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●ブレンド内容 ： 紅茶、ジンジャー、カルダモン、
　クローブ、シナモンカシア、ナツメッグ
●内容量 ： 2.5ｇ×7包　

品番 ： 200　
品名 ： スパイスチャイ 7TB
価格 ： ￥600　（税率8％）
［JAN ： 4949658002003］

スパイスチャイ
インドで日常的に楽しまれる「マサラ・チャイ」。
代表的なスパイスと紅茶をブレンドして、1人
分ずつマグカップで楽しんでいただけるティ
ーバッグタイプです。

●ブレンド内容 ： オレンジマンダリンピール、レモンピール、
　シナモンカシア、アニスシード、クローブ、ステビア
●内容量 ： 3.0ｇ×7包　

品番 ： 201　
品名 ： グリューワイン 7TB
価格 ： ￥600　（税率8％）
［JAN ： 4949658002010］

グリューワイン
ドイツでは、スパイスと一緒に温めたホットワイン
＝グリューワインが冬の定番。ティーバッグを付
け込み、香りを楽しみます。オレンジ果汁をプラ
スしても。

品番 ： 2929　
品名 ： 有機レッドルイボスティー 10TB
価格 ： ￥460　（税率8%）
［JAN ： 4949658029291］

品番 ： 2930　
品名 ： 有機レッドルイボスティー 30TB
価格 ： ￥990　（税率8%）
［JAN ： 4949658029307］

ルイボスレッド
発酵した茶葉の風味豊かなレッドルイ
ボス。まろやかなコクがあり、フルーツを
加えたり、ミルクティーにしたり、紅茶の
ようにアレンジ自在です。

産前・産後に飲んでいただける
ナチュラルなノンカフェイン ブレンド。
ギフトにもおすすめのパッケージです

マム＆ベイビーシリーズ

南アフリカの限られた地域で採れ、
灼熱の大地で育つオーガニックルイボス。
お子様も飲めるノンカフェインティーです

有機ルイボスティー

エンジェルカム

●ブレンド内容 : 
ハニーブッシュ、レモンバーム、
チェストベリー、ローズレッド、
ラズベリーリーフ、ネトルリーフ、
サフラワー、レディースマントル　

品番 ： 7772
品名 ： マム＆ベイビー ハーブティー
　　　エンジェルカム 10TB
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658077728］

品番 ： 7775
品名 ： マム＆ベイビー ハーブティー
　　　プレママハッピー 30TB
価格 ： ￥1,300　（税率8%）
［JAN ： 4949658077759］

品番 ： 7773
品名 ： マム＆ベイビー ハーブティー
　　　エンジェルカム 30TB
価格 ： ￥1,300　（税率8%）
［JAN ： 4949658077735］

チェストベリー、ラズベリーリーフ、レディー
スマントルなど「女性のためのお茶」とい
われるハーブをブレンド。ほんのり香るロー
ズがココロまで温めてくれるよう。未来に
向けて自分をケアしましょう。

プレママハッピー

●ブレンド内容 : 
ルイボス、エルダー、ハイビスカス、
ローズヒップ、ジンジャー、
ダンデリオンルート、ネトルリーフ

品番 ： 7774
品名 ： マム＆ベイビー ハーブティー
　　　プレママハッピー 10TB
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658077742］

ルイボス、ネトル、ダンデリオンなどプレ
ママにおすすめのルビー色のハーブ
ティーです。エルダーやローズヒップ、ハ
イビスカスなどのフルーティーな酸味
で、気分もすっきり。ママになってからの
時期にもおすすめです。

ウェルカムママ

●ブレンド内容 : 
ルイボス、ストロベリーリーフ、コリアンダー、
ゴーツルー、ネトルリーフ、レモンバーベナ、
スペアミント　※ブレンド変更予定

品番 ： 7776
品名 ： マム＆ベイビー ハーブティー
　　　ウェルカムママ 10TB
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658077766］

品番 ： 7779
品名 ： マム＆ベイビー ハーブティー
　　　グッバイミルク 30TB
価格 ： ￥1,300　（税率8%）
［JAN ： 4949658077797］

品番 ： 7777
品名 ： マム＆ベイビー ハーブティー
　　　ウェルカムママ 30TB
価格 ： ￥1,300　（税率8%）
［JAN ： 4949658077773］

ヨーロッパで古くから「ミルクハーブ」といわ
れるゴーツルーをブレンドした、がんばるマ
マのためのハーブティーです。すっきりし
た香りのスペアミント、レモンバーベナで忙
しい時期でも飲みやすく、リラックス＆元気
アップを ！

グッバイミルク

●ブレンド内容 : 
レモングラス、レモンマートル、スペアミント、
セージ、ペパーミント、レッドクローバー

品番 ： 7778
品名 ： マム＆ベイビー ハーブティー
　　　グッバイミルク 10TB
価格 ： ￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658077780］

ママとベビーのスムーズなステップアップ
を誘うブレンドです。料理にも使われるミン
ト、セージなどの香り高いハーブと、レモン
グラスやレモンマートルの柑橘系の風味
が、リフレッシュタイムを作ってくれます。

□10TB（箱入り）
●内容量 : 1.6ｇ×10包

□テトラ型ティーバッグ

□30TB（袋入り）
●内容量 : 1.6ｇ×30包

ハーブコーヒー
ハーブの恵みがたっぷりつまったコーヒーです。カ
フェインの苦手な方やお子様でも安心してお召し
上がりいただけます。シナモンのスパイシーな風味
とキャロブのほのかな甘味をお楽しみください。

【おいしい飲み方】
＊通常のドリップコーヒーと同様にペーパーフィルターで漉します。
＊1人分の目安は6～12gです。
＊ミルクを加えてカフェオレに。メープルシロップやハチミツで甘みを加えて。

＊熱湯で濃く出してからミルクを注ぎ、電子レンジで温めたら完成です。 ＊手鍋でも、電子レンジでもお手軽に作れます。

【おいしい飲み方】
＊ペーパーフィルターで漉して淹れてください。
＊１人分の目安は6～10ｇです。お好みで量を調整してください。
＊少量のお湯を注いで20秒くらい蒸らしてからお湯を注ぐと、風味が広がります。

●原材料 ： キャロブ、チコリ、ダンデリオン、シナモン　

品番 ： 311　
品名 ： ハーブコーヒー 40g　
価格 ： ¥500　（税率8％）
［JAN ： 4949658003116］　
品番 ： 312　
品名 ： ハーブコーヒー 200g　
価格 ： ¥1,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658003123］

●原材料 ： たんぽぽの根　〈焙煎／粉（中細挽）〉　
●内容量 ： 150g　
●賞味期限 ： 製造後36ヶ月
品番 ： 203112　
品名 ： たんぽぽコーヒー　
価格 ： ¥1,800　（税率8％）
［JAN ： 4987466731128］

たんぽぽコーヒー
たんぽぽコーヒーならではの、ほのかな甘味と香り。選び抜かれた良質な
たんぽぽの根を熟練の焙煎製法により丹念に焼き上げています。
牛乳やハチミツを加えるとまろやかでおいしいコーヒーになります。

品番 ： 2931　
品名 ： 有機グリーンルイボスティー 10TB
価格 ： ￥460　（税率8%）
［JAN ： 4949658029314］

品番 ： 2932　
品名 ： 有機グリーンルイボスティー 30TB
価格 ： ￥990　（税率8%）
［JAN ： 4949658029321］

ルイボスグリーン
発酵させず、低温乾燥したグリーンルイボ
ス。緑茶のようにくせが無く、アイスでもホット
でもすっきりと美味しく飲めます。

□10TB（箱入り）
●内容量 : 2.0ｇ×10包

□30TB（袋入り）
●内容量 : 2.0ｇ×30包

□テトラ型ティーバッグ

●原材料 ： 甘夏果皮、砂糖/酸味料（クエン酸）
●内容量 ： 25ｇ
●賞味期限 ： 製造後12ヶ月
品番 ： 204　
品名 ： ドライフルーツ国産甘夏みかん
価格 ： ￥350　（税率8％）
［JAN ： 4949658002041］

什器セット価格 ： 各￥2,100
（税率8％） （税率8％）

什器セット価格 ： ￥4,200

●原材料 ： 柚子果皮、砂糖/酸味料（クエン酸）
●内容量 ： 25ｇ
●賞味期限 ： 製造後12ヶ月
品番 ： 205　
品名 ： ドライフルーツ国産ゆず
価格 ： ￥350　（税率8％）
［JAN ： 4949658002058］

●原材料 ： レモン果皮、砂糖/酸味料（クエン酸）
●内容量 ： 25ｇ
●賞味期限 ： 製造後12ヶ月
品番 ： 220　
品名 ： ドライフルーツ国産レモン
価格 ： ￥350　（税率8％）
［JAN ： 4949658002201］

●原材料 ： 生姜、グラニュー糖
●内容量 ： 25ｇ
●賞味期限 ： 製造後12ヶ月
品番 ： 221　
品名 ： ドライフルーツ国産しょうが糖
価格 ： ￥350　（税率8％）
［JAN ： 4949658002218］

相性ぴったり・・・

チョコレート ルイボスティー

相性ぴったり・・・

紅茶 カモミールティー

相性ぴったり・・・

ほうじ茶 スパイスティー

相性ぴったり・・・

緑茶 ミントティー

初回注文に限り、下記数量にて【専用什器】を無償でお付けします（専用POP・プライス付き）

◀個別什器を
　4種陳列した場合

1種ずつを展開する時に便利です 省スペースなので、レジ横におすすめ！

※1　POP使用時：H205
※2　プライスカード：最大D180

什器をご希望の場合は、初回のご注文書に
「個別什器希望」または「共用什器希望」とご記入下さい。

什器本体サイズ（mm） ： W105×H125※1×D120※2
個別什器 条件 ： 1種につき6個以上 共用什器 条件 ： 全4種各3個以上

1種 4個ずつ
並べられます

4種各1個
並べられます

甘夏のジューシーな香りと、
上品な甘さがクセになります。

愛媛県産 愛媛・高知県産
ほろ苦いゆずの香りが、
お口の中に広がります。

高知県産
甘くてピリ辛。ホットにも
アイスティーにも。

瀬戸内産
爽やかな酸味と甘さが、
ティーとの相性ぴったりです。

ドライフルーツ
ティーに入れてもおいしい

※ティーに入れた後も美味しく召し上がれます。

国産果実の香りをギュッと閉じ込めて、やわらかい砂糖漬けにしました。
シンプルなデザインで、ギフトセットのご提案にもおすすめです

※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。

＊妊娠中の方は、飲用を控えてください

＊妊娠中の方は、飲用を控えてください
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ローズジュース

バラの中でも最も香り高いダマスクローズ種の花弁を、丁寧に煮詰め
て作り上げた気品高い飲料です。香りもよく、自然のピンク色が美しい
ヘルシーなドリンクです。そのままでも美味しくお召し上がりいただけま
すが、紅茶や炭酸、アルコールで割るなど様 な々バリエーションでお楽
しみいただけます。
ゼラチンと混ぜ合わせれば、可愛らしいピンクのローズゼリーに。
●原材料 ： 水、ローズエキス、ショ糖、クエン酸、野菜色素
●賞味期限 ： 製造後18ヶ月
品番 ： 4048928
品名 ： ダマスク・ローズジュース 250ml ★
価格 ： ¥300　（税率8％）
［JAN ： 3800014289289］

ハーブコーディアルって、どんな飲み物？ カリス成城独自の「エキスたっぷり」レシピ

ハーブエキスたっぷり。お口の中でふわっと広がる香りが特徴です。
物販だけでなく、メニューやウェルカムドリンクにもおすすめです

ハーブコーディアル

エルダーファミリー
ご年配にも、お子様にも風邪予防や体調管理におすす
めしたいハーブをチョイスしました。ふんわり香るクラリセ
ージウォーターとりんご果汁でおいしく仕上げました。
●主な配合エキス ： エルダーフラワー、エキナセア、レモンバーム、
カリン
●内容量 ： 355ml　●賞味期限 ： 製造後19ヶ月

品番 ： 3501　
品名 ： ハーブコーディアル エルダーファミリー
価格 ： ¥2,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658035018］

ファミリーの元気な毎日を応援する

ローズヒップビューティ

●主な配合エキス ： ハイビスカス、ローズヒップ、赤シソ、桂皮、
ビルベリー、赤ブドウ葉、ダンデリオン、ラカンカ、アーティチョーク葉、
カンゾウ、カモミール抽出液
●内容量 ： 355ml　●賞味期限 ： 製造後19ヶ月

品番 ： 3500
品名 ： ハーブコーディアル ローズヒップビューティ
価格 ： ¥2,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658035001］

ブルガリアンローズウォーターを、たっぷり配合。
カリス成城が女性にお勧めしたいハーブエキスを
厳選し、おいしいビューティードリンクに仕上げました。

美しい毎日をサポートする

価格 ： ¥2,000　（税率8％）
4949658035001］

※商品のパッケージデザインや仕様が変わることがあります。ご了承ください。

ジンジャースパイシー
金時ショウガとジンジャー、ダブルのショウガを配合し、15
種のエキス・スパイスをブレンドしたジンジャー・コーディア
ル。ラベンダーウォーターで飲みやすく仕上げています。
●主な配合エキス・スパイス ： 金時ショウガ、唐辛子抽出液、菩提樹花抽出液、
プルーン、ルイボス茶、メリロート、オリーブ葉、ハトムギ、シナモン、
リコリス、アカメガシワ、フェンネル、クローブ、ジンジャー
●内容量 ： 355ml　●賞味期限 ： 製造後19ヶ月

品番 ： 3502　
品名 ： ハーブコーディアル ジンジャースパイシー
価格 ： ¥2,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658035025］

インナービューティーをめざしましょう

ネトルシーズン
「季節の変わり目は、すっきりしない」そんな方に、おす
すめのハーブエキスをセレクトして配合しました。ハス
カップとレモン果汁、ミントウォーターの清涼感でおいしく
仕上げています。
●主な配合エキス ： ネトル、エキナセア、甜茶、レモンバーム、赤シソ、
ダンデリオン、ルイボス茶、ナツメ、トンカットアリ、イチョウ葉、
エゾウコギ抽出液
●内容量 ： 355ml　●賞味期限 ： 製造後19ヶ月

品番 ： 3503　
品名 ： ハーブコーディアル ネトルシーズン
価格 ： ¥2,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658035032］

ツラい季節も爽やかに

アロニアベリークリアー
アントシアニンが多く含まれると言われるアロニアなどの
ベリーたっぷりのハーブコーディアル。白樺ウォーターと
ラベンダーウォーターのふたつのハーブ水をブレンド。ク
セのない甘味は、北海道産のビートで付けています。

イギリスなどでは古くから飲まれている伝
統のハーブドリンク。
季節のハーブやフルーツをシロップに漬
け込んで、濃縮したもの。お湯や水で割
って飲まれています。
「Cordial(コーディアル)」という言葉は、
「思いやりのある」という意味。
各家庭に独特のレシピがあり、お母さん
が家族を思って作る、飲み物です。

シロップ漬けの甘味飲料ではなく、ハーブエキスをたっぷりブレンドし、より
ハーバルなレシピに仕上げました。さらにブレンドに合わせてフラワーウォ
ーターをセレクト。飲んだときにふわっと香るアロマティックな風味を楽しむ
ために、「おいしい水」と鑑定された名水を使用しています。

●主な配合エキス : アロニア、クランベリー果汁、ラズベリー果汁、
ブルーベリー果汁、ハスカップ果汁、赤シソ
●内容量 ： 355ml　●賞味期限 ： 製造後19ヶ月

品番 ： 3504　
品名 ： ハーブコーディアル アロニアベリークリアー
価格 ： ¥2,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658035049］

アントシアニンが多く含まれると言われるアロニアなどの
ベリーたっぷりのハーブコーディアル。白樺ウォーターと
ラベンダーウォーターのふたつのハーブ水をブレンド。ク
セのない甘味は、北海道産のビートで付けています。
●主な配合エキス : アロニア、クランベリー果汁、ラズベリー果汁、
ブルーベリー果汁、ハスカップ果汁、赤シソ
●内容量 ： 355ml　●賞味期限 ： 

品番 ： 3504
品名 ： ハーブコーディアル 
価格 ： ¥2,000　（税率8％）
［JAN ： 

北海道産の原料にこだわった

4949658035025］ 価格 ： ¥2,000　（税率8％）
4949658035032］

シーズン商品

＜おいしい飲み方＞
＊水やお湯で約7倍に希釈してお飲みください。
＊冷やしたソーダで、濃い目に希釈しても爽やか
なドリンクに。お酒でアレンジしてもOK。
＊ハーブティーに加えると、甘味と香りがプラス
され、また違ったおいしさが生まれます。
＊ヨーグルトや豆乳にかけたり、パウンドケーキ
やアイスクリームにかけるなど、デザートソー
スとしてもお使いいただけます。

※ストロー付き

水色イメージ

※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。

【おいしい飲み方】
＊6gを目安に、150cc程度の水または牛乳などと混ぜてお召し上がりください。
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ハーバルスムージー　グリーン

ハーブ専門店が作ったハーブ＆スーパーフード
たっぷりのパウダータイプのスムージー。
大麦若葉・サイリウムハスク・チアシード配合

植物発酵エキス
82種類の植物発酵エキス配合。乳
酸菌や酵母発酵など3年以上発酵、
熟成させた野菜、果物、穀物、野草、
海藻などの発酵エキスです。 

乳酸菌 
乳酸菌100億個（6gあたり）＋オリゴ糖
配合。漬物からとれる植物性乳酸菌
「すんき」が腸内の善玉菌の増殖を
助けます。

大麦若葉 
便通の改善や抗活性酸素効果が期
待できるスーパーフード。 

パウダータイプなので、デザートやパンケーキに
混ぜてアレンジすることもできます

「イチ押し成分」でめざせ！美しい腸内に！

ハーブ専門店が作ったハーブ＆スーパーフード
たっぷりの
大麦若葉・サイリウムハスク・チアシード配合

82種の植物
発酵エキス
乳酸菌100億個
※1杯分（6g）あたり

●内容量 ： 200g（1杯6ｇ/約30杯分）
●賞味期限 ： 製造後24ヶ月
エネルギー：23kcal（1食6g分あたり）

品番 ： 1103　
品名 ： ハーバルスムージー グリーン
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658011036］

おすすめポイント ！
低カロリー
1食あたり、23kcal。腹もちも良いので、1食置き換えダイエットにも。

コスパ◎（1杯分約84円）
フルーツを買っても使いきれない。いろんな種類を買いそろえると
コストが・・・。そんな方にも、配合成分が多くて安上がり ！

時間のない朝も手間いらず
朝からミキサーを出して、野菜を切ってなんて暇がない・・・。
水にとかすだけで栄養バランスの良いスムージーを。

シンプルに美味しい
そのままでは飲みにくい原料の数 を々独自のブレンドで美味しく仕
上げました。牛乳、ヨーグルト、豆乳とも相性ぴったりです。



ローズジュース

バラの中でも最も香り高いダマスクローズ種の花弁を、丁寧に煮詰め
て作り上げた気品高い飲料です。香りもよく、自然のピンク色が美しい
ヘルシーなドリンクです。そのままでも美味しくお召し上がりいただけま
すが、紅茶や炭酸、アルコールで割るなど様 な々バリエーションでお楽
しみいただけます。
ゼラチンと混ぜ合わせれば、可愛らしいピンクのローズゼリーに。
●原材料 ： 水、ローズエキス、ショ糖、クエン酸、野菜色素
●賞味期限 ： 製造後18ヶ月
品番 ： 4048928
品名 ： ダマスク・ローズジュース 250ml ★
価格 ： ¥300　（税率8％）
［JAN ： 3800014289289］

ハーブコーディアルって、どんな飲み物？ カリス成城独自の「エキスたっぷり」レシピ

ハーブエキスたっぷり。お口の中でふわっと広がる香りが特徴です。
物販だけでなく、メニューやウェルカムドリンクにもおすすめです

ハーブコーディアル

エルダーファミリー
ご年配にも、お子様にも風邪予防や体調管理におすす
めしたいハーブをチョイスしました。ふんわり香るクラリセ
ージウォーターとりんご果汁でおいしく仕上げました。
●主な配合エキス ： エルダーフラワー、エキナセア、レモンバーム、
カリン
●内容量 ： 355ml　●賞味期限 ： 製造後19ヶ月

品番 ： 3501　
品名 ： ハーブコーディアル エルダーファミリー
価格 ： ¥2,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658035018］

ファミリーの元気な毎日を応援する

ローズヒップビューティ

●主な配合エキス ： ハイビスカス、ローズヒップ、赤シソ、桂皮、
ビルベリー、赤ブドウ葉、ダンデリオン、ラカンカ、アーティチョーク葉、
カンゾウ、カモミール抽出液
●内容量 ： 355ml　●賞味期限 ： 製造後19ヶ月

品番 ： 3500
品名 ： ハーブコーディアル ローズヒップビューティ
価格 ： ¥2,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658035001］

ブルガリアンローズウォーターを、たっぷり配合。
カリス成城が女性にお勧めしたいハーブエキスを
厳選し、おいしいビューティードリンクに仕上げました。

美しい毎日をサポートする

価格 ： ¥2,000　（税率8％）
4949658035001］

※商品のパッケージデザインや仕様が変わることがあります。ご了承ください。

ジンジャースパイシー
金時ショウガとジンジャー、ダブルのショウガを配合し、15
種のエキス・スパイスをブレンドしたジンジャー・コーディア
ル。ラベンダーウォーターで飲みやすく仕上げています。
●主な配合エキス・スパイス ： 金時ショウガ、唐辛子抽出液、菩提樹花抽出液、
プルーン、ルイボス茶、メリロート、オリーブ葉、ハトムギ、シナモン、
リコリス、アカメガシワ、フェンネル、クローブ、ジンジャー
●内容量 ： 355ml　●賞味期限 ： 製造後19ヶ月

品番 ： 3502　
品名 ： ハーブコーディアル ジンジャースパイシー
価格 ： ¥2,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658035025］

インナービューティーをめざしましょう

ネトルシーズン
「季節の変わり目は、すっきりしない」そんな方に、おす
すめのハーブエキスをセレクトして配合しました。ハス
カップとレモン果汁、ミントウォーターの清涼感でおいしく
仕上げています。
●主な配合エキス ： ネトル、エキナセア、甜茶、レモンバーム、赤シソ、
ダンデリオン、ルイボス茶、ナツメ、トンカットアリ、イチョウ葉、
エゾウコギ抽出液
●内容量 ： 355ml　●賞味期限 ： 製造後19ヶ月

品番 ： 3503　
品名 ： ハーブコーディアル ネトルシーズン
価格 ： ¥2,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658035032］

ツラい季節も爽やかに

アロニアベリークリアー
アントシアニンが多く含まれると言われるアロニアなどの
ベリーたっぷりのハーブコーディアル。白樺ウォーターと
ラベンダーウォーターのふたつのハーブ水をブレンド。ク
セのない甘味は、北海道産のビートで付けています。

イギリスなどでは古くから飲まれている伝
統のハーブドリンク。
季節のハーブやフルーツをシロップに漬
け込んで、濃縮したもの。お湯や水で割
って飲まれています。
「Cordial(コーディアル)」という言葉は、
「思いやりのある」という意味。
各家庭に独特のレシピがあり、お母さん
が家族を思って作る、飲み物です。

シロップ漬けの甘味飲料ではなく、ハーブエキスをたっぷりブレンドし、より
ハーバルなレシピに仕上げました。さらにブレンドに合わせてフラワーウォ
ーターをセレクト。飲んだときにふわっと香るアロマティックな風味を楽しむ
ために、「おいしい水」と鑑定された名水を使用しています。

●主な配合エキス : アロニア、クランベリー果汁、ラズベリー果汁、
ブルーベリー果汁、ハスカップ果汁、赤シソ
●内容量 ： 355ml　●賞味期限 ： 製造後19ヶ月

品番 ： 3504　
品名 ： ハーブコーディアル アロニアベリークリアー
価格 ： ¥2,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658035049］

アントシアニンが多く含まれると言われるアロニアなどの
ベリーたっぷりのハーブコーディアル。白樺ウォーターと
ラベンダーウォーターのふたつのハーブ水をブレンド。ク
セのない甘味は、北海道産のビートで付けています。
●主な配合エキス : アロニア、クランベリー果汁、ラズベリー果汁、
ブルーベリー果汁、ハスカップ果汁、赤シソ
●内容量 ： 355ml　●賞味期限 ： 

品番 ： 3504
品名 ： ハーブコーディアル 
価格 ： ¥2,000　（税率8％）
［JAN ： 

北海道産の原料にこだわった

4949658035025］ 価格 ： ¥2,000　（税率8％）
4949658035032］

シーズン商品

＜おいしい飲み方＞
＊水やお湯で約7倍に希釈してお飲みください。
＊冷やしたソーダで、濃い目に希釈しても爽やか
なドリンクに。お酒でアレンジしてもOK。
＊ハーブティーに加えると、甘味と香りがプラス
され、また違ったおいしさが生まれます。
＊ヨーグルトや豆乳にかけたり、パウンドケーキ
やアイスクリームにかけるなど、デザートソー
スとしてもお使いいただけます。

※ストロー付き

水色イメージ

※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。

【おいしい飲み方】
＊6gを目安に、150cc程度の水または牛乳などと混ぜてお召し上がりください。

ハーブティー
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ハーバルスムージー　グリーン

ハーブ専門店が作ったハーブ＆スーパーフード
たっぷりのパウダータイプのスムージー。
大麦若葉・サイリウムハスク・チアシード配合

植物発酵エキス
82種類の植物発酵エキス配合。乳
酸菌や酵母発酵など3年以上発酵、
熟成させた野菜、果物、穀物、野草、
海藻などの発酵エキスです。 

乳酸菌 
乳酸菌100億個（6gあたり）＋オリゴ糖
配合。漬物からとれる植物性乳酸菌
「すんき」が腸内の善玉菌の増殖を
助けます。

大麦若葉 
便通の改善や抗活性酸素効果が期
待できるスーパーフード。 

パウダータイプなので、デザートやパンケーキに
混ぜてアレンジすることもできます

「イチ押し成分」でめざせ！美しい腸内に！

ハーブ専門店が作ったハーブ＆スーパーフード
たっぷりの
大麦若葉・サイリウムハスク・チアシード配合

82種の植物
発酵エキス
乳酸菌100億個
※1杯分（6g）あたり

●内容量 ： 200g（1杯6ｇ/約30杯分）
●賞味期限 ： 製造後24ヶ月
エネルギー：23kcal（1食6g分あたり）

品番 ： 1103　
品名 ： ハーバルスムージー グリーン
価格 ： ￥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658011036］

おすすめポイント ！
低カロリー
1食あたり、23kcal。腹もちも良いので、1食置き換えダイエットにも。

コスパ◎（1杯分約84円）
フルーツを買っても使いきれない。いろんな種類を買いそろえると
コストが・・・。そんな方にも、配合成分が多くて安上がり ！

時間のない朝も手間いらず
朝からミキサーを出して、野菜を切ってなんて暇がない・・・。
水にとかすだけで栄養バランスの良いスムージーを。

シンプルに美味しい
そのままでは飲みにくい原料の数 を々独自のブレンドで美味しく仕
上げました。牛乳、ヨーグルト、豆乳とも相性ぴったりです。



ナチュラルソルト

品番 ： 7085　
品名 ： イタリア・シチリア島産 岩塩 200g
価格 ： ￥500　（税率8％）
［JAN ： 4949658070859］

イタリア・シチリア島産 岩塩
イタリア・シチリア島の岩塩鉱で採れるクリスタル岩塩
です。パスタの茹塩、煮込み料理に。

品番 ： 7087　
品名 ： イスラエル・死海産 湖塩 200g
価格 ： ￥500　（税率8％）
［JAN ： 4949658070873］

イスラエル・死海産 湖塩
海抜が世界で一番低いと言われる、イスラエル死
海の純度の高い湖塩です。エビやカニの魚介料理に、
おすすめです。

品番 ： 7088　
品名 ： イスラエル・死海産 湖塩 500g
価格 ： ￥1,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658070880］

品番 ： 7086　
品名 ： イタリア・シチリア島産 海塩 200g
価格 ： ￥500　（税率8％）
［JAN ： 4949658070866］

イタリア・シチリア島産 海塩
イタリア・シチリア島トラパニ海の海塩です。ローズマリ
ー、タイムと合わせ、肉料理のアクセントに。

●内容量 ： 48g　●賞味期限 ： 製造後24ヶ月

品番 ： 1922　ロット ： 6
品名 ： シーズニングソルト ハーブミックス
価格 ： ￥400　（税率8％）
［JAN ： 4949658019223］

ハーブミックス
香り豊かなハーブを中心に、ブラッ
クペッパーとガーリックをアクセント
にミックスしました。幅広い料理に。

●内容量 ： 34g　●賞味期限 ： 製造後18ヶ月

品番 ： 7352　ロット ： 6　
品名 ： シーズニングソルト チリミックス
価格 ： ￥400　（税率8％）
［JAN ： 4949658073522］

チリミックス
スパイシーな唐辛子とガーリックの
風味にオニオンの甘さをプラス。
肉料理、炒め物におすすめです。

シーズニングソルト

●内容量 ： 43g　●賞味期限 ： 製造後18ヶ月

品番 ： 7353　ロット ： 6　
品名 ： シーズニングソルト レモン&ペッパー
価格 ： ￥400　（税率8％）
［JAN ： 4949658073539］

レモン＆ペッパー
レモンの爽やかな香りとブラックペ
ッパーがマッチ。魚介料理におす
すめです。

●内容量 ： 150g　●賞味期限 ： 製造後24ヶ月

品番 ： 6980　   
品名 ： シーズニングソルト ハーブミックス袋入
価格 ： ￥1,100　（税率8％）
［JAN ： 4949658069808］

ハーブミックス袋入
#1922のお得用サイズです。

●ブレンド内容 ： パセリ、タイム、タラゴン、チャービル、
　チャイブス、ディル、セージ、ローレル
●内容量 ： 20g
●賞味期限 ： 製造後24ヶ月　

品番 ： 207　
品名 ： フィーヌゼルブ
価格 ： ¥650　（税率8％）
［JAN ： 4949658002072］

フィーヌゼルブ

7種類のハーブとローレルリーフ
をセットにしました。
フィーヌゼルブとは、フランス語で
「みじん切りのハーブ」という意
味。トマト煮込みやシチューに加
えたり、魚をソテーする時にまぶ
したり、ハーブビネガーやハーブ
オイルにもお使いいただけます。

ハチミツにハーブを漬け込んだ特殊な製法。
ティーに溶かせば、自然なフレーバーがプラスされますハーブハニー

100%のハチミツのみで固形化されたハニードロップ。
高知県産の柚子果汁を使用したユズ＆プロポリス、
UMF10と15の 2 種類のマヌカをラインナップ

ハニードロップレット

品番 ： 6917
品名 ： ハーブハニー カモマイル
価格 ： ￥960　（税率8％）
［JAN ： 4949658069174］

カモマイル
温かみのあるカモマイルの味が
しっかり楽しめるハニーです。

品番 ： 6918
品名 ： ハーブハニー ラベンダー
価格 ： ￥960　（税率8％）
［JAN ： 4949658069181］

ラベンダー
ラベンダーの味と香りが満喫でき
るハニーです。紅茶に入れても
美味しくいただけます。

品番 ： 6919
品名 ： ハーブハニー ローズ
価格 ： ￥960　（税率8％）
［JAN ： 4949658069198］

ローズ
ローズの優雅な香りが漂うハニーで
す。ハーブティーとの相性も最高です。

ハーブキャンディー

●内容量 ： 80g　●賞味期限 ： 製造後12ヶ月

品番 ： 15
品名 ： 13種のハーブキャンディー
価格 ： ￥350　（税率8％）
［JAN ： 4949658000153］

13種のハーブ

●賞味期限 ： 製造後12ヶ月
品番 ： 16
品名 ： 13種のハーブキャンディー バルク1kg 
価格 ： ￥3,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658000160］

●賞味期限 ： 製造後12ヶ月
品番 ： 19
品名 ： ミントキャンディー バルク1kg 
価格 ： ￥3,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658000191］

業務用 業務用

●内容量 ： 80g　●賞味期限 ： 製造後12ヶ月

品番 ： 18
品名 ： ミントキャンディー
価格 ： ￥350　（税率8％）
［JAN ： 4949658000184］

ペパーミント

13 種類のハーブエキス入りと、爽やかなペパーミント味。
ローヤルゼリー入りの「ハーブのど飴」です

ユズ＆プロポリス
●内容量 ： 1箱(6粒入り)23g
●賞味期限 ： 製造後24ヶ月

品番 ： 8080013　ロット12
品名 ： ハニードロップレット
　　　ユズ＆プロポリス ★
価格 ： ￥500　（税率8％）
［JAN ： 4580353100139］

マヌカ UMF10+
●内容量 ： 1箱(6粒入り)23g
●賞味期限 ： 製造後24ヶ月

品番 ： 8080010　ロット12
品名 ： ハニードロップレット
　　　マヌカ UMF10+ ★
価格 ： ￥1,000　（税率8％）
［JAN ： 4580353100108］

マヌカUMF15+
●内容量 ： 1箱(6粒入り)23g
●賞味期限 ： 製造後24ヶ月

品番 ： 8080015　ロット12
品名 ： ハニードロップレット
　　　マヌカ UMF15+ ★
価格 ： ￥1,500　（税率8％）
［JAN ： 4580353100153］

※UMF値とは、マヌカハニーの示す抗菌成分をフェノール溶液(消毒液)の濃度と比較し、
　同じ効果を表す濃度を数値で表したもの。UMF値は、5以上のものにしか表示できません。

※12箱入りパッケージが
　什器になります

●内容量 ： 180g
●賞味期限 ： 製造後12ヶ月 ●内容量 ： 180g

●賞味期限 ： 製造後12ヶ月

●内容量 ： 180g
●賞味期限 ： 製造後12ヶ月
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ハーブクッキー

●内容量 ： 100g　　●賞味期限 ： 製造後4ヶ月

品番 ： 40
品名 ： ハーバルクッキー　
価格 ： ￥580　（税率8％）
［JAN ： 4949658000405］

ロングヒットを続ける一押しアイテム。
ハーブ専門店が作った、自慢の風味が
多くのお客様のリピートをいただいています

ハーブクッキングにも、
バスソルトの基材としても活躍。
3種類の天然塩を取り揃えました

伝統的な「フレンチの薬味」。
フランス料理で香りづけや
飾りに使われるミックスハーブです

一袋に4種の味。オートミールで
作った、サクサクのクッキー。
ハーブティーのおともに

カモマイル、ペパーミント、ラベンダー、ロ
ーズをそれぞれ練りこんだ4種類のハ
ーブクッキーが入っています。
＊軽い焼き上がりですので、割れやすい
クッキーです。ご了承ください。

ハーバル プロポリス スプレー
古来より、健康食や外用薬として使われてきた「プロポリス」。
ブラジル南東部・ミナスジェライス州の雄大な自然の中で元気に飛び回るハチが生み出
すプロポリスに、ハーブエキスをブレンドしたカリス成城オリジナルの健康補助食品です

●内容量 ： 30ｍｌ（5プッシュ＝約1ｍｌ）　　●賞味期限 ： 製造後24ヶ月
品番 ： 1115
品名 ： ハーバル プロポリス スプレー
価格 ： ¥2,200　（税率8％）
［JAN ： 4949658011159］
※1歳未満のお子様には、ご使用にならないでください。
※プロポリスは、季節（採取時期）により、色が異なる場合がありますが、
　品質には問題はありません。
※ピリッとした辛味は、プロポリス独特の刺激成分です。

箱サイズ ： 幅37×奥行37×高さ105ｍｍ

お召し上がり方
【ハーバル プロポリススプレー・Topics】
＊プロポリス原料起源植物は「アレクリン」

●配合原料 ： プロポリスエキス、甜茶エキス、カリンエキス、エキナセアエキス、
　グリセリン、クエン酸、ペパーミント香料、レシチン（大豆由来）

プロポリスとは・・・
諸説ありますが、「プロポリス」とい
う名の由来は、ギリシャ語で「敵の
侵入を防ぐ城砦」という意味。ミツ
バチが植物の新芽や樹液から作
るもので、巣を外敵から守るために
使われています。

＊高品質な「グリーンプロポリス」のみ使用

1日5～15プッシュくらいを目
安に、水・飲料などに滴下
してお召し上がりください。

健康補助食品

※商品のパッケージデザインや仕様が変わることがあります。ご了承ください。
※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。
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ナチュラルソルト

品番 ： 7085　
品名 ： イタリア・シチリア島産 岩塩 200g
価格 ： ￥500　（税率8％）
［JAN ： 4949658070859］

イタリア・シチリア島産 岩塩
イタリア・シチリア島の岩塩鉱で採れるクリスタル岩塩
です。パスタの茹塩、煮込み料理に。

品番 ： 7087　
品名 ： イスラエル・死海産 湖塩 200g
価格 ： ￥500　（税率8％）
［JAN ： 4949658070873］

イスラエル・死海産 湖塩
海抜が世界で一番低いと言われる、イスラエル死
海の純度の高い湖塩です。エビやカニの魚介料理に、
おすすめです。

品番 ： 7088　
品名 ： イスラエル・死海産 湖塩 500g
価格 ： ￥1,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658070880］

品番 ： 7086　
品名 ： イタリア・シチリア島産 海塩 200g
価格 ： ￥500　（税率8％）
［JAN ： 4949658070866］

イタリア・シチリア島産 海塩
イタリア・シチリア島トラパニ海の海塩です。ローズマリ
ー、タイムと合わせ、肉料理のアクセントに。

●内容量 ： 48g　●賞味期限 ： 製造後24ヶ月

品番 ： 1922　ロット ： 6
品名 ： シーズニングソルト ハーブミックス
価格 ： ￥400　（税率8％）
［JAN ： 4949658019223］

ハーブミックス
香り豊かなハーブを中心に、ブラッ
クペッパーとガーリックをアクセント
にミックスしました。幅広い料理に。

●内容量 ： 34g　●賞味期限 ： 製造後18ヶ月

品番 ： 7352　ロット ： 6　
品名 ： シーズニングソルト チリミックス
価格 ： ￥400　（税率8％）
［JAN ： 4949658073522］

チリミックス
スパイシーな唐辛子とガーリックの
風味にオニオンの甘さをプラス。
肉料理、炒め物におすすめです。

シーズニングソルト

●内容量 ： 43g　●賞味期限 ： 製造後18ヶ月

品番 ： 7353　ロット ： 6　
品名 ： シーズニングソルト レモン&ペッパー
価格 ： ￥400　（税率8％）
［JAN ： 4949658073539］

レモン＆ペッパー
レモンの爽やかな香りとブラックペ
ッパーがマッチ。魚介料理におす
すめです。

●内容量 ： 150g　●賞味期限 ： 製造後24ヶ月

品番 ： 6980　   
品名 ： シーズニングソルト ハーブミックス袋入
価格 ： ￥1,100　（税率8％）
［JAN ： 4949658069808］

ハーブミックス袋入
#1922のお得用サイズです。

●ブレンド内容 ： パセリ、タイム、タラゴン、チャービル、
　チャイブス、ディル、セージ、ローレル
●内容量 ： 20g
●賞味期限 ： 製造後24ヶ月　

品番 ： 207　
品名 ： フィーヌゼルブ
価格 ： ¥650　（税率8％）
［JAN ： 4949658002072］

フィーヌゼルブ

7種類のハーブとローレルリーフ
をセットにしました。
フィーヌゼルブとは、フランス語で
「みじん切りのハーブ」という意
味。トマト煮込みやシチューに加
えたり、魚をソテーする時にまぶ
したり、ハーブビネガーやハーブ
オイルにもお使いいただけます。

ハチミツにハーブを漬け込んだ特殊な製法。
ティーに溶かせば、自然なフレーバーがプラスされますハーブハニー

100%のハチミツのみで固形化されたハニードロップ。
高知県産の柚子果汁を使用したユズ＆プロポリス、
UMF10と15の 2 種類のマヌカをラインナップ

ハニードロップレット

品番 ： 6917
品名 ： ハーブハニー カモマイル
価格 ： ￥960　（税率8％）
［JAN ： 4949658069174］

カモマイル
温かみのあるカモマイルの味が
しっかり楽しめるハニーです。

品番 ： 6918
品名 ： ハーブハニー ラベンダー
価格 ： ￥960　（税率8％）
［JAN ： 4949658069181］

ラベンダー
ラベンダーの味と香りが満喫でき
るハニーです。紅茶に入れても
美味しくいただけます。

品番 ： 6919
品名 ： ハーブハニー ローズ
価格 ： ￥960　（税率8％）
［JAN ： 4949658069198］

ローズ
ローズの優雅な香りが漂うハニーで
す。ハーブティーとの相性も最高です。

ハーブキャンディー

●内容量 ： 80g　●賞味期限 ： 製造後12ヶ月

品番 ： 15
品名 ： 13種のハーブキャンディー
価格 ： ￥350　（税率8％）
［JAN ： 4949658000153］

13種のハーブ

●賞味期限 ： 製造後12ヶ月
品番 ： 16
品名 ： 13種のハーブキャンディー バルク1kg 
価格 ： ￥3,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658000160］

●賞味期限 ： 製造後12ヶ月
品番 ： 19
品名 ： ミントキャンディー バルク1kg 
価格 ： ￥3,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658000191］

業務用 業務用

●内容量 ： 80g　●賞味期限 ： 製造後12ヶ月

品番 ： 18
品名 ： ミントキャンディー
価格 ： ￥350　（税率8％）
［JAN ： 4949658000184］

ペパーミント

13 種類のハーブエキス入りと、爽やかなペパーミント味。
ローヤルゼリー入りの「ハーブのど飴」です

ユズ＆プロポリス
●内容量 ： 1箱(6粒入り)23g
●賞味期限 ： 製造後24ヶ月

品番 ： 8080013　ロット12
品名 ： ハニードロップレット
　　　ユズ＆プロポリス ★
価格 ： ￥500　（税率8％）
［JAN ： 4580353100139］

マヌカ UMF10+
●内容量 ： 1箱(6粒入り)23g
●賞味期限 ： 製造後24ヶ月

品番 ： 8080010　ロット12
品名 ： ハニードロップレット
　　　マヌカ UMF10+ ★
価格 ： ￥1,000　（税率8％）
［JAN ： 4580353100108］

マヌカUMF15+
●内容量 ： 1箱(6粒入り)23g
●賞味期限 ： 製造後24ヶ月

品番 ： 8080015　ロット12
品名 ： ハニードロップレット
　　　マヌカ UMF15+ ★
価格 ： ￥1,500　（税率8％）
［JAN ： 4580353100153］

※UMF値とは、マヌカハニーの示す抗菌成分をフェノール溶液(消毒液)の濃度と比較し、
　同じ効果を表す濃度を数値で表したもの。UMF値は、5以上のものにしか表示できません。

※12箱入りパッケージが
　什器になります

●内容量 ： 180g
●賞味期限 ： 製造後12ヶ月 ●内容量 ： 180g

●賞味期限 ： 製造後12ヶ月

●内容量 ： 180g
●賞味期限 ： 製造後12ヶ月
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ハーブクッキー

●内容量 ： 100g　　●賞味期限 ： 製造後4ヶ月

品番 ： 40
品名 ： ハーバルクッキー　
価格 ： ￥580　（税率8％）
［JAN ： 4949658000405］

ロングヒットを続ける一押しアイテム。
ハーブ専門店が作った、自慢の風味が
多くのお客様のリピートをいただいています

ハーブクッキングにも、
バスソルトの基材としても活躍。
3種類の天然塩を取り揃えました

伝統的な「フレンチの薬味」。
フランス料理で香りづけや
飾りに使われるミックスハーブです

一袋に4種の味。オートミールで
作った、サクサクのクッキー。
ハーブティーのおともに

カモマイル、ペパーミント、ラベンダー、ロ
ーズをそれぞれ練りこんだ4種類のハ
ーブクッキーが入っています。
＊軽い焼き上がりですので、割れやすい
クッキーです。ご了承ください。

ハーバル プロポリス スプレー
古来より、健康食や外用薬として使われてきた「プロポリス」。
ブラジル南東部・ミナスジェライス州の雄大な自然の中で元気に飛び回るハチが生み出
すプロポリスに、ハーブエキスをブレンドしたカリス成城オリジナルの健康補助食品です

●内容量 ： 30ｍｌ（5プッシュ＝約1ｍｌ）　　●賞味期限 ： 製造後24ヶ月
品番 ： 1115
品名 ： ハーバル プロポリス スプレー
価格 ： ¥2,200　（税率8％）
［JAN ： 4949658011159］
※1歳未満のお子様には、ご使用にならないでください。
※プロポリスは、季節（採取時期）により、色が異なる場合がありますが、
　品質には問題はありません。
※ピリッとした辛味は、プロポリス独特の刺激成分です。

箱サイズ ： 幅37×奥行37×高さ105ｍｍ

お召し上がり方
【ハーバル プロポリススプレー・Topics】
＊プロポリス原料起源植物は「アレクリン」

●配合原料 ： プロポリスエキス、甜茶エキス、カリンエキス、エキナセアエキス、
　グリセリン、クエン酸、ペパーミント香料、レシチン（大豆由来）

プロポリスとは・・・
諸説ありますが、「プロポリス」とい
う名の由来は、ギリシャ語で「敵の
侵入を防ぐ城砦」という意味。ミツ
バチが植物の新芽や樹液から作
るもので、巣を外敵から守るために
使われています。

＊高品質な「グリーンプロポリス」のみ使用

1日5～15プッシュくらいを目
安に、水・飲料などに滴下
してお召し上がりください。

健康補助食品

※商品のパッケージデザインや仕様が変わることがあります。ご了承ください。
※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。
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〈飲み方〉       
7～10粒を目安に摂取し、ゆっくり口の中で溶かします。
水に溶かし、ゆっくりと時間をかけて飲むこともできます。      
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エネルギークレンジング
エネルギーを取り戻したいときのサポート
お部屋の空気が、どんより重く感じる時、何だか気分がすぐれない時な
ど、サッとリフレッシュするためのスプレーとオイルです。調和のとれたエ
ネルギーを取り戻したい時に。フラワーエッセンスと組み合わせて、お使
いいただけます。

コンビネーションレメディのグラニュール（砂糖粒子）です。
ノンアルコールですのでお子様やペットにもおすすめで
す。飴のようにいつでも気軽にお使いいただけます。  

榊の植物エキスが含まれています。

品番 ： 1862002
品名 ： ECスプレー 50ml　
価格 ： ¥3,550
［JAN ： 4580292250018］

EC Spray　ECスプレー

ファイブフラワー

シュガーグラニュール

お部屋を強力に浄化

品番 ： 1862003
品名 ： ECリフレッシュスプレー 50ml 　
価格 ： ¥3,450
［JAN ： 4580292250025］

EC Refresh Spray　ECリフレッシュスプレー
爽やかな香りがついています。

●内容量 ： 15g 

品番 ： 1867029
品名 ： シュガーグラニュール ファイブフラワー 
価格 ： ¥2,500　（税率8%）
［JAN ： 4580292250179］

緊急時の精神的なダメージ、疲れなどに

エグザム
●内容量 ： 15g 

品番 ： 1867031
品名 ： シュガーグラニュール エグザム 
価格 ： ¥2,500　（税率8%）
［JAN ： 4580292250186］

集中力を高め、落ち着きを取り戻したいときに

ナイト
●内容量 ： 15g 

品番 ： 1867030
品名 ： シュガーグラニュール ナイト 
価格 ： ¥2,500　（税率8%）
［JAN ： 4580292250193］

ストレスを和らげリラックスしたいときに 品番 ： 1862007
品名 ： ECストロングスプレー 50ml 
価格 ： ¥4,095
［JAN ： 4580292250032］

品番 ： 1862005
品名 ： ECスプレー 詰替用200ml　
価格 ： ¥9,600
［JAN ： 4580292250063］

品番 ： 1862006
品名 ： ECリフレッシュスプレー 詰替用200ml　
価格 ： ¥9,320
［JAN ： 4580292250070］

品番 ： 1862008
品名 ： ECストロングスプレー 詰替用200ml　
価格 ： ¥11,070
［JAN ： 4580292250087］

EC Strong Spray　ECストロングスプレー

EC Oil　ECオイル
無農薬・有機栽培の高品質なオリーブオイルに特別な
浄化のエネルギーが転写され作られています。

品番 ： 1862001　
品名 ： ECオイル 18ml  
価格 ： ¥3,800
［JAN ： 4580292250148］

品名
01.  ロックローズ
02.  ミムラス
03.  チェリープラム
04.  アスペン
05.  レッドチェストナット
06.  セラトー
07.  スクレランサス
08.  ゲンチアナ
09.  ゴース
10.  ホーンビーム
11.  ワイルドオート
12.  クレマチス
13.  ハニーサックル
14.  ワイルドローズ
15.  オリーブ
16.  ホワイトチェストナット
17.  マスタード
18.  チェストナットバッド
19.  ウォーターバイオレット
20.  インパチェンス

品番
1860001
1860002
1860003
1860004
1860005
1860006
1860007
1860008
1860009
1860010
1860011
1860012
1860013
1860014
1860015
1860016
1860017
1860018
1860019
1860020

価格
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500

品名
21.  ヘザー
22.  アグリモニー
23.  セントーリー
24.  ウォールナット
25.  ホリー
26.  ラーチ
27.  パイン
28.  エルム
29.  スイートチェストナット
30.  スターオブベツレヘム
31.  ウィロウ
32.  オーク
33.  クラブアップル
34.  チコリー
35.  バーベイン
36.  ヴァイン
37.  ビーチ
38.  ロックウォーター
39.  ファイブフラワーレメディー

品番
1860021
1860022
1860023
1860024
1860025
1860026
1860027
1860028
1860029
1860030
1860031
1860032
1860033
1860034
1860035
1860036
1860037
1860038
1860039

価格
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500

●内容量：10ml

フラワーエッセンス

ファイブフラワーナチュラルクリーム
ファイブフラワークリームに肌をいたわる効果に
優れたカレンデュラ成分が配合されています。

フラワーエッセンスの使い方
アロマテラピーのエッセンシャルオイル（精油）とは異なり、フラワーエッセ
ンスは飲用するものです。幅広い年齢層、又、植物や動物にも使用する
ことができます。
医薬品ではありませんので、飲み方は自由です。飲みたいときに何回飲
んでもかまいませんが、一般的な目安として、コップ半分ほどの水やハー
ブティーなどの飲み物に、選んだフラワーエッセンスを各数滴ずつ加え、
口に含み、リラックスしながらゆっくりと少量ずつ飲用します。酒税法によ
り加塩ブランデーを使用しております。

品番 ： 1865060
品名 ： ヒーリングハーブブレンド リセット＆ジョイ
価格 ： ¥3,600　（税率8%）
［JAN ： 4580292250605］

ブレンドレメディー ５種類の目的別ブレンド

●ブレンド内容 ： ウォールナット、ゲンチアナ、ウィロウ、
ロックウォーター、ワイルドオート、マスタード、ワイルドローズ

品番 ： 186506１
品名 ： ヒーリングハーブブレンド コミュニケーション
価格 ： ¥3,600　（税率8%）
［JAN ： 4580292250612］

●ブレンド内容 ： ワイルドオート、セラトー、クレマチス、ホーンビーム、
ホワイトチェストナット、ラーチ

品番 ： 186506２
品名 ： ヒーリングハーブブレンド リリーフ フロム ロンリネス
価格 ： ¥3,600　（税率8%）
［JAN ： 4580292250629］

●ブレンド内容 ： アグリモニー、チコリー、ヘザー、スターオブベツレヘム、
ロックローズ、ハニーサックル、ウォーターバイオレット

品番 ： 186506３
品名 ： ヒーリングハーブブレンド リリーフ フロム プレッシャー
価格 ： ¥3,600　（税率8%）
［JAN ： 4580292250636］

●ブレンド内容 ： ヴァーベイン、アグリモニー、ロックウォーター、エルム、
インパチェンス、スクレランサス

品番 ： 186506４
品名 ： ヒーリングハーブブレンド ホープ
価格 ： ¥3,600　（税率8%）
［JAN ： 4580292250643］

●ブレンド内容 ： ゴーズ、ワイルドローズ、オーク、ロックローズ、
スイートチェストナット、クレマチス、スターオブベツレヘム

●内容量 ： 30ml

ハーブ&スパイ
スひとことメモ

レモンバーム
蜜蜂がよく集まるハーブとして知られ、
「レモンバームが植えられている庭は、
蜜蜂は決して巣から逃げない」と言い伝えられている。

※商品のパッケージデザインや仕様が変わることがあります。ご了承ください。
※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。

品番 ： 1860040
品名 ： フラワーエッセンス40本セット
価格 ： ¥100,000　（税率8％）　

40本セット （01～38番×各1本 ・ 39番×2本）

※40本セットを3セットご注文頂いた場合、ディスプレイ台をお付けします。
　幅475mm×奥行157mm×高さ275mm

品番 ： 1865020
品名 ： ファイブフラワーナチュラルクリーム 30g チューブ
価格 ： ¥3,100
［JAN ： 4580292250209］

品番 ： 1865065
品名 ： ファイブフラワーナチュラルクリーム 150g ポンプ
価格 ： ¥7,800
［JAN ： 4580292250650］

セルフヒールクリーム
セルフヒールクリームはお肌を乾燥や肌荒れから保護し、潤いを与える全身
用のクリームです。オーガニックハーブの植物抽出成分を中心に、オレンジや
ラベンダー等のエッセンシャルオイルが配合されています。

● 内容量 ： 60ｍｌ

品番 ： 3603103
品名 ： セルフヒールクリーム 60ｍｌ チューブ
価格 ： ￥3,600
［JAN ： 782932310128］

税率8%

ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表

JANコード

［JAN ： 4580292250216］

［JAN ： 4580292250223］

［JAN ： 4580292250230］

［JAN ： 4580292250247］

［JAN ： 4580292250254］

［JAN ： 4580292250261］

［JAN ： 4580292250278］

［JAN ： 4580292250285］

［JAN ： 4580292250292］

［JAN ： 4580292250308］

［JAN ： 4580292250315］

［JAN ： 4580292250322］

［JAN ： 4580292250339］

［JAN ： 4580292250346］

［JAN ： 4580292250353］

［JAN ： 4580292250360］

［JAN ： 4580292250377］

［JAN ： 4580292250384］

［JAN ： 4580292250391］

［JAN ： 4580292250407］

JANコード

［JAN ： 4580292250414］

［JAN ： 4580292250421］

［JAN ： 4580292250438］

［JAN ： 4580292250445］

［JAN ： 4580292250452］

［JAN ： 4580292250469］

［JAN ： 4580292250476］

［JAN ： 4580292250483］

［JAN ： 4580292250490］

［JAN ： 4580292250506］

［JAN ： 4580292250513］

［JAN ： 4580292250520］

［JAN ： 4580292250537］

［JAN ： 4580292250544］

［JAN ： 4580292250551］

［JAN ： 4580292250568］

［JAN ： 4580292250575］

［JAN ： 4580292250582］

［JAN ： 4580292250599］
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●内容量 ： 15g 

品番 ： 1867029
品名 ： シュガーグラニュール ファイブフラワー 
価格 ： ¥2,500　（税率8%）
［JAN ： 4580292250179］

緊急時の精神的なダメージ、疲れなどに

エグザム
●内容量 ： 15g 

品番 ： 1867031
品名 ： シュガーグラニュール エグザム 
価格 ： ¥2,500　（税率8%）
［JAN ： 4580292250186］

集中力を高め、落ち着きを取り戻したいときに

ナイト
●内容量 ： 15g 

品番 ： 1867030
品名 ： シュガーグラニュール ナイト 
価格 ： ¥2,500　（税率8%）
［JAN ： 4580292250193］

ストレスを和らげリラックスしたいときに 品番 ： 1862007
品名 ： ECストロングスプレー 50ml 
価格 ： ¥4,095
［JAN ： 4580292250032］

品番 ： 1862005
品名 ： ECスプレー 詰替用200ml　
価格 ： ¥9,600
［JAN ： 4580292250063］

品番 ： 1862006
品名 ： ECリフレッシュスプレー 詰替用200ml　
価格 ： ¥9,320
［JAN ： 4580292250070］

品番 ： 1862008
品名 ： ECストロングスプレー 詰替用200ml　
価格 ： ¥11,070
［JAN ： 4580292250087］

EC Strong Spray　ECストロングスプレー

EC Oil　ECオイル
無農薬・有機栽培の高品質なオリーブオイルに特別な
浄化のエネルギーが転写され作られています。

品番 ： 1862001　
品名 ： ECオイル 18ml  
価格 ： ¥3,800
［JAN ： 4580292250148］

品名
01.  ロックローズ
02.  ミムラス
03.  チェリープラム
04.  アスペン
05.  レッドチェストナット
06.  セラトー
07.  スクレランサス
08.  ゲンチアナ
09.  ゴース
10.  ホーンビーム
11.  ワイルドオート
12.  クレマチス
13.  ハニーサックル
14.  ワイルドローズ
15.  オリーブ
16.  ホワイトチェストナット
17.  マスタード
18.  チェストナットバッド
19.  ウォーターバイオレット
20.  インパチェンス

品番
1860001
1860002
1860003
1860004
1860005
1860006
1860007
1860008
1860009
1860010
1860011
1860012
1860013
1860014
1860015
1860016
1860017
1860018
1860019
1860020

価格
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500

品名
21.  ヘザー
22.  アグリモニー
23.  セントーリー
24.  ウォールナット
25.  ホリー
26.  ラーチ
27.  パイン
28.  エルム
29.  スイートチェストナット
30.  スターオブベツレヘム
31.  ウィロウ
32.  オーク
33.  クラブアップル
34.  チコリー
35.  バーベイン
36.  ヴァイン
37.  ビーチ
38.  ロックウォーター
39.  ファイブフラワーレメディー

品番
1860021
1860022
1860023
1860024
1860025
1860026
1860027
1860028
1860029
1860030
1860031
1860032
1860033
1860034
1860035
1860036
1860037
1860038
1860039

価格
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500
¥2,500

●内容量：10ml

フラワーエッセンス

ファイブフラワーナチュラルクリーム
ファイブフラワークリームに肌をいたわる効果に
優れたカレンデュラ成分が配合されています。

フラワーエッセンスの使い方
アロマテラピーのエッセンシャルオイル（精油）とは異なり、フラワーエッセ
ンスは飲用するものです。幅広い年齢層、又、植物や動物にも使用する
ことができます。
医薬品ではありませんので、飲み方は自由です。飲みたいときに何回飲
んでもかまいませんが、一般的な目安として、コップ半分ほどの水やハー
ブティーなどの飲み物に、選んだフラワーエッセンスを各数滴ずつ加え、
口に含み、リラックスしながらゆっくりと少量ずつ飲用します。酒税法によ
り加塩ブランデーを使用しております。

品番 ： 1865060
品名 ： ヒーリングハーブブレンド リセット＆ジョイ
価格 ： ¥3,600　（税率8%）
［JAN ： 4580292250605］

ブレンドレメディー ５種類の目的別ブレンド

●ブレンド内容 ： ウォールナット、ゲンチアナ、ウィロウ、
ロックウォーター、ワイルドオート、マスタード、ワイルドローズ

品番 ： 186506１
品名 ： ヒーリングハーブブレンド コミュニケーション
価格 ： ¥3,600　（税率8%）
［JAN ： 4580292250612］

●ブレンド内容 ： ワイルドオート、セラトー、クレマチス、ホーンビーム、
ホワイトチェストナット、ラーチ

品番 ： 186506２
品名 ： ヒーリングハーブブレンド リリーフ フロム ロンリネス
価格 ： ¥3,600　（税率8%）
［JAN ： 4580292250629］

●ブレンド内容 ： アグリモニー、チコリー、ヘザー、スターオブベツレヘム、
ロックローズ、ハニーサックル、ウォーターバイオレット

品番 ： 186506３
品名 ： ヒーリングハーブブレンド リリーフ フロム プレッシャー
価格 ： ¥3,600　（税率8%）
［JAN ： 4580292250636］

●ブレンド内容 ： ヴァーベイン、アグリモニー、ロックウォーター、エルム、
インパチェンス、スクレランサス

品番 ： 186506４
品名 ： ヒーリングハーブブレンド ホープ
価格 ： ¥3,600　（税率8%）
［JAN ： 4580292250643］

●ブレンド内容 ： ゴーズ、ワイルドローズ、オーク、ロックローズ、
スイートチェストナット、クレマチス、スターオブベツレヘム

●内容量 ： 30ml

ハーブ&スパイ
スひとことメモ

レモンバーム
蜜蜂がよく集まるハーブとして知られ、
「レモンバームが植えられている庭は、
蜜蜂は決して巣から逃げない」と言い伝えられている。

※商品のパッケージデザインや仕様が変わることがあります。ご了承ください。
※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。

品番 ： 1860040
品名 ： フラワーエッセンス40本セット
価格 ： ¥100,000　（税率8％）　

40本セット （01～38番×各1本 ・ 39番×2本）

※40本セットを3セットご注文頂いた場合、ディスプレイ台をお付けします。
　幅475mm×奥行157mm×高さ275mm

品番 ： 1865020
品名 ： ファイブフラワーナチュラルクリーム 30g チューブ
価格 ： ¥3,100
［JAN ： 4580292250209］

品番 ： 1865065
品名 ： ファイブフラワーナチュラルクリーム 150g ポンプ
価格 ： ¥7,800
［JAN ： 4580292250650］

セルフヒールクリーム
セルフヒールクリームはお肌を乾燥や肌荒れから保護し、潤いを与える全身
用のクリームです。オーガニックハーブの植物抽出成分を中心に、オレンジや
ラベンダー等のエッセンシャルオイルが配合されています。

● 内容量 ： 60ｍｌ

品番 ： 3603103
品名 ： セルフヒールクリーム 60ｍｌ チューブ
価格 ： ￥3,600
［JAN ： 782932310128］

税率8%

ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表

JANコード

［JAN ： 4580292250216］

［JAN ： 4580292250223］

［JAN ： 4580292250230］

［JAN ： 4580292250247］

［JAN ： 4580292250254］

［JAN ： 4580292250261］

［JAN ： 4580292250278］

［JAN ： 4580292250285］

［JAN ： 4580292250292］

［JAN ： 4580292250308］

［JAN ： 4580292250315］

［JAN ： 4580292250322］

［JAN ： 4580292250339］

［JAN ： 4580292250346］

［JAN ： 4580292250353］

［JAN ： 4580292250360］

［JAN ： 4580292250377］

［JAN ： 4580292250384］

［JAN ： 4580292250391］

［JAN ： 4580292250407］

JANコード

［JAN ： 4580292250414］

［JAN ： 4580292250421］

［JAN ： 4580292250438］

［JAN ： 4580292250445］

［JAN ： 4580292250452］

［JAN ： 4580292250469］

［JAN ： 4580292250476］

［JAN ： 4580292250483］

［JAN ： 4580292250490］

［JAN ： 4580292250506］

［JAN ： 4580292250513］

［JAN ： 4580292250520］

［JAN ： 4580292250537］

［JAN ： 4580292250544］

［JAN ： 4580292250551］

［JAN ： 4580292250568］

［JAN ： 4580292250575］

［JAN ： 4580292250582］

［JAN ： 4580292250599］
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品名
エキナセア 45ｃap
エルダーフラワー 45ｃap
カモミール 45ｃap
カレンデュラ 45caｐ
ギンコ 45cap
クランベリー 45cap
セントジョーンズワート 45cap
ソーパルメット 45cap
ダンデライオン 45cap
フィーバーフュー 45cap
ブラックコホッシュ 45cap
ネトル 45cap
パッションフラワー 45cap
バレリアン 45cap
バレリアン・パッション 45cap
ホーソンリーフ 45cap
ラズベリーリーフ 45cap
レッドクローバー 45cap
ロディオラロゼア 45cap

品番
3900001
3900002
3900003
3900004
3900005
3900006
3900009
3900010
3900011
3900012
3900013
3900014
3900015
3900016
3900017
3900019
3900020
3900021
3900022

価格
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800

ハーブサプリメント

エクレクティックサプリメント カプセル 45Cap★
品名
アイブライト 1oz
エキナセア  1oz
エキナセアキッズ ラズベリー 1oz
エキナセアキッズ オレンジ 1oz
ギンコ 1oz
チェストツリー 1oz
バレリアン・パッション 1oz
ビルベリー 1oz
ミルクシッスル 1oz
レモンバーム 1oz
ローズヒップ 1oz

品番
3902001
3902002
3902003
3902004
3902006
3902010
3902012
3902013
3902014
3902015
3902016

価格
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800

エクレクティックサプリメント チンキ 1oz★

品名
アイブライト 2oz
エキナセア 2oz
チェストツリー 2oz

品番
3903001
3903002
3903004

価格
¥5,100
¥5,100
¥5,100

エクレクティックサプリメント チンキ 2oz★

エクレクティックサプリメント カプセル 90Cap★ 〈使用方法〉       
■カプセルは、1回1カプセルを目安に1日3回ご利用ください。       
■チンキ(液体)は、15～30滴を少量の水に溶かしてご利用ください。       
■1oz(30ml)約500滴、おおよそ25回分。
■2oz（60ml）は、約1000滴、おおよそ50回分。

■Eclectic Institute products
ここでご紹介している製品は、北米、Eclectic Institute Inc.の製品です。
Eclectic Institute Inc.は、1982年2名の医師により設立されたハーブサプリメント
の製造会社です。品質にこだわり、プラントの育成から加工までの全てを自社管理
しています。
■Wildcrafted Plant material
Wildcrafted Plant material 表示のプラントは、農薬、除草剤はもとより有機肥料
さえ使用しない全くの自然栽培によって育成したプラントを使用して造られた製品
です。
太古の昔から変わらぬ自然にはぐくまれて育った野性種には、植物の持つ本来の
力がみなぎっています。
■Organically Grown Plant material
Organically Grown Plantは、一部有機肥料を使用して栽培されたプラントで
す。農薬、除草剤、全ての化学肥料を使用していないことが、オレゴン州有機栽培
法の下に管理され保証されています。化学物質を含まない安定生育したプラント
から造られた製品です。

■Fresh Freeze-Dried
フレッシュフリーズドライ製法とは、原材料となる植物を時期・部位・場所を厳選して
Eclectic Institute Inc.のノウハウに沿い収穫します。次にセラミックでろ過された
新鮮な湧き水で洗います。きれいになった植物原料は凍結乾燥するために一旦
凍らせます。その後、植物は釜で真空の下に置かれます。これによりハーブの凍っ
た水分が液体になることなく蒸発させることが出来ます。直ちに瞬間冷凍乾燥さ
せ製品化する製法で、生育プラントの持つ有効成分を損なうことなく製品に反映
できるのです。乾燥させたプラントと比較し、より多くの有効成分を保有させること
ができます。摘み取られたばかりの新鮮なハーブが持つ多くの成分を余すことなく
安定加工し、ボトルに詰められます。

○カプセル製品の容器は、チャイルドプルーフボトルです。
　フタをボトルに押えつけながら開けて下さい。
○チンキ剤のスポイトにハーブ成分が付着することがありますが、
　製品特長ですので品質に問題はありません。
○ローズヒップ等果実を原料としている製品は、原料により液の粘度が
　大きく異なります。あらかじめ、ご了承ください。

JANコード

［JAN ： 0023363411276］

［JAN ： 0023363766277］

［JAN ： 0023363756278］

［JAN ： 0023363714278］

［JAN ： 0023363416271］

［JAN ： 0023363438273］

［JAN ： 0023363400270］

［JAN ： 0023363432271］

［JAN ： 0023363435272］

［JAN ： 0023363433278］

［JAN ： 0023363408276］

［JAN ： 0023363437276］

［JAN ： 0023363427277］

［JAN ： 0023363439270］

［JAN ： 0023363314270］

［JAN ： 0023363728275］

［JAN ： 0023363762279］

［JAN ： 0023363436279］

［JAN ： 0023363354276］

JANコード

［JAN ： 0023363245277］

［JAN ： 0023363100279］

［JAN ： 0023363621279］

［JAN ： 0023363103270］

［JAN ： 0023363213276］

［JAN ： 0023363222278］

［JAN ： 0023363104277］

［JAN ： 0023363121274］

［JAN ： 0023363113279］

［JAN ： 0023363211272］

［JAN ： 0023363119271］

JANコード

［JAN ： 0023363445271］

［JAN ： 0023363205271］

［JAN ： 0023363322275］

品名
エキナセア 90ｃap
カレンデュラ 90caｐ
ギンコ 90cap
クランベリー 90cap
セントジョーンズワート 90cap
ネトル 90cap
フィーバーフュー 90cap
ロディオラロゼア 90cap

価格
¥5,100
¥5,100
¥5,100
¥5,100
¥5,100
¥5,100
¥5,100
¥5,100

品番
3901001
3901002
3901003
3901004
3901006
3901007
3901008
3901011

JANコード

［JAN ： 0023363911271］

［JAN ： 0023363904273］

［JAN ： 0023363916276］

［JAN ： 0023363938278］

［JAN ： 0023363900275］

［JAN ： 0023363937271］

［JAN ： 0023363933273］

［JAN ： 0023363359271］

品名
ネイザルサポート 45ｃap

価格
¥4,286

JANコード

［JAN ： 0023363415274］

品番
3900023

エクレクティックサプリメント ブレンドカプセル 45Cap★

［アイブライト・ネトル・エルダーフラワー・ホースラディッシュの4種のブレンド］

税率8%

■Alcohol
チンキ剤で抽出に使用されるアルコールは、有機栽培されたブドウで作られています。この有機ブドウアルコールは、従来の穀物アルコールよりも、低アレルギー性の点で優れて
います。チンキ剤は、まず有機アルコールを使って植物から成分を抽出し、さらに抽出装置を使って一旦アルコールを除去します。その後、グリセリンが加えられているので、
製品にはアルコールが含有していません。通常、植物から成分を抽出するために必要な時間は3日前後といわれていますが、Eclectic Institute Inc.の製品は、その数倍の時間
をかけて、丁寧に抽出しています。

※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。

ティータイムを演出するポット&カップ
※電子レンジOK　直火不可。
※ティーメイト、ポットにはフタ、フィルターが付属しています。
※交換用フィルターはP.23に記載しております。

●容量 ： 250cc　
●使用フィルター ： V-2フィルター
品番 ： 8170444
品名 ： ティーメイト SO型 ラベンダー
価格 ： ¥1,600
［JAN ： 4906171804446］

●容量 ： 330cc　
●使用フィルター ： 84Tフィルター
品番 ： 8170238
品名 ： ティーメイト GCY-84T クリア
価格 ： ¥1,700
［JAN ： 4906171802381］

●容量 ： 330cc　
●使用フィルター ： 84Tフィルター
品番 ： 8171924
品名 ： ティーメイト GCY-84T フローリスト
価格 ： ¥2,000
［JAN ： 4906171819242］

●容量 ： 250cc　
●使用フィルター ： V-2フィルター
品番 ： 8170445
品名 ： ティーメイト SO型 カモマイル
価格 ： ¥1,600
［JAN ： 4906171804453］

ティーメイト SO型

ティーメイト GCY-84T

品番 ： 8179444
品名 ： 交換用 SO型 フタ ラベンダー
価格 ： ¥600

品番 ： 8179924
品名 ： 交換用
         GCY-84T フタ クリア
価格 ： ¥700

品番 ： 8179445
品名 ： 交換用 SO型 フタ カモマイル
価格 ： ¥600

ハーブの柄が描かれた陶磁器製のカップ。
フィルター、フタ付き。

シンプルなクリアと、お花屋さんをイメージしたフラワーデザインのガラスカップ。
フィルター、フタ付き。

※フローリスト柄は交換用フタのご用意はありませんので、クリアをご利用下さい。

●容量：300cc
●使用フィルター：78Tフィルター
品番 ： 8177853
品名 ： ティーメイト GT57
　　　イエロー ムーミン
価格 ： ￥2,500
［JAN ： 4979855178539]

●容量：300cc
●使用フィルター：78Tフィルター
品番 ： 8177854
品名 ： ティーメイト GT57
　　　レッド ミイ
価格 ： ￥2,500
［JAN ： 4979855178546]

●容量：300cc
●使用フィルター：78Tフィルター
品番 ： 8177855
品名 ： ティーメイト GT57
　　　グリーン スナフキン
価格 ： ￥2,500
［JAN ： 4979855178553]

ティーメイト GT57

品番：8172038
品名：交換用 C-R型 フタ クリア
価格 ： ¥650

ムーミンの仲間たちがデザインされたカップで、楽しいティータイムを。
フィルター、フタ付き。

※ムーミンシリーズ柄入りフタの交換用はご用意ありませんので、クリアをご利用下さい。

●容量：280cc
●使用フィルター：78Tフィルター　
品番 ： 8177108
品名 ： ティーメイト 12 
　　　ラベンダー
価格 ： ￥1,800
［JAN ： 4979855271087］

●容量：280cc
●使用フィルター：78Tフィルター　
品番 ： 8177107
品名 ： ティーメイト 12 
　　　チャイブ
価格 ： ￥1,800
［JAN ： 4979855271070］

品番：8172038
品名：交換用 C-R型 フタ クリア
価格 ： ￥650

●容量：280cc
●使用フィルター：78Tフィルター　
品番 ： 8177106
品名 ： ティーメイト 12 
　　　カモミール
価格 ： ￥1,800
［JAN ： 4979855271063］

ティーメイト12 ラ・エミーズブランドのハーブ柄が描かれた陶磁器製カップ。
フィルター、クリアガラスのフタ付き。

ラ・エミーズ
料理研究家井上絵美さんのオリジナルブランド。絵美さんは、流行に敏感な女性た
ちから指示されている料理教室エミーズ(東京・青山）主催のほか、講演会、雑誌、
TVなど幅広く活躍する人気の料理研究家です。
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品名
エキナセア 45ｃap
エルダーフラワー 45ｃap
カモミール 45ｃap
カレンデュラ 45caｐ
ギンコ 45cap
クランベリー 45cap
セントジョーンズワート 45cap
ソーパルメット 45cap
ダンデライオン 45cap
フィーバーフュー 45cap
ブラックコホッシュ 45cap
ネトル 45cap
パッションフラワー 45cap
バレリアン 45cap
バレリアン・パッション 45cap
ホーソンリーフ 45cap
ラズベリーリーフ 45cap
レッドクローバー 45cap
ロディオラロゼア 45cap

品番
3900001
3900002
3900003
3900004
3900005
3900006
3900009
3900010
3900011
3900012
3900013
3900014
3900015
3900016
3900017
3900019
3900020
3900021
3900022

価格
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800

ハーブサプリメント

エクレクティックサプリメント カプセル 45Cap★
品名
アイブライト 1oz
エキナセア  1oz
エキナセアキッズ ラズベリー 1oz
エキナセアキッズ オレンジ 1oz
ギンコ 1oz
チェストツリー 1oz
バレリアン・パッション 1oz
ビルベリー 1oz
ミルクシッスル 1oz
レモンバーム 1oz
ローズヒップ 1oz

品番
3902001
3902002
3902003
3902004
3902006
3902010
3902012
3902013
3902014
3902015
3902016

価格
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800
¥2,800

エクレクティックサプリメント チンキ 1oz★

品名
アイブライト 2oz
エキナセア 2oz
チェストツリー 2oz

品番
3903001
3903002
3903004

価格
¥5,100
¥5,100
¥5,100

エクレクティックサプリメント チンキ 2oz★

エクレクティックサプリメント カプセル 90Cap★ 〈使用方法〉       
■カプセルは、1回1カプセルを目安に1日3回ご利用ください。       
■チンキ(液体)は、15～30滴を少量の水に溶かしてご利用ください。       
■1oz(30ml)約500滴、おおよそ25回分。
■2oz（60ml）は、約1000滴、おおよそ50回分。

■Eclectic Institute products
ここでご紹介している製品は、北米、Eclectic Institute Inc.の製品です。
Eclectic Institute Inc.は、1982年2名の医師により設立されたハーブサプリメント
の製造会社です。品質にこだわり、プラントの育成から加工までの全てを自社管理
しています。
■Wildcrafted Plant material
Wildcrafted Plant material 表示のプラントは、農薬、除草剤はもとより有機肥料
さえ使用しない全くの自然栽培によって育成したプラントを使用して造られた製品
です。
太古の昔から変わらぬ自然にはぐくまれて育った野性種には、植物の持つ本来の
力がみなぎっています。
■Organically Grown Plant material
Organically Grown Plantは、一部有機肥料を使用して栽培されたプラントで
す。農薬、除草剤、全ての化学肥料を使用していないことが、オレゴン州有機栽培
法の下に管理され保証されています。化学物質を含まない安定生育したプラント
から造られた製品です。

■Fresh Freeze-Dried
フレッシュフリーズドライ製法とは、原材料となる植物を時期・部位・場所を厳選して
Eclectic Institute Inc.のノウハウに沿い収穫します。次にセラミックでろ過された
新鮮な湧き水で洗います。きれいになった植物原料は凍結乾燥するために一旦
凍らせます。その後、植物は釜で真空の下に置かれます。これによりハーブの凍っ
た水分が液体になることなく蒸発させることが出来ます。直ちに瞬間冷凍乾燥さ
せ製品化する製法で、生育プラントの持つ有効成分を損なうことなく製品に反映
できるのです。乾燥させたプラントと比較し、より多くの有効成分を保有させること
ができます。摘み取られたばかりの新鮮なハーブが持つ多くの成分を余すことなく
安定加工し、ボトルに詰められます。

○カプセル製品の容器は、チャイルドプルーフボトルです。
　フタをボトルに押えつけながら開けて下さい。
○チンキ剤のスポイトにハーブ成分が付着することがありますが、
　製品特長ですので品質に問題はありません。
○ローズヒップ等果実を原料としている製品は、原料により液の粘度が
　大きく異なります。あらかじめ、ご了承ください。

JANコード

［JAN ： 0023363411276］

［JAN ： 0023363766277］

［JAN ： 0023363756278］

［JAN ： 0023363714278］

［JAN ： 0023363416271］

［JAN ： 0023363438273］

［JAN ： 0023363400270］

［JAN ： 0023363432271］

［JAN ： 0023363435272］

［JAN ： 0023363433278］

［JAN ： 0023363408276］

［JAN ： 0023363437276］

［JAN ： 0023363427277］

［JAN ： 0023363439270］

［JAN ： 0023363314270］

［JAN ： 0023363728275］

［JAN ： 0023363762279］

［JAN ： 0023363436279］

［JAN ： 0023363354276］

JANコード

［JAN ： 0023363245277］

［JAN ： 0023363100279］

［JAN ： 0023363621279］

［JAN ： 0023363103270］

［JAN ： 0023363213276］

［JAN ： 0023363222278］

［JAN ： 0023363104277］

［JAN ： 0023363121274］

［JAN ： 0023363113279］

［JAN ： 0023363211272］

［JAN ： 0023363119271］

JANコード

［JAN ： 0023363445271］

［JAN ： 0023363205271］

［JAN ： 0023363322275］

品名
エキナセア 90ｃap
カレンデュラ 90caｐ
ギンコ 90cap
クランベリー 90cap
セントジョーンズワート 90cap
ネトル 90cap
フィーバーフュー 90cap
ロディオラロゼア 90cap

価格
¥5,100
¥5,100
¥5,100
¥5,100
¥5,100
¥5,100
¥5,100
¥5,100

品番
3901001
3901002
3901003
3901004
3901006
3901007
3901008
3901011

JANコード

［JAN ： 0023363911271］

［JAN ： 0023363904273］

［JAN ： 0023363916276］

［JAN ： 0023363938278］

［JAN ： 0023363900275］

［JAN ： 0023363937271］

［JAN ： 0023363933273］

［JAN ： 0023363359271］

品名
ネイザルサポート 45ｃap

価格
¥4,286

JANコード

［JAN ： 0023363415274］

品番
3900023

エクレクティックサプリメント ブレンドカプセル 45Cap★

［アイブライト・ネトル・エルダーフラワー・ホースラディッシュの4種のブレンド］

税率8%

■Alcohol
チンキ剤で抽出に使用されるアルコールは、有機栽培されたブドウで作られています。この有機ブドウアルコールは、従来の穀物アルコールよりも、低アレルギー性の点で優れて
います。チンキ剤は、まず有機アルコールを使って植物から成分を抽出し、さらに抽出装置を使って一旦アルコールを除去します。その後、グリセリンが加えられているので、
製品にはアルコールが含有していません。通常、植物から成分を抽出するために必要な時間は3日前後といわれていますが、Eclectic Institute Inc.の製品は、その数倍の時間
をかけて、丁寧に抽出しています。

※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。

ティータイムを演出するポット&カップ
※電子レンジOK　直火不可。
※ティーメイト、ポットにはフタ、フィルターが付属しています。
※交換用フィルターはP.23に記載しております。

●容量 ： 250cc　
●使用フィルター ： V-2フィルター
品番 ： 8170444
品名 ： ティーメイト SO型 ラベンダー
価格 ： ¥1,600
［JAN ： 4906171804446］

●容量 ： 330cc　
●使用フィルター ： 84Tフィルター
品番 ： 8170238
品名 ： ティーメイト GCY-84T クリア
価格 ： ¥1,700
［JAN ： 4906171802381］

●容量 ： 330cc　
●使用フィルター ： 84Tフィルター
品番 ： 8171924
品名 ： ティーメイト GCY-84T フローリスト
価格 ： ¥2,000
［JAN ： 4906171819242］

●容量 ： 250cc　
●使用フィルター ： V-2フィルター
品番 ： 8170445
品名 ： ティーメイト SO型 カモマイル
価格 ： ¥1,600
［JAN ： 4906171804453］

ティーメイト SO型

ティーメイト GCY-84T

品番 ： 8179444
品名 ： 交換用 SO型 フタ ラベンダー
価格 ： ¥600

品番 ： 8179924
品名 ： 交換用
         GCY-84T フタ クリア
価格 ： ¥700

品番 ： 8179445
品名 ： 交換用 SO型 フタ カモマイル
価格 ： ¥600

ハーブの柄が描かれた陶磁器製のカップ。
フィルター、フタ付き。

シンプルなクリアと、お花屋さんをイメージしたフラワーデザインのガラスカップ。
フィルター、フタ付き。

※フローリスト柄は交換用フタのご用意はありませんので、クリアをご利用下さい。

●容量：300cc
●使用フィルター：78Tフィルター
品番 ： 8177853
品名 ： ティーメイト GT57
　　　イエロー ムーミン
価格 ： ￥2,500
［JAN ： 4979855178539]

●容量：300cc
●使用フィルター：78Tフィルター
品番 ： 8177854
品名 ： ティーメイト GT57
　　　レッド ミイ
価格 ： ￥2,500
［JAN ： 4979855178546]

●容量：300cc
●使用フィルター：78Tフィルター
品番 ： 8177855
品名 ： ティーメイト GT57
　　　グリーン スナフキン
価格 ： ￥2,500
［JAN ： 4979855178553]

ティーメイト GT57

品番：8172038
品名：交換用 C-R型 フタ クリア
価格 ： ¥650

ムーミンの仲間たちがデザインされたカップで、楽しいティータイムを。
フィルター、フタ付き。

※ムーミンシリーズ柄入りフタの交換用はご用意ありませんので、クリアをご利用下さい。

●容量：280cc
●使用フィルター：78Tフィルター　
品番 ： 8177108
品名 ： ティーメイト 12 
　　　ラベンダー
価格 ： ￥1,800
［JAN ： 4979855271087］

●容量：280cc
●使用フィルター：78Tフィルター　
品番 ： 8177107
品名 ： ティーメイト 12 
　　　チャイブ
価格 ： ￥1,800
［JAN ： 4979855271070］

品番：8172038
品名：交換用 C-R型 フタ クリア
価格 ： ￥650

●容量：280cc
●使用フィルター：78Tフィルター　
品番 ： 8177106
品名 ： ティーメイト 12 
　　　カモミール
価格 ： ￥1,800
［JAN ： 4979855271063］

ティーメイト12 ラ・エミーズブランドのハーブ柄が描かれた陶磁器製カップ。
フィルター、クリアガラスのフタ付き。

ラ・エミーズ
料理研究家井上絵美さんのオリジナルブランド。絵美さんは、流行に敏感な女性た
ちから指示されている料理教室エミーズ(東京・青山）主催のほか、講演会、雑誌、
TVなど幅広く活躍する人気の料理研究家です。
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※ラベンダー・カモマイル柄は交換用フタのご用意はありませんので、クリアをご利用下さい。

●容量 ： 290cc　
品番 ： 8177819
品名 ： カップ&ソーサー GCS-1 クリア
価格 ： ¥1,300
［JAN ： 4906171178196］

品番 ： 8179850
品名 ： 交換用 GCS-1 皿
価格 ： ¥600

●容量 ： 290cc
品番 ： 8177856
品名 ： カップ&ソーサー GCS-1 ラベンダー
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4906171178561］

●容量 ： 290cc
品番 ： 8177850
品名 ： カップ&ソーサー GCS-1 カモマイル
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4906171178509］

●容量 ： 290cc
品番 ： 8177078
品名 ： カップ&ソーサー GCS-1 フローリスト
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4906171870786］

カップ＆ソーサー GCS-1

●容量 ： 460cc　
●使用フィルター ： V-2WMフィルター
品番 ： 8178619
品名 ： Vポット GV-2 クリア
価格 ： ¥3,000
［JAN ： 4906171286198］

●容量 ： 460cc　
●使用フィルター ： V-2WMフィルター
品番 ： 8178656
品名 ： Vポット GV-2 ラベンダー
価格 ： ¥3,400
［JAN ： 4906171286563］

●容量 ： 460cc　
●使用フィルター ： V-2WMフィルター
品番 ： 8178650
品名 ： Vポット GV-2 カモマイル
価格 ： ¥3,400
［JAN ： 4906171286501］

品番 ： 8179616
品名 ： 交換用 GV-2 フタ クリア
価格 ： ¥900

Vポット GV-2

ハーブやフラワーが描かれたガラスのカップ＆ソーサー。

茶葉を選ばない、おしゃれなヨーロピアンフォルム。フィルター付き。

フィルターがセットされたガラスポット。ボタニカルハーブ柄が人気。

ティーポット GVP-27A
●容量 ： 490cc
●使用フィルター ： V-2フィルター
品番 ： 8176541
品名 ： ティーポット GVP-27A クリア
価格 ： ￥3,200
［JAN ： 4906171865416］

●容量 ： 490cc
●使用フィルター ： V-2フィルター
品番 ： 8176550
品名 ： ティーポット GVP-27A
　　　フローリスト
価格 ： ￥3,600
［JAN ： 4906171865508］

品番 ： 8179541
品名 ： 交換用 GVP-27A フタ クリア
価格 ： ￥1,100

※交換用フィルターはP.23に記載しております。

品番 ： 8170519  品名 ： 交換用 V-2WMフィルター
価格 ： ¥400 ［JAN ： 4906171005195］　
品番 ： 8170219  品名 ： 交換用 V-2フィルター
価格 ： ¥400  ［JAN ： 4906171002194］
品番 ： 8175110  品名 ： 交換用 84Tフィルター
価格 ： ¥450  ［JAN ： 4906171051109］　　
品番 ： 8175010  品名 ： 交換用 78Tフィルター
価格 ： ¥450  ［JAN ： 4906171050102］　　

外径①×外径②×底幅（mm）×高さ（mm）
φ78×φ66×64×66

φ74×φ66×64×60

φ84×φ75×53×78

φ78×φ69×45×74

フィルター

ティーピッチャー

外径①

高さ外径②

底幅

●容量 ： 450ｍｌ　
品番 ： 3069392
品名 ： ティーピッチャーTPC-45 SV
価格 ： ￥3,500
［JAN ： 4977642093928］

品番 ： 3061018
品名 ： 交換用 ティーピッチャーTPC-45
　　　450mlストレーナー
価格 ： ￥1,700
［JAN ： 4977642310186］

品番 ： 3061019
品名 ： 交換用 ティーピッチャーTPC-70
　　　700mlストレーナー
価格 ： ￥2,000
［JAN ： 4977642310193］

耐熱ガラスとステンレスを組み合わせた
シンプルなポット。つまみの部分は天然木です。

●容量 ： 700ｍｌ
品番 ： 3069393
品名 ： ティーピッチャーTPC-70 SV
価格 ： ￥4,000
［JAN ： 4977642093935］

ステンレスのストレーナーはガラスボールの
内側にはまるストッパー付きです。

エッチングメッシュのストレーナーは茶葉が
漏れにくく、洗いやすくなっています。

品番 ： 5950001
品名 ： シェーカー小
価格 ： ¥200

シェーカー

●素材 ： PP（ポリプロピレン）
●サイズ ： 直径68mm×高さ145mm（フタも含む）
●容量 ： 260ml（200mlまでの簡易メモリ付）
●耐熱温度 ： 120℃　耐冷温度：-20℃

青汁をブレンドする時に、お手軽で便利

品番 ： 3060128　
品名 ： フルーツスムージーメーカー オフホワイト
価格 ： ￥2,500
［JAN ： 4977642401280］

品番 ： 3060129　
品名 ： フルーツスムージーメーカー レッド
価格 ： ￥2,500
［JAN ： 4977642401297］

スムージーメーカー 1杯のスムージーが手軽に作れるハンディージューサー
つまみを上下させると刃が回転して、果肉を攪拌します。

●容量 ： 300ｍｌ
●サイズ ： 直径88mm×高さ160mm　口径83mm
●材質 ： 本体/耐熱ガラス（耐熱温度差120℃）、ツマミ・フタ・ブレード/ポリプロピレン（耐熱温度120℃）
　　　　シャフト/ステンレス、バンド・パッキン/シリコーンゴム（耐熱温度180℃）

つまみを上下すると

刃が回転

おいしいフルーツスムージーが作れます。

ハーバルスムージー にもご使用いただけます。
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※ラベンダー・カモマイル柄は交換用フタのご用意はありませんので、クリアをご利用下さい。

●容量 ： 290cc　
品番 ： 8177819
品名 ： カップ&ソーサー GCS-1 クリア
価格 ： ¥1,300
［JAN ： 4906171178196］

品番 ： 8179850
品名 ： 交換用 GCS-1 皿
価格 ： ¥600

●容量 ： 290cc
品番 ： 8177856
品名 ： カップ&ソーサー GCS-1 ラベンダー
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4906171178561］

●容量 ： 290cc
品番 ： 8177850
品名 ： カップ&ソーサー GCS-1 カモマイル
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4906171178509］

●容量 ： 290cc
品番 ： 8177078
品名 ： カップ&ソーサー GCS-1 フローリスト
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4906171870786］

カップ＆ソーサー GCS-1

●容量 ： 460cc　
●使用フィルター ： V-2WMフィルター
品番 ： 8178619
品名 ： Vポット GV-2 クリア
価格 ： ¥3,000
［JAN ： 4906171286198］

●容量 ： 460cc　
●使用フィルター ： V-2WMフィルター
品番 ： 8178656
品名 ： Vポット GV-2 ラベンダー
価格 ： ¥3,400
［JAN ： 4906171286563］

●容量 ： 460cc　
●使用フィルター ： V-2WMフィルター
品番 ： 8178650
品名 ： Vポット GV-2 カモマイル
価格 ： ¥3,400
［JAN ： 4906171286501］

品番 ： 8179616
品名 ： 交換用 GV-2 フタ クリア
価格 ： ¥900

Vポット GV-2

ハーブやフラワーが描かれたガラスのカップ＆ソーサー。

茶葉を選ばない、おしゃれなヨーロピアンフォルム。フィルター付き。

フィルターがセットされたガラスポット。ボタニカルハーブ柄が人気。

ティーポット GVP-27A
●容量 ： 490cc
●使用フィルター ： V-2フィルター
品番 ： 8176541
品名 ： ティーポット GVP-27A クリア
価格 ： ￥3,200
［JAN ： 4906171865416］

●容量 ： 490cc
●使用フィルター ： V-2フィルター
品番 ： 8176550
品名 ： ティーポット GVP-27A
　　　フローリスト
価格 ： ￥3,600
［JAN ： 4906171865508］

品番 ： 8179541
品名 ： 交換用 GVP-27A フタ クリア
価格 ： ￥1,100

※交換用フィルターはP.23に記載しております。

品番 ： 8170519  品名 ： 交換用 V-2WMフィルター
価格 ： ¥400 ［JAN ： 4906171005195］　
品番 ： 8170219  品名 ： 交換用 V-2フィルター
価格 ： ¥400  ［JAN ： 4906171002194］
品番 ： 8175110  品名 ： 交換用 84Tフィルター
価格 ： ¥450  ［JAN ： 4906171051109］　　
品番 ： 8175010  品名 ： 交換用 78Tフィルター
価格 ： ¥450  ［JAN ： 4906171050102］　　

外径①×外径②×底幅（mm）×高さ（mm）
φ78×φ66×64×66

φ74×φ66×64×60

φ84×φ75×53×78

φ78×φ69×45×74

フィルター

ティーピッチャー

外径①

高さ外径②

底幅

●容量 ： 450ｍｌ　
品番 ： 3069392
品名 ： ティーピッチャーTPC-45 SV
価格 ： ￥3,500
［JAN ： 4977642093928］

品番 ： 3061018
品名 ： 交換用 ティーピッチャーTPC-45
　　　450mlストレーナー
価格 ： ￥1,700
［JAN ： 4977642310186］

品番 ： 3061019
品名 ： 交換用 ティーピッチャーTPC-70
　　　700mlストレーナー
価格 ： ￥2,000
［JAN ： 4977642310193］

耐熱ガラスとステンレスを組み合わせた
シンプルなポット。つまみの部分は天然木です。

●容量 ： 700ｍｌ
品番 ： 3069393
品名 ： ティーピッチャーTPC-70 SV
価格 ： ￥4,000
［JAN ： 4977642093935］

ステンレスのストレーナーはガラスボールの
内側にはまるストッパー付きです。

エッチングメッシュのストレーナーは茶葉が
漏れにくく、洗いやすくなっています。

品番 ： 5950001
品名 ： シェーカー小
価格 ： ¥200

シェーカー

●素材 ： PP（ポリプロピレン）
●サイズ ： 直径68mm×高さ145mm（フタも含む）
●容量 ： 260ml（200mlまでの簡易メモリ付）
●耐熱温度 ： 120℃　耐冷温度：-20℃

青汁をブレンドする時に、お手軽で便利

品番 ： 3060128　
品名 ： フルーツスムージーメーカー オフホワイト
価格 ： ￥2,500
［JAN ： 4977642401280］

品番 ： 3060129　
品名 ： フルーツスムージーメーカー レッド
価格 ： ￥2,500
［JAN ： 4977642401297］

スムージーメーカー 1杯のスムージーが手軽に作れるハンディージューサー
つまみを上下させると刃が回転して、果肉を攪拌します。

●容量 ： 300ｍｌ
●サイズ ： 直径88mm×高さ160mm　口径83mm
●材質 ： 本体/耐熱ガラス（耐熱温度差120℃）、ツマミ・フタ・ブレード/ポリプロピレン（耐熱温度120℃）
　　　　シャフト/ステンレス、バンド・パッキン/シリコーンゴム（耐熱温度180℃）

つまみを上下すると

刃が回転

おいしいフルーツスムージーが作れます。

ハーバルスムージー にもご使用いただけます。

ハーブティー

ハーブ
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フラワー
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●ブレンド内容 ： ユーカリラジアータ、レモン、
ベルガモット、ラバンサラ

品番 ： 7644
品名 ： ブレンドオイル ブレスユー 5ml
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658076448］

冬におすすめ「スウィートキャンディ」「ブレスユー」

●ブレンド内容 ： マンダリン、ユズ、ベルガモット、
ベンゾイン

品番 ： 7646
品名 ： ブレンドオイル スウィートキャンディ 5ｍｌ
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658076462］

ユズとマンダリンのフルーティーさ、ベン
ゾインの甘さで、まるでキャンディのよう
な香り。寒い冬に、アロマランプで温め
て香らせるのにもピッタリです。

マスクが手放せない季節に「スースー」シリーズ
つらい季節におすすめのスッキリしたい、清涼感のあるブレンドオイルです。

●ブレンド内容 ： ペパーミント、ユーカリラジアータ、
　和ハッカ、カユプテ、スペアミント

品番：6527
品名：ブレンドオイル スーパースースーストロング 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658065275］

品番：6541
品名：ブレンドオイル スーパースースーストロング 10ml
価格：¥2,500
［JAN ： 4949658065411］

品番：6542
品名：ブレンドオイル スーパースースーストロング 20ml
価格：¥4,000
［JAN ： 4949658065428］

●ブレンド内容 ： ユーカリ、ラベンダー、
　パインシルベスター、カモマイルローマン、ゼラニウム

品番 ： 6506
品名 ： ブレンドオイル スースー マイルド 5ml
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658065060］

品番 ： 6507
品名 ： ブレンドオイル スースー マイルド 10ml
価格 ： ¥2,500
［JAN ： 4949658065077］

品番 ： 6508
品名 ： ブレンドオイル スースー マイルド 20ml
価格 ： ¥4,000
［JAN ： 4949658065084］

●ブレンド内容 ： ユーカリ、パインシルベスター、
　ペパーミント、ミルラ、カモマイルローマン

品番 ： 6509
品名 ： ブレンドオイル スースー ストロング 5ml
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658065091］

品番 ： 6510
品名 ： ブレンドオイル スースー ストロング 10ml
価格 ： ¥2,500
［JAN ： 4949658065107］

品番 ： 6511
品名 ： ブレンドオイル スースー ストロング 20ml
価格 ： ¥4,000
［JAN ： 4949658065114］

アウトドアシーズンにおすすめ「シトロネガード」

●ブレンド内容 ： ラベンダー、シトロネラ、
　レモングラス

品番 ： 6609
品名 ： ブレンドオイル シトロネガード 12ml
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4949658066098］

虫の嫌うシトロネラの爽やかな香りで、
夏の室内も快適に。
芳香器での使用だけでなく、キャンドルや
エアフレッシュナー作りにもお使い頂けます。

鼻や喉をいたわってくれるユーカリとラ
バンサラに、爽やかな柑橘系の香りを
ブレンド。冬に大活躍なブレンドです。

月の神秘的な動きをイメージした、４つの香り。その満ち欠けとアロマのパワーをリンクさせて、
心と身体に素敵な変化を呼び込みましょう。芳香にも、手浴、足浴にもお使いください。

一年を通して人気の「Moon & Herb」シリーズ

●ブレンド内容：
オレンジスイート、レモングラス、イランイラン、
マジョラム、カモマイルローマン 
品番：7660
品名：ブレンドオイル 上弦ノ月 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076608］

●ブレンド内容：
ラベンダー、レモン、サイプレス、
ライム、パルマローザ、ホーウッド
品番：7662
品名：ブレンドオイル 下弦ノ月 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076622］

●ブレンド内容：
グレープフルーツ、パチュリ、
ライム、ホーウッド  
品番：7661
品名：ブレンドオイル 満月 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076615］

●ブレンド内容：
ベルガモット、レモン、ラベンダー、
ローズマリー、ジュニパー、フランキンセンス  
品番：7659
品名：ブレンドオイル 新月 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076592］

満ちる月に向かって、華やかな柑橘
でエネルギーアップ

フルパワーの月の時は、
落ち着いた香りでバランスを

月が欠けて行く時は、自分を取り戻
す、すっきりした香りを

また、新たなスタートを切るために、
リフレッシュする香りを

エッセンシャルオイル

シングルオイル

ブレンドオイル

オーガニック品を中心に海外産・国産
を合わせて140種以上をラインナップ。

初夏におすすめ「ラベンダー」シリーズ

●ブレンド内容 ： オレンジスイート、ラベンダー、
　カモマイルローマン、ホーウッド　

品番：７６55     
品名：ブレンドオイル
　　 おやすみのラベンダー 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076554］

オレンジやカモマイルのリラックスす
る香りのブレンド。一日の終わりにホッ
としたい時、おやすみ前の芳香にお
すすめです。

●ブレンド内容 ： オレンジスイート、グレープフルーツ、
　ベルガモット、ラベンダー

品番：７６２３     
品名：ブレンドオイル
　　 気分転換のラベンダー 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076233］

柑橘系の爽やかな香りをブレンド。
気分を変えたいときや、お客様をお
迎えする時に。足浴や手浴にもおす
すめです。

●ブレンド内容 ： ラベンダー、ゼラニウム、ローズダマスク
品番：７６２５     
品名：ブレンドオイル
　　 特別な日のラベンダー 3ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076257］

ローズをブレンドした、やさしいフラワ
リーな香り。優雅な気分になりたいと
きにおすすめです。

春・秋のバラシーズンに「ローズ」シリーズ

●ブレンド内容 ： パルマローザ、ライム、
　フランキンセンス、ローズダマスク

品番：８０７９
品名：ブレンドオイル
　　 ロマンティック ローズ ３ｍｌ
価格：¥2,000
［JAN ： 4949658080797］

パルマローザ、ローズのフローラルな
香りに、フランキンセンスのウッディー
な香りをプラス。花や果実がいっぱい
のお庭をイメージ。

●ブレンド内容 ： マンダリン、スペアミント、
　ローズダマスク

品番：８０６１
品名：ブレンドオイル
        ホワイト ローズ ３ｍｌ
価格：¥2,000
［JAN ： 4949658080612］

ローズにミントの爽やかさを加えた
清 し々いブレンド。気分をリフレッシュ
させたい時に。

ローズに甘いオレンジの香りをプラス
したやさしく華やかな香り。ゆったりと
優雅な気分になりたい時に。

●ブレンド内容 ： オレンジスイート、プチグレン、
　ローズダマスク

品番：８０６0
品名：ブレンドオイル
       レディ ローズ ３ｍｌ
価格：¥2,000
［JAN ： 4949658080605］

松、ヒノキ、杉などの針葉樹、ユ
ーカリ、楠、柑橘類などの広葉
樹。多種多様な樹木の材、枝、
花、実などの精油をブレンドしま
した。心安らぐ爽やかな香りで森
林浴効果をお楽しみください。

夏にすっきり「シトラス」シリーズ

●ブレンド内容 : オレンジスイート、ライム、
　レモン、ラベンダー、レモンマートル　

品番：７６２６
品名：ブレンドオイル
　　 シトラスジューシー 5ｍｌ
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076264］

柑橘系の華やかな香りをお楽し
みいただきたいブレンド。レモン
マートルが、爽やかな切れ味を
演出します。

●ブレンド内容 : オレンジスイート、
　グレープフルーツ、ベルガモット、ペパーミント、
　和ハッカ、ジンジャー、ホーウッド

品番：７６53
品名：ブレンドオイル シトラスミント 5ｍｌ
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076530］

お部屋をリフレッシュしたい時に
おすすめ。西洋のミントと日本の
ミントをブレンドして柑橘の香りを
より輝かせています。

森の生活 ナチュラルオイル

品番 ： 122008
品名 ： 森の生活 ナチュラルオイル
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4938922170203］

●内容量 ： 10ml

世界の産地から厳選した良質の精油を
お手ごろな価格で。アロマ初心者から
プロのニーズにもお応えします

P48～50に「Moon & Herb」シリーズを記載しています。P44に「シトロネガード」シリーズを記載しています。

P113～「シングルオイルの価格表」を記載しています。
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●ブレンド内容 ： ユーカリラジアータ、レモン、
ベルガモット、ラバンサラ

品番 ： 7644
品名 ： ブレンドオイル ブレスユー 5ml
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658076448］

冬におすすめ「スウィートキャンディ」「ブレスユー」

●ブレンド内容 ： マンダリン、ユズ、ベルガモット、
ベンゾイン

品番 ： 7646
品名 ： ブレンドオイル スウィートキャンディ 5ｍｌ
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658076462］

ユズとマンダリンのフルーティーさ、ベン
ゾインの甘さで、まるでキャンディのよう
な香り。寒い冬に、アロマランプで温め
て香らせるのにもピッタリです。

マスクが手放せない季節に「スースー」シリーズ
つらい季節におすすめのスッキリしたい、清涼感のあるブレンドオイルです。

●ブレンド内容 ： ペパーミント、ユーカリラジアータ、
　和ハッカ、カユプテ、スペアミント

品番：6527
品名：ブレンドオイル スーパースースーストロング 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658065275］

品番：6541
品名：ブレンドオイル スーパースースーストロング 10ml
価格：¥2,500
［JAN ： 4949658065411］

品番：6542
品名：ブレンドオイル スーパースースーストロング 20ml
価格：¥4,000
［JAN ： 4949658065428］

●ブレンド内容 ： ユーカリ、ラベンダー、
　パインシルベスター、カモマイルローマン、ゼラニウム

品番 ： 6506
品名 ： ブレンドオイル スースー マイルド 5ml
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658065060］

品番 ： 6507
品名 ： ブレンドオイル スースー マイルド 10ml
価格 ： ¥2,500
［JAN ： 4949658065077］

品番 ： 6508
品名 ： ブレンドオイル スースー マイルド 20ml
価格 ： ¥4,000
［JAN ： 4949658065084］

●ブレンド内容 ： ユーカリ、パインシルベスター、
　ペパーミント、ミルラ、カモマイルローマン

品番 ： 6509
品名 ： ブレンドオイル スースー ストロング 5ml
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658065091］

品番 ： 6510
品名 ： ブレンドオイル スースー ストロング 10ml
価格 ： ¥2,500
［JAN ： 4949658065107］

品番 ： 6511
品名 ： ブレンドオイル スースー ストロング 20ml
価格 ： ¥4,000
［JAN ： 4949658065114］

アウトドアシーズンにおすすめ「シトロネガード」

●ブレンド内容 ： ラベンダー、シトロネラ、
　レモングラス

品番 ： 6609
品名 ： ブレンドオイル シトロネガード 12ml
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4949658066098］

虫の嫌うシトロネラの爽やかな香りで、
夏の室内も快適に。
芳香器での使用だけでなく、キャンドルや
エアフレッシュナー作りにもお使い頂けます。

鼻や喉をいたわってくれるユーカリとラ
バンサラに、爽やかな柑橘系の香りを
ブレンド。冬に大活躍なブレンドです。

月の神秘的な動きをイメージした、４つの香り。その満ち欠けとアロマのパワーをリンクさせて、
心と身体に素敵な変化を呼び込みましょう。芳香にも、手浴、足浴にもお使いください。

一年を通して人気の「Moon & Herb」シリーズ

●ブレンド内容：
オレンジスイート、レモングラス、イランイラン、
マジョラム、カモマイルローマン 
品番：7660
品名：ブレンドオイル 上弦ノ月 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076608］

●ブレンド内容：
ラベンダー、レモン、サイプレス、
ライム、パルマローザ、ホーウッド
品番：7662
品名：ブレンドオイル 下弦ノ月 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076622］

●ブレンド内容：
グレープフルーツ、パチュリ、
ライム、ホーウッド  
品番：7661
品名：ブレンドオイル 満月 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076615］

●ブレンド内容：
ベルガモット、レモン、ラベンダー、
ローズマリー、ジュニパー、フランキンセンス  
品番：7659
品名：ブレンドオイル 新月 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076592］

満ちる月に向かって、華やかな柑橘
でエネルギーアップ

フルパワーの月の時は、
落ち着いた香りでバランスを

月が欠けて行く時は、自分を取り戻
す、すっきりした香りを

また、新たなスタートを切るために、
リフレッシュする香りを

エッセンシャルオイル

シングルオイル

ブレンドオイル

オーガニック品を中心に海外産・国産
を合わせて140種以上をラインナップ。

初夏におすすめ「ラベンダー」シリーズ

●ブレンド内容 ： オレンジスイート、ラベンダー、
　カモマイルローマン、ホーウッド　

品番：７６55     
品名：ブレンドオイル
　　 おやすみのラベンダー 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076554］

オレンジやカモマイルのリラックスす
る香りのブレンド。一日の終わりにホッ
としたい時、おやすみ前の芳香にお
すすめです。

●ブレンド内容 ： オレンジスイート、グレープフルーツ、
　ベルガモット、ラベンダー

品番：７６２３     
品名：ブレンドオイル
　　 気分転換のラベンダー 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076233］

柑橘系の爽やかな香りをブレンド。
気分を変えたいときや、お客様をお
迎えする時に。足浴や手浴にもおす
すめです。

●ブレンド内容 ： ラベンダー、ゼラニウム、ローズダマスク
品番：７６２５     
品名：ブレンドオイル
　　 特別な日のラベンダー 3ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076257］

ローズをブレンドした、やさしいフラワ
リーな香り。優雅な気分になりたいと
きにおすすめです。

春・秋のバラシーズンに「ローズ」シリーズ

●ブレンド内容 ： パルマローザ、ライム、
　フランキンセンス、ローズダマスク

品番：８０７９
品名：ブレンドオイル
　　 ロマンティック ローズ ３ｍｌ
価格：¥2,000
［JAN ： 4949658080797］

パルマローザ、ローズのフローラルな
香りに、フランキンセンスのウッディー
な香りをプラス。花や果実がいっぱい
のお庭をイメージ。

●ブレンド内容 ： マンダリン、スペアミント、
　ローズダマスク

品番：８０６１
品名：ブレンドオイル
        ホワイト ローズ ３ｍｌ
価格：¥2,000
［JAN ： 4949658080612］

ローズにミントの爽やかさを加えた
清 し々いブレンド。気分をリフレッシュ
させたい時に。

ローズに甘いオレンジの香りをプラス
したやさしく華やかな香り。ゆったりと
優雅な気分になりたい時に。

●ブレンド内容 ： オレンジスイート、プチグレン、
　ローズダマスク

品番：８０６0
品名：ブレンドオイル
       レディ ローズ ３ｍｌ
価格：¥2,000
［JAN ： 4949658080605］

松、ヒノキ、杉などの針葉樹、ユ
ーカリ、楠、柑橘類などの広葉
樹。多種多様な樹木の材、枝、
花、実などの精油をブレンドしま
した。心安らぐ爽やかな香りで森
林浴効果をお楽しみください。

夏にすっきり「シトラス」シリーズ

●ブレンド内容 : オレンジスイート、ライム、
　レモン、ラベンダー、レモンマートル　

品番：７６２６
品名：ブレンドオイル
　　 シトラスジューシー 5ｍｌ
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076264］

柑橘系の華やかな香りをお楽し
みいただきたいブレンド。レモン
マートルが、爽やかな切れ味を
演出します。

●ブレンド内容 : オレンジスイート、
　グレープフルーツ、ベルガモット、ペパーミント、
　和ハッカ、ジンジャー、ホーウッド

品番：７６53
品名：ブレンドオイル シトラスミント 5ｍｌ
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076530］

お部屋をリフレッシュしたい時に
おすすめ。西洋のミントと日本の
ミントをブレンドして柑橘の香りを
より輝かせています。

森の生活 ナチュラルオイル

品番 ： 122008
品名 ： 森の生活 ナチュラルオイル
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4938922170203］

●内容量 ： 10ml

世界の産地から厳選した良質の精油を
お手ごろな価格で。アロマ初心者から
プロのニーズにもお応えします

P48～50に「Moon & Herb」シリーズを記載しています。P44に「シトロネガード」シリーズを記載しています。

P113～「シングルオイルの価格表」を記載しています。

ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表



26 27

いつもの場所にアロマをプラス。
香りと暮らす生活を楽しみませんか。

生活の様 な々シーンに合わて香りをブレンド。
お部屋ごと、目的別に合わせてお選びください。

暮らしの中でアロマを楽しむ
「ハウスケア 」シリーズ

●ブレンド内容 ： ティートゥリー、レモン、ローズマリー、ラベンダー  

品番：6531
品名：ブレンドオイル シューズキーパー 5ｍｌ
価格：¥1,200
［JAN ： 4949658065312］

品番：6532
品名：ブレンドオイル シューズキーパー 10ｍｌ
価格：¥1,800
［JAN ： 4949658065329］

お家の第一印象を決める場所
『玄関』
靴箱や靴のニオイをクリアにして、さわやか空間に

Shoes Keeper

●ブレンド内容 ： ベルガモット、グレープフルーツ、ペパーミント  

品番：6535
品名：ブレンドオイル キッチン 5ｍｌ
価格：¥1,200
［JAN ： 4949658065350］

品番：6536
品名：ブレンドオイル キッチン 10ｍｌ
価格：¥1,800
［JAN ： 4949658065367］

生ゴミのニオイが気になる場所
『キッチン』
料理の香りをジャマせずに、気になるニオイをすっきり

Kitchen

●ブレンド内容 ： ラベンダー、ゼラニウム、ティートゥリー、ホーウッド  

品番：6533
品名：ブレンドオイル パウダールーム 5ｍｌ
価格：¥1,200
［JAN ： 4949658065336］

品番：6534
品名：ブレンドオイル パウダールーム 10ｍｌ
価格：¥1,800
［JAN ： 4949658065343］

毎日必ず使用するプライベート空間
『トイレ』
ガンコなニオイが残りがち…アロマで快適空間に

Powder Room

●ブレンド内容 ： オレンジスイート、ホーウッド、
　グレープフルーツ、レモンマートル  

品番：6537
品名：ブレンドオイル リビング 5ｍｌ
価格：¥1,200
［JAN ： 4949658065374］

品番：6538
品名：ブレンドオイル リビング 10ｍｌ
価格：¥1,800
［JAN ： 4949658065381］

家族がくつろぐ団らんの場所
『リビングルーム』
親しみやすい香りで、くつろぎ空間を作りませんか？

Living Room

●ブレンド内容 ： マンダリン、ユズ、ラベンダー、
　ベンゾイン  

品番：6539
品名：ブレンドオイル ベッドサイド 5ｍｌ
価格：¥1,200
［JAN ： 4949658065398］

品番：6540
品名：ブレンドオイル ベッドサイド 10ｍｌ
価格：¥1,800
［JAN ： 4949658065404］

一日の疲れをとる大切な空間
『ベッドルーム』
アロマで、夜のやすらぎモードに切り替えて

Bedside
コーナー展開に便利な販促物をプレゼント

なりたいキブンに

いつでもアロマ
アロマ初心者のお客様にも選んでいただき
やすい、お手頃価格のラインナップ（1本3ｍｌ
￥500～）が登場。天然100％精油で、リーズ
ナブルな価格と華やかなパッケージ。
什器セットでお届けします。
「いつでも」「気軽に」「どなたでも」アロマが
楽しめるシリーズです。 ※カリス成城通販では、取り扱いしておりません。

アロマ初心者のお客様がセルフで購入できるように、４つのキブンで色分けしました。
「こんな時に」「こんな場所で」オススメなアロマに分類しています

～６種ごとに展開できる<全18種>～

Happy

Clea
r

Refl
esh

Rela
x

しあわせキブン

すっきりキブン

キブンをかえたい

キブンがおちつく

space timeリビング、ベッドルーム

オレンジスイート/ゼラニウム/イランイラン
休日、くつろぎタイム

space timeリビング、キッチン、オフィス

ユーカリラジアータ/ティートリー/ローズマリー/シトロネラ
家事、勉強、仕事中など集中タイム

space timeリビング、勉強部屋、オフィス

グレープフルーツ/ペパーミント/レモン/レモングラス/ユズ/ライム
朝のめざめ、仕事、勉強中の気分転換タイム

space timeリビング、ベッドルーム 、休憩ルーム

ヒノキ/ラベンダー/ベルガモット/カモマイルローマン/フランキンセンス
休日、昼休み、だんらんタイム

品番 品名 価格 分類

62009506 いつでもアロマ　ゼラニウム　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395061］ Happy

62009507 いつでもアロマ　ティートリー　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395078］ Clear

62009518 いつでもアロマ　ローズマリー　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395184］ Clear

62009516 いつでもアロマ　レモン　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395160］ Refresh

62009517 いつでもアロマ　レモングラス　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395177］ Refresh

62009511 いつでもアロマ　ベルガモット　3ｍｌ ¥700  ［JAN ： 4580360395115］ Relax

品番 品名 価格 分類

62009501 いつでもアロマ　イランイラン　3ｍｌ ¥700  ［JAN ： 4580360395016］ Happy

62009505 いつでもアロマ　シトロネラ　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395054］ Clear

62009513 いつでもアロマ　ユズ　3ｍｌ ¥900  ［JAN ： 4580360395139］ Refresh

62009514 いつでもアロマ　ライム　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395146］ Refresh

62009503 いつでもアロマ　カモマイルローマン　2ｍｌ ¥1,500 ［JAN ： 4580360395030］ Relax

62009509 いつでもアロマ　フランキンセンス　3ｍｌ ¥700  ［JAN ： 4580360395092］ Relax

【A】 おすすめ６種

【B】 おすすめ12種（A+B）

【C】 おすすめ18種（A+B+C）

☆テスターキャンペーン
※２月、８月に「テスターキャンペーン」を行います。
　３本以上のご注文につき、テスター1本を無償でご提供します。（注文用紙に「テスター希望」とご記載ください。）
※２月、８月以外でテスターをご希望の場合は、有償テスター（上代×30％）となります。
※テスターの内容量は、１mlです。

※初回に限りセット購入で、テスター・専用什器・リーフレットを無償でご提供致します。（セット：６種×６本）
※おすすめセット以外の組合せでもご注文いただけます。
※什器不要の場合は、初回に限り３本以上のご注文で、テスター1本を無償でご提供します。（注文用紙に「初回テスター」とご記載ください。）
※リピート発注は1本～お受け致します。

什器サイズ（1台） ： 
高さ185ｍｍ（リーフレット設置時250ｍｍ）×幅185ｍｍ×奥行180ｍｍ

 天然100％
の精
油が
500円～

！

＊わかりやすいリーフレット付き
什器にセットできるA5二つ折り
サイズのリーフレット。
（アロマの楽しみ方、選び方、
オススメのブレンドなど記載）

※2ｍｌ

品番 品名 価格 分類

62009502 いつでもアロマ　オレンジスイート　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395023］ Happy

62009512 いつでもアロマ　ユーカリラジアータ　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395122］ Clear

62009504 いつでもアロマ　グレープフルーツ　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395047］ Refresh

62009510 いつでもアロマ　ペパーミント　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395108］ Refresh

62009508 いつでもアロマ　ヒノキ　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395085］ Relax

62009515 いつでもアロマ　ラベンダー　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395153］ Relax

什器セット価格（各種６本） ： ￥18,000

什器セット価格（各種６本） ： ￥19,200  12種合計：￥37,200

什器セット価格（各種６本） ： ￥27,600  18種合計：￥64,800

缶入りアロマストーン“ハウス”と
同じテイストのデザインです♪
（P.34 掲載）

POP

・家型パネル
（商品の背面に置いてご活用ください）
・三面型プライスＰＯＰ
（価格・商品説明・おすすめの使い方を記載）

※全種ご注文で、上記販促物をご提供します。
※初回に限り、３本以上のご注文でテスターを
　１本無償でご提供します。
　（注文用紙に「初回テスター」とご記載ください。）

朝と夜、使い分けて香りでメリ・ハリのある毎日を。
「朝・夜」シリーズ ★ ピローミストもご一緒に

ローズマリーとレモンの瑞 し々い香り。
朝の目覚ましブレンド。
●ブレンド内容 ： ローズマリー、レモン

品番 ： 7648　品名 ： ブレンドオイル 朝にすっきり10ml
価格 ： ¥2,000
［JAN ： 4949658076486］
品番 ： 7649　品名 ： ブレンドオイル 朝にすっきり20ml
価格 ： ¥3,800
［JAN ： 4949658076493］

ラベンダーとオレンジの落ち着いた香り。
眠りの前のやすらぎブレンド。
●ブレンド内容 ： ラベンダー、オレンジスイート

品番 ： 7651　品名 ： ブレンドオイル 夜にゆったり10ml
価格 ： ¥2,000
［JAN ： 4949658076516］
品番 ： 7652　品名 ： ブレンドオイル 夜にゆったり20ml
価格 ： ¥3,800
［JAN ： 4949658076523］

発売以来大ヒット ！ おやすみ前に「まくらにシュッ」とするピローミスト。
眠りが浅い、日中ぼんやりしてしまう方に、おすすめです。

【使用方法】
枕カバーやタオル、ハンカチなどに、20～30ｃｍ離して
２～3回噴霧し、香りをお楽しみください。寝室の空
間に噴霧し、ルームミストとしてもお使いいただけま
す（※シミがついても、よいものにお使いください）

● 内容量 ： 50ml
●配合精油 ： ラベンダー、オレンジスイート
●コメ発酵エキス（植物性アルコール）使用

品番 ： 1071
品名 ： ピローミスト 夜にゆったり
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658010718］
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いつもの場所にアロマをプラス。
香りと暮らす生活を楽しみませんか。

生活の様 な々シーンに合わて香りをブレンド。
お部屋ごと、目的別に合わせてお選びください。

暮らしの中でアロマを楽しむ
「ハウスケア 」シリーズ

●ブレンド内容 ： ティートゥリー、レモン、ローズマリー、ラベンダー  

品番：6531
品名：ブレンドオイル シューズキーパー 5ｍｌ
価格：¥1,200
［JAN ： 4949658065312］

品番：6532
品名：ブレンドオイル シューズキーパー 10ｍｌ
価格：¥1,800
［JAN ： 4949658065329］

お家の第一印象を決める場所
『玄関』
靴箱や靴のニオイをクリアにして、さわやか空間に

Shoes Keeper

●ブレンド内容 ： ベルガモット、グレープフルーツ、ペパーミント  

品番：6535
品名：ブレンドオイル キッチン 5ｍｌ
価格：¥1,200
［JAN ： 4949658065350］

品番：6536
品名：ブレンドオイル キッチン 10ｍｌ
価格：¥1,800
［JAN ： 4949658065367］

生ゴミのニオイが気になる場所
『キッチン』
料理の香りをジャマせずに、気になるニオイをすっきり

Kitchen

●ブレンド内容 ： ラベンダー、ゼラニウム、ティートゥリー、ホーウッド  

品番：6533
品名：ブレンドオイル パウダールーム 5ｍｌ
価格：¥1,200
［JAN ： 4949658065336］

品番：6534
品名：ブレンドオイル パウダールーム 10ｍｌ
価格：¥1,800
［JAN ： 4949658065343］

毎日必ず使用するプライベート空間
『トイレ』
ガンコなニオイが残りがち…アロマで快適空間に

Powder Room

●ブレンド内容 ： オレンジスイート、ホーウッド、
　グレープフルーツ、レモンマートル  

品番：6537
品名：ブレンドオイル リビング 5ｍｌ
価格：¥1,200
［JAN ： 4949658065374］

品番：6538
品名：ブレンドオイル リビング 10ｍｌ
価格：¥1,800
［JAN ： 4949658065381］

家族がくつろぐ団らんの場所
『リビングルーム』
親しみやすい香りで、くつろぎ空間を作りませんか？

Living Room

●ブレンド内容 ： マンダリン、ユズ、ラベンダー、
　ベンゾイン  

品番：6539
品名：ブレンドオイル ベッドサイド 5ｍｌ
価格：¥1,200
［JAN ： 4949658065398］

品番：6540
品名：ブレンドオイル ベッドサイド 10ｍｌ
価格：¥1,800
［JAN ： 4949658065404］

一日の疲れをとる大切な空間
『ベッドルーム』
アロマで、夜のやすらぎモードに切り替えて

Bedside
コーナー展開に便利な販促物をプレゼント

なりたいキブンに

いつでもアロマ
アロマ初心者のお客様にも選んでいただき
やすい、お手頃価格のラインナップ（1本3ｍｌ
￥500～）が登場。天然100％精油で、リーズ
ナブルな価格と華やかなパッケージ。
什器セットでお届けします。
「いつでも」「気軽に」「どなたでも」アロマが
楽しめるシリーズです。 ※カリス成城通販では、取り扱いしておりません。

アロマ初心者のお客様がセルフで購入できるように、４つのキブンで色分けしました。
「こんな時に」「こんな場所で」オススメなアロマに分類しています

～６種ごとに展開できる<全18種>～

Happy

Clea
r

Refl
esh

Rela
x

しあわせキブン

すっきりキブン

キブンをかえたい

キブンがおちつく

space timeリビング、ベッドルーム

オレンジスイート/ゼラニウム/イランイラン
休日、くつろぎタイム

space timeリビング、キッチン、オフィス

ユーカリラジアータ/ティートリー/ローズマリー/シトロネラ
家事、勉強、仕事中など集中タイム

space timeリビング、勉強部屋、オフィス

グレープフルーツ/ペパーミント/レモン/レモングラス/ユズ/ライム
朝のめざめ、仕事、勉強中の気分転換タイム

space timeリビング、ベッドルーム 、休憩ルーム

ヒノキ/ラベンダー/ベルガモット/カモマイルローマン/フランキンセンス
休日、昼休み、だんらんタイム

品番 品名 価格 分類

62009506 いつでもアロマ　ゼラニウム　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395061］ Happy

62009507 いつでもアロマ　ティートリー　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395078］ Clear

62009518 いつでもアロマ　ローズマリー　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395184］ Clear

62009516 いつでもアロマ　レモン　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395160］ Refresh

62009517 いつでもアロマ　レモングラス　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395177］ Refresh

62009511 いつでもアロマ　ベルガモット　3ｍｌ ¥700  ［JAN ： 4580360395115］ Relax

品番 品名 価格 分類

62009501 いつでもアロマ　イランイラン　3ｍｌ ¥700  ［JAN ： 4580360395016］ Happy

62009505 いつでもアロマ　シトロネラ　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395054］ Clear

62009513 いつでもアロマ　ユズ　3ｍｌ ¥900  ［JAN ： 4580360395139］ Refresh

62009514 いつでもアロマ　ライム　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395146］ Refresh

62009503 いつでもアロマ　カモマイルローマン　2ｍｌ ¥1,500 ［JAN ： 4580360395030］ Relax

62009509 いつでもアロマ　フランキンセンス　3ｍｌ ¥700  ［JAN ： 4580360395092］ Relax

【A】 おすすめ６種

【B】 おすすめ12種（A+B）

【C】 おすすめ18種（A+B+C）

☆テスターキャンペーン
※２月、８月に「テスターキャンペーン」を行います。
　３本以上のご注文につき、テスター1本を無償でご提供します。（注文用紙に「テスター希望」とご記載ください。）
※２月、８月以外でテスターをご希望の場合は、有償テスター（上代×30％）となります。
※テスターの内容量は、１mlです。

※初回に限りセット購入で、テスター・専用什器・リーフレットを無償でご提供致します。（セット：６種×６本）
※おすすめセット以外の組合せでもご注文いただけます。
※什器不要の場合は、初回に限り３本以上のご注文で、テスター1本を無償でご提供します。（注文用紙に「初回テスター」とご記載ください。）
※リピート発注は1本～お受け致します。

什器サイズ（1台） ： 
高さ185ｍｍ（リーフレット設置時250ｍｍ）×幅185ｍｍ×奥行180ｍｍ

 天然100％
の精
油が
500円～

！

＊わかりやすいリーフレット付き
什器にセットできるA5二つ折り
サイズのリーフレット。
（アロマの楽しみ方、選び方、
オススメのブレンドなど記載）

※2ｍｌ

品番 品名 価格 分類

62009502 いつでもアロマ　オレンジスイート　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395023］ Happy

62009512 いつでもアロマ　ユーカリラジアータ　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395122］ Clear

62009504 いつでもアロマ　グレープフルーツ　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395047］ Refresh

62009510 いつでもアロマ　ペパーミント　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395108］ Refresh

62009508 いつでもアロマ　ヒノキ　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395085］ Relax

62009515 いつでもアロマ　ラベンダー　3ｍｌ ¥500  ［JAN ： 4580360395153］ Relax

什器セット価格（各種６本） ： ￥18,000

什器セット価格（各種６本） ： ￥19,200  12種合計：￥37,200

什器セット価格（各種６本） ： ￥27,600  18種合計：￥64,800

缶入りアロマストーン“ハウス”と
同じテイストのデザインです♪
（P.34 掲載）

POP

・家型パネル
（商品の背面に置いてご活用ください）
・三面型プライスＰＯＰ
（価格・商品説明・おすすめの使い方を記載）

※全種ご注文で、上記販促物をご提供します。
※初回に限り、３本以上のご注文でテスターを
　１本無償でご提供します。
　（注文用紙に「初回テスター」とご記載ください。）

朝と夜、使い分けて香りでメリ・ハリのある毎日を。
「朝・夜」シリーズ ★ ピローミストもご一緒に

ローズマリーとレモンの瑞 し々い香り。
朝の目覚ましブレンド。
●ブレンド内容 ： ローズマリー、レモン

品番 ： 7648　品名 ： ブレンドオイル 朝にすっきり10ml
価格 ： ¥2,000
［JAN ： 4949658076486］
品番 ： 7649　品名 ： ブレンドオイル 朝にすっきり20ml
価格 ： ¥3,800
［JAN ： 4949658076493］

ラベンダーとオレンジの落ち着いた香り。
眠りの前のやすらぎブレンド。
●ブレンド内容 ： ラベンダー、オレンジスイート

品番 ： 7651　品名 ： ブレンドオイル 夜にゆったり10ml
価格 ： ¥2,000
［JAN ： 4949658076516］
品番 ： 7652　品名 ： ブレンドオイル 夜にゆったり20ml
価格 ： ¥3,800
［JAN ： 4949658076523］

発売以来大ヒット ！ おやすみ前に「まくらにシュッ」とするピローミスト。
眠りが浅い、日中ぼんやりしてしまう方に、おすすめです。

【使用方法】
枕カバーやタオル、ハンカチなどに、20～30ｃｍ離して
２～3回噴霧し、香りをお楽しみください。寝室の空
間に噴霧し、ルームミストとしてもお使いいただけま
す（※シミがついても、よいものにお使いください）

● 内容量 ： 50ml
●配合精油 ： ラベンダー、オレンジスイート
●コメ発酵エキス（植物性アルコール）使用

品番 ： 1071
品名 ： ピローミスト 夜にゆったり
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658010718］
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●内容量 ： 50ml
品番 ： 4966
品名 ： キャリアオイル　
アーモンド オーガニック 50ml
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658049664］

●内容量 ： 250ml
品番 ： 4969
品名 ： キャリアオイル　
アーモンド オーガニック 250ml
価格 ： ¥4,500
［JAN ： 4949658049695］

●内容量 ： １L
品番 ： 4972
品名 ： キャリアオイル　
アーモンド オーガニック １L
価格 ： ¥13,000
［JAN ： 4949658049725］

●内容量 ： 50ml
品番 ： 4927
品名 ： キャリアオイル　
セサミ/ゴマ オーガニック 50ml
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658049275］

●内容量 ： 250ml
品番 ： 4928
品名 ： キャリアオイル　
セサミ/ゴマ オーガニック 250ml
価格 ： ¥3,000
［JAN ： 4949658049282］

●内容量 ： 50ml
品番 ： 4965
品名 ： キャリアオイル　
ホホバ オーガニック 50ml（未精製）
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658049657］

●内容量 ： 250ml
品番 ： 4968
品名 ： キャリアオイル　
ホホバ オーガニック 250ml（未精製）
価格 ： ¥4,800
［JAN ： 4949658049688］

●内容量 ： １L
品番 ： 4971
品名 ： キャリアオイル　
ホホバ オーガニック １L（未精製）
価格 ： ¥13,000
［JAN ： 4949658049718］

●内容量 ： 50ml
品番 ： 4953
品名 ： キャリアオイル　
オリーブ オーガニック 50ml
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658049534］

●内容量 ： 250ml
品番 ： 4954
品名 ： キャリアオイル　
オリーブ オーガニック 250ml
価格 ： ¥3,000
［JAN ： 4949658049541］

●内容量 ： １L
品番 ： 4955
品名 ： キャリアオイル　
オリーブ オーガニック １L
価格 ： ¥6,000
［JAN ： 4949658049558］

アーモンド オーガニック

●低温圧搾
●未精製
●BCS取得原料

＜オーガニック認証機関＞
●BCS（正式名称はビーシーエス・エコ・ギャランティー）とは
ＢCSはドイツの認証団体で、１９９２年以来、オーガニック製品に
おけるEU規格を満たす世界各国４５万以上の農場に認証を出している。

ホホバ オーガニック

●常温圧搾
●未精製
●BCS取得原料

オリーブ オーガニック

●低温圧搾
●未精製
●BCS取得原料

セサミ（ゴマ） オーガニック

●低温圧搾
●未精製
●BCS取得原料

50ml30ml 250ml １Ｌ

◆キャリアオイルの説明は、一般的な文献をもとに、特徴を解説しています。
　製品そのものの効能を表わすものではありません。
◆抽出方法やオーガニック認証機関は、原料調達の都合上、予告なく変更
　することがあります。
◆製品は、天産物ですので、収穫時期や産地の環境によって、色や質感が
　違う場合があります。また、気候やその他の要因により、価格が変わることが
　あります。

エクストラバージン・オリーブオイル。オレ
イン酸を多く含むオリーブの保湿性は、
古代から美容オイルとして使用されて
きたことからも認められています。ヘア
ケア～スキンケアまで全身に。

ホホバ油本来の特性を持つ、ゴール
デンホホバ。他のオイルに比べて安定
性が高く酸化しにくいのが特徴。過酷
な条件下で乾燥に対処するため、原
産地では、顔や髪にも塗布して肌を保
護します。

低温圧搾した未精製のオイル。
芳ばしい香りが特徴。オレイン酸を多く
含み、ビタミンの含有量も豊富なオイル。
ベビーマッサージにも使われ、幅広い
年齢層のトリートメントに適しているオイ
ルです。

●内容量 ： 30ml
品番 ： 4951
品名 ： キャリアオイル　
ローズヒップ オーガニック 30ml
価格 ： ¥2,400
［JAN ： 4949658049510］

ローズヒップ オーガニック

●低温圧搾
●未精製
●トコフェロール
　（天然ビタミンE）使用
●BCS取得原料

★酸化しやすいので、開封後は冷暗所に
保管し、早目にご使用ください。

リノール酸や -リノレン酸が多く含まれ
るのが特徴のオイル。ビタミンC豊富な
ローズヒップの実から摂れ、エイジング
ケアのトリートメントや手作りコスメにお
すすめです。

●内容量 ： １L
品番 ： 4990
品名 ： キャリアオイル　
マカデミアナッツ（精製） オーガニック １L
価格 ： ¥12,000
［JAN ： 4949658049909］

●内容量 ： 50ｍｌ
品番 ： 4988
品名 ： キャリアオイル　
マカデミアナッツ（精製） オーガニック 50ｍｌ
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658049886］

●内容量 ： 250ｍｌ
品番 ： 4989
品名 ： キャリアオイル　
マカデミアナッツ（精製） オーガニック 250ｍｌ
価格 ： ¥3,500
［JAN ： 4949658049893］

マカデミアナッツ

●低温圧搾
●精製

人の皮脂に含まれ、老化とともに失わ
れていくパルミトレイン酸を含有する特
徴的なオイル。「バニシング（消えてなく
なる）オイル」といわれるほど肌への浸
透がよく、サラッとした使用感です。

古代エジプトやインドアーユルベーダで
用いられてきたゴマ油。特有のセサミン、
セサモリンを含有し、抗酸化力を有する
といわれ、安定性のあるオイル。
代謝を促進する施術に他のオイルとブ
レンドで。

●内容量 ： 50ml
品番 ： 4959
品名 ： キャリアオイル　
　　　アーモンド  50ml
価格 ： ¥900
［JAN ： 4949658049596］

●内容量 ： 250ml
品番 ： 4979
品名 ： キャリアオイル　
　　　アーモンド  250ml
価格 ： ¥2,600
［JAN ： 4949658049794］

●内容量 ： １L
品番 ： 4974
品名 ： キャリアオイル　
　　　アーモンド  １L
価格 ： ¥5,200
［JAN ： 4949658049749］

アーモンド

●常温圧搾
●精製
●必要に応じ、
　トコフェロール
　（天然ビタミンE)使用

●内容量 ： 50ml
品番 ： 4960
品名 ： キャリアオイル　
　　　グレープシード  50ml
価格 ： ¥900
［JAN ： 4949658049602］

●内容量 ： 250ml
品番 ： 4980
品名 ： キャリアオイル　
　　　グレープシード 250ml
価格 ： ¥2,600
［JAN ： 4949658049800］

●内容量 ： １L
品番 ： 4975
品名 ： キャリアオイル　
　　　グレープシード １L
価格 ： ¥5,200
［JAN ： 4949658049756］

グレープシード

●溶剤抽出
●精製

●内容量 ： 50ml
品番 ： 4984
品名 ： キャリアオイル　
　　　ホホバ  50ml（精製）
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658049848］

●内容量 ： 250ml
品番 ： 4985
品名 ： キャリアオイル　
　　　ホホバ 250ml（精製）
価格 ： ¥4,000
［JAN ： 4949658049855］

●内容量 ： １L
品番 ： 4986
品名 ： キャリアオイル　
　　　ホホバ １L（精製）
価格 ： ¥10,000
［JAN ： 4949658049862］

●内容量 ： 50ml
品番 ： 4957
品名 ： キャリアオイル　
　　　ホホバ  50ml（未精製）
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658049572］

●内容量 ： 250ml
品番 ： 4964
品名 ： キャリアオイル　
　　　ホホバ 250ml（未精製）
価格 ： ¥4,000
［JAN ： 4949658049640］

●内容量 ： １L
品番 ： 4978
品名 ： キャリアオイル　
　　　ホホバ １L（未精製）
価格 ： ¥10,000
［JAN ： 4949658049787］

ホホバ

●圧搾法
●精製

●圧搾法
●未精製

●内容量 ： 50g
品番 ： 4967
品名 ： ココナッツオイル　
　　　オーガニック  50ｇ
価格 ： ¥900
［JAN ： 4949658049671］

●内容量 ： 25g
品番 ： 4981
品名 ： シアバター オーガニック  25g
価格 ： ¥900
［JAN ： 4949658049817］

ココナッツ オーガニック

●低温圧搾
●未精製
●JAS認証取得原料

●常温圧搾
●精製
●BCS認証取得原料

シアバター オーガニック

ブドウ種子から抽出されるオイル。
サラッとした肌触りで、べとつか
ず、無臭で使いやすいので、ボ
ディ～フェイスまで全身のトリー
トメントにお使いいただけます。
リノール酸を多く含みます。

アーモンド種子から摂れる、保
湿力に優れたオレイン酸や角質
層の水分保持力をアップすると
いわれるリノール酸を多く含む
オイル。穏やかな浸透で、やさし
い使いごこちのオイルです。

南米などの砂漠地帯に生息する、ホホバの種を圧搾して抽出した正確
にはオイルというより、液体ワックスです。ホホバの脂肪酸成分は、人の肌
にも存在し、肌への馴染みが良く、サラッとした使用感です。

ココヤシの果肉から抽出される。常
温では、白い固形状。手に取ると体
温で溶けます。ラウリン酸を多く
含み、ボディケア、ヘアケアにもお
すすめです。

●内容量 ： 50ml
品番 ： 4956
品名 ： キャリアオイル　
アルガン オーガニック 50ｍｌ
価格 ： ¥2,000
［JAN ： 4949658049565］

アルガン オーガニック

●低温圧搾
●未精製
●BCS取得原料

「モロッコの黄金」と呼ばれ、限られた
地域にのみ生育するアルガンツリーの
種子から抽出した希少なオイル。オレイ
ン酸、リノール酸を多く含有し、エイジン
グケアにおすすめです。

アフリカ・サバンナで生息する、シアバタ
ーの木の実から摂れる油脂。
天然の植物ステロールが含有されて
おり、紫外線のケアなどにおすすめ。
手作りコスメの原料としてもお使いくだ
さい。

キャリアオイル

オーガニックノンオーガニック

レッスン用、たっぷりお使いのサロン様など
プロユースに対応する、品質と多様なアイテム。
用途に合わせてお選びいただけます。

◆ 滴数計算方法
　  ※精油１滴を0.05mlとして、基材50mlに対して１％にする場合
　  　基材の量（50ml）×濃度１％（0.01）＝必要量（0.5ml）
　  　必要量（0.5ml）÷１滴の量（0.05ml）＝「10滴」

希釈濃度

0.5％ 1％
基材の量

10ml 1滴 2滴

20ml 2滴 4滴

30ml 3滴 6滴

40ml 4滴 8滴

50ml 5滴 10滴

ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン
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●内容量 ： 50ml
品番 ： 4966
品名 ： キャリアオイル　
アーモンド オーガニック 50ml
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658049664］

●内容量 ： 250ml
品番 ： 4969
品名 ： キャリアオイル　
アーモンド オーガニック 250ml
価格 ： ¥4,500
［JAN ： 4949658049695］

●内容量 ： １L
品番 ： 4972
品名 ： キャリアオイル　
アーモンド オーガニック １L
価格 ： ¥13,000
［JAN ： 4949658049725］

●内容量 ： 50ml
品番 ： 4927
品名 ： キャリアオイル　
セサミ/ゴマ オーガニック 50ml
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658049275］

●内容量 ： 250ml
品番 ： 4928
品名 ： キャリアオイル　
セサミ/ゴマ オーガニック 250ml
価格 ： ¥3,000
［JAN ： 4949658049282］

●内容量 ： 50ml
品番 ： 4965
品名 ： キャリアオイル　
ホホバ オーガニック 50ml（未精製）
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658049657］

●内容量 ： 250ml
品番 ： 4968
品名 ： キャリアオイル　
ホホバ オーガニック 250ml（未精製）
価格 ： ¥4,800
［JAN ： 4949658049688］

●内容量 ： １L
品番 ： 4971
品名 ： キャリアオイル　
ホホバ オーガニック １L（未精製）
価格 ： ¥13,000
［JAN ： 4949658049718］

●内容量 ： 50ml
品番 ： 4953
品名 ： キャリアオイル　
オリーブ オーガニック 50ml
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658049534］

●内容量 ： 250ml
品番 ： 4954
品名 ： キャリアオイル　
オリーブ オーガニック 250ml
価格 ： ¥3,000
［JAN ： 4949658049541］

●内容量 ： １L
品番 ： 4955
品名 ： キャリアオイル　
オリーブ オーガニック １L
価格 ： ¥6,000
［JAN ： 4949658049558］

アーモンド オーガニック

●低温圧搾
●未精製
●BCS取得原料

＜オーガニック認証機関＞
●BCS（正式名称はビーシーエス・エコ・ギャランティー）とは
ＢCSはドイツの認証団体で、１９９２年以来、オーガニック製品に
おけるEU規格を満たす世界各国４５万以上の農場に認証を出している。

ホホバ オーガニック

●常温圧搾
●未精製
●BCS取得原料

オリーブ オーガニック

●低温圧搾
●未精製
●BCS取得原料

セサミ（ゴマ） オーガニック

●低温圧搾
●未精製
●BCS取得原料

50ml30ml 250ml １Ｌ

◆キャリアオイルの説明は、一般的な文献をもとに、特徴を解説しています。
　製品そのものの効能を表わすものではありません。
◆抽出方法やオーガニック認証機関は、原料調達の都合上、予告なく変更
　することがあります。
◆製品は、天産物ですので、収穫時期や産地の環境によって、色や質感が
　違う場合があります。また、気候やその他の要因により、価格が変わることが
　あります。

エクストラバージン・オリーブオイル。オレ
イン酸を多く含むオリーブの保湿性は、
古代から美容オイルとして使用されて
きたことからも認められています。ヘア
ケア～スキンケアまで全身に。

ホホバ油本来の特性を持つ、ゴール
デンホホバ。他のオイルに比べて安定
性が高く酸化しにくいのが特徴。過酷
な条件下で乾燥に対処するため、原
産地では、顔や髪にも塗布して肌を保
護します。

低温圧搾した未精製のオイル。
芳ばしい香りが特徴。オレイン酸を多く
含み、ビタミンの含有量も豊富なオイル。
ベビーマッサージにも使われ、幅広い
年齢層のトリートメントに適しているオイ
ルです。

●内容量 ： 30ml
品番 ： 4951
品名 ： キャリアオイル　
ローズヒップ オーガニック 30ml
価格 ： ¥2,400
［JAN ： 4949658049510］

ローズヒップ オーガニック

●低温圧搾
●未精製
●トコフェロール
　（天然ビタミンE）使用
●BCS取得原料

★酸化しやすいので、開封後は冷暗所に
保管し、早目にご使用ください。

リノール酸や -リノレン酸が多く含まれ
るのが特徴のオイル。ビタミンC豊富な
ローズヒップの実から摂れ、エイジング
ケアのトリートメントや手作りコスメにお
すすめです。

●内容量 ： １L
品番 ： 4990
品名 ： キャリアオイル　
マカデミアナッツ（精製） オーガニック １L
価格 ： ¥12,000
［JAN ： 4949658049909］

●内容量 ： 50ｍｌ
品番 ： 4988
品名 ： キャリアオイル　
マカデミアナッツ（精製） オーガニック 50ｍｌ
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658049886］

●内容量 ： 250ｍｌ
品番 ： 4989
品名 ： キャリアオイル　
マカデミアナッツ（精製） オーガニック 250ｍｌ
価格 ： ¥3,500
［JAN ： 4949658049893］

マカデミアナッツ

●低温圧搾
●精製

人の皮脂に含まれ、老化とともに失わ
れていくパルミトレイン酸を含有する特
徴的なオイル。「バニシング（消えてなく
なる）オイル」といわれるほど肌への浸
透がよく、サラッとした使用感です。

古代エジプトやインドアーユルベーダで
用いられてきたゴマ油。特有のセサミン、
セサモリンを含有し、抗酸化力を有する
といわれ、安定性のあるオイル。
代謝を促進する施術に他のオイルとブ
レンドで。

●内容量 ： 50ml
品番 ： 4959
品名 ： キャリアオイル　
　　　アーモンド  50ml
価格 ： ¥900
［JAN ： 4949658049596］

●内容量 ： 250ml
品番 ： 4979
品名 ： キャリアオイル　
　　　アーモンド  250ml
価格 ： ¥2,600
［JAN ： 4949658049794］

●内容量 ： １L
品番 ： 4974
品名 ： キャリアオイル　
　　　アーモンド  １L
価格 ： ¥5,200
［JAN ： 4949658049749］

アーモンド

●常温圧搾
●精製
●必要に応じ、
　トコフェロール
　（天然ビタミンE)使用

●内容量 ： 50ml
品番 ： 4960
品名 ： キャリアオイル　
　　　グレープシード  50ml
価格 ： ¥900
［JAN ： 4949658049602］

●内容量 ： 250ml
品番 ： 4980
品名 ： キャリアオイル　
　　　グレープシード 250ml
価格 ： ¥2,600
［JAN ： 4949658049800］

●内容量 ： １L
品番 ： 4975
品名 ： キャリアオイル　
　　　グレープシード １L
価格 ： ¥5,200
［JAN ： 4949658049756］

グレープシード

●溶剤抽出
●精製

●内容量 ： 50ml
品番 ： 4984
品名 ： キャリアオイル　
　　　ホホバ  50ml（精製）
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658049848］

●内容量 ： 250ml
品番 ： 4985
品名 ： キャリアオイル　
　　　ホホバ 250ml（精製）
価格 ： ¥4,000
［JAN ： 4949658049855］

●内容量 ： １L
品番 ： 4986
品名 ： キャリアオイル　
　　　ホホバ １L（精製）
価格 ： ¥10,000
［JAN ： 4949658049862］

●内容量 ： 50ml
品番 ： 4957
品名 ： キャリアオイル　
　　　ホホバ  50ml（未精製）
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658049572］

●内容量 ： 250ml
品番 ： 4964
品名 ： キャリアオイル　
　　　ホホバ 250ml（未精製）
価格 ： ¥4,000
［JAN ： 4949658049640］

●内容量 ： １L
品番 ： 4978
品名 ： キャリアオイル　
　　　ホホバ １L（未精製）
価格 ： ¥10,000
［JAN ： 4949658049787］

ホホバ

●圧搾法
●精製

●圧搾法
●未精製

●内容量 ： 50g
品番 ： 4967
品名 ： ココナッツオイル　
　　　オーガニック  50ｇ
価格 ： ¥900
［JAN ： 4949658049671］

●内容量 ： 25g
品番 ： 4981
品名 ： シアバター オーガニック  25g
価格 ： ¥900
［JAN ： 4949658049817］

ココナッツ オーガニック

●低温圧搾
●未精製
●JAS認証取得原料

●常温圧搾
●精製
●BCS認証取得原料

シアバター オーガニック

ブドウ種子から抽出されるオイル。
サラッとした肌触りで、べとつか
ず、無臭で使いやすいので、ボ
ディ～フェイスまで全身のトリー
トメントにお使いいただけます。
リノール酸を多く含みます。

アーモンド種子から摂れる、保
湿力に優れたオレイン酸や角質
層の水分保持力をアップすると
いわれるリノール酸を多く含む
オイル。穏やかな浸透で、やさし
い使いごこちのオイルです。

南米などの砂漠地帯に生息する、ホホバの種を圧搾して抽出した正確
にはオイルというより、液体ワックスです。ホホバの脂肪酸成分は、人の肌
にも存在し、肌への馴染みが良く、サラッとした使用感です。

ココヤシの果肉から抽出される。常
温では、白い固形状。手に取ると体
温で溶けます。ラウリン酸を多く
含み、ボディケア、ヘアケアにもお
すすめです。

●内容量 ： 50ml
品番 ： 4956
品名 ： キャリアオイル　
アルガン オーガニック 50ｍｌ
価格 ： ¥2,000
［JAN ： 4949658049565］

アルガン オーガニック

●低温圧搾
●未精製
●BCS取得原料

「モロッコの黄金」と呼ばれ、限られた
地域にのみ生育するアルガンツリーの
種子から抽出した希少なオイル。オレイ
ン酸、リノール酸を多く含有し、エイジン
グケアにおすすめです。

アフリカ・サバンナで生息する、シアバタ
ーの木の実から摂れる油脂。
天然の植物ステロールが含有されて
おり、紫外線のケアなどにおすすめ。
手作りコスメの原料としてもお使いくだ
さい。

キャリアオイル

オーガニックノンオーガニック

レッスン用、たっぷりお使いのサロン様など
プロユースに対応する、品質と多様なアイテム。
用途に合わせてお選びいただけます。

◆ 滴数計算方法
　  ※精油１滴を0.05mlとして、基材50mlに対して１％にする場合
　  　基材の量（50ml）×濃度１％（0.01）＝必要量（0.5ml）
　  　必要量（0.5ml）÷１滴の量（0.05ml）＝「10滴」

希釈濃度

0.5％ 1％
基材の量

10ml 1滴 2滴

20ml 2滴 4滴

30ml 3滴 6滴

40ml 4滴 8滴

50ml 5滴 10滴

ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表
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フレッシュハーブやドライハーブからエッセンシャルオイルとフローラル
ウォーターが抽出できる装置です。耐熱ガラス製で、抽出工程をすべて
見ることができます。

●本体・冷却ボウル・受けコニカルビーカーは
理化学研究用の硼珪酸ガラス素材で作ら
れており、「耐熱性・耐薬品性・透明性」に優
れ､移り香もありません。

●理化学研究用ガラスを作る日本の理化学ガ
ラス職人が一つ一つ手作りした安心・安全
の日本製です。

理化学ガラス職人が手作りで作成し、理化
学的な冷却システムで考えられた「安心・安
全・安らぎ」をコンセプトにした家庭用アロマウ
ォーター専用蒸留器です。

ご家庭のＩＨヒーターを使って、水・冷蔵庫の
氷・お気に入りのハーブで自家製アロマウォー
ターが作れます。
※ＩＨヒーターの種類によっては使えない場合
がございます。

※画像内のＩＨヒーター、ビーカー、ス
ポイト、茶瓶などは別売りです。
※ＩＨヒーターなど、別売りパーツは受
注発注となりますので、別途送料とお
取り寄せにお時間を頂きます。詳細
は営業担当にお問合せください。

ハーブオイルメーカー
スタンダードタイプ

リカロマ　家庭用アロマウォーター専用蒸留器

●サイズ ： 幅500mm×奥行400mm×高さ600mm　　●重さ ： 約7kg
●材質 ： ガラス、ステンレス ( 組み立て式 )
●ハーブ容量 ： 200g～300g程度　　●日本製
●電源IHヒーター　100V・50/60Hz　タイマー付き
●精油保存瓶（10ml)、ハーブ水保存ビン（200ml)　各３本付き
※別途送料がかかります。

品番 ： 2400001
品名 ： ハーブオイルメーカー スタンダードタイプ ★
価格 ： ¥120,000

●本体セットサイズ ： 幅120㎜×奥行120㎜×高さ225㎜

品番 ： 8200990
品名 ： リカロマ mini アロマウォーター専用蒸留器 ★
価格 ： ¥25,000

[セット品詳細]
本体（ガラス部）コボシロ付き
冷却ボウル（ガラス部）
冷却ボウル用シリコン０リング
インナーハーブ台（SUS430)ガイド付き
SAKIYAコニカルビーカー　100ml（ガラス）
ビーカー用カバー袋×2
リカロマmini取り扱い説明書

エッセンシャルオイル抽出データ
( ヒーター100V、1400W、水温17.5度、室温23度/電源を入れ約15分で沸騰、45分で抽出 ) 
＊オイルの抽出量はハーブの種類・状態・時間などにより異なります。 

ハーブ名

カモミール 

ゼラニウム 

ミント

ラベンダー 

レモンユーカリ

ローズマリー

使用量

100ｇ

100ｇ

100ｇ

100ｇ

100ｇ

100ｇ

オイル抽出量

1.2ml

0.9ml

1.4ml

2.0ml

2.2ml

0.8ml

ウォーター

200ml

200ml

200ml

200ml

200ml

200ml

エッセンシャルオイル抽出器のラージタイプ。
ハーブ園やショップ、各種教室にてイベント開催時におすすめです。

ラージタイプ

●サイズ ： 幅500mm×奥行400mm×高さ700mm　　●重さ ： 約8kg
●材質 ： ガラス、ステンレス ( 組み立て式 )
●ハーブ容量 ： 1000g～1200g程度　　●日本製
●電源IHヒーター　100V・50/60Hz　タイマー付き
●精油保存瓶（10ml)、ハーブ水保存ビン（200ml)　各5本付き、給排水用ホース各5m付き
※別途送料がかかります。

品番 ： 2400002
品名 ： ハーブオイルメーカー ラージタイプ ★
価格 ： ¥150,000

＊水道水によって冷却するため、ご使用場所にはホース使用の蛇口が必要となります。 

※画像内ＩＨヒーターはイメージ品です。別売りのＩＨヒーターは
右画像のブラックになります。

アロマランプ

バラの彫刻を全面にあしらい、
花弁の重なる陰影が浮かび
上がります。

品番 ： 4231017
品名 ： 交換用 ローズホワイト
　　　ベリーショート 上皿　
価格 ： ¥300　

●本体サイズ ： 直径50mm×高さ110mm
●電球 ： 5W　●適用範囲（目安） ： 2～3畳 

品番 ： 4230033
品名 ： アロマランプ ローズホワイト
　　　ベリーショート コンセントタイプ　
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4571139156266］

品番 ： 4231009
品名 ： 交換用 ローズホワイト ショート 上皿
価格 ： ¥300　

●サイズ ： 直径75mm×高さ120mm
●電球 ： 15W　●適用範囲（目安） ： 6～8畳 

品番 ： 4230014
品名 ： アロマランプ ローズホワイト
　　　ショート コードタイプ
価格 ： ¥3,000
［JAN ： 4571139157249］

ローズホワイト
バラの花束をあしらった、女性らしいデザインのアロマランプです。
ブーケ ドゥ ローズ

ハートや星のオーナメントが、重なり合
うようなデザイン。オイル皿からハート
の模様が浮き出てきます。

キャンドルの熱で水を蒸発させて精油やポプリを香らせる芳香器。
手作り化粧品やクラフト道具としてもお使いいただけます。

プレシャスミニライト オイルウォーマー

品番 ： 4235659
品名 ： アロマランプ ブーケ・ドゥ・ローズ
　　　コンセントタイプ
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4571139156594］

品番 ： 4821029
品名 ： オイルウォーマー ピッチャー
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4529258810293］

品番 ： 4231018
品名 ： 交換用 ブーケ・ドゥ・ローズ コンセントタイプ／コード共用タイプ 上皿
価格 ： ¥300

●本体サイズ ： 直径75mm×高さ85mm
●電球 ： 5W　●適用範囲（目安） ： 周囲1.5m

●サイズ ： 
　本体 ： 幅60mm×奥行82mm×高さ85mm
　オイル皿 ： 幅52mm×奥行52mm×高さ10mm
●電球 ： 5W　●適用範囲(目安)：約4～7畳

●サイズ ： 
　カップ ： 幅97mm×奥行66mm×高さ60mm
　ウォーマー ： 幅75mm×奥行75mm×高さ68mm
●適用範囲(目安) ： 約4～7畳
●ティーキャンドル1個付

●サイズ ： 幅48mm×奥行48mm×高さ130mm
●電球 ： 10W　●適用範囲(目安) ： 約6畳

品番 ： 4235741
品名 ： アロマランプ ブーケ・ドゥ・ローズ
　　　コードタイプ
価格 ： ¥2,700
［JAN ： 4571139157416］

●本体サイズ ： 直径100mm×高さ95mm
●電球 ： 10W　●適用範囲（目安） ： 4～6畳

月のアロマランプ ハウスアロマライト

●サイズ ： 直径75mm×高さ９0mm
●電球 ： ５Ｗ　●適用範囲（目安） ： 約半径１ｍ

品番 ： １１１
品名 ： 月のアロマランプ  コンセントタイプ
価格 ： ¥2,000
［JAN ： 4949658001112］

品番 ： ４２３１０２０
品名 ： 交換用 月のアロマランプ コンセントタイプ 上皿
価格 ： ¥300

品番 ： 7110076
品名 ： ハウスアロマライト
　　　コンセント型 ホワイト
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4982642200764］

品番 ： 7110077
品名 ： ハウスアロマライト
　　　コンセント型 ライトグリーン
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4982642200771］

天体を動く月の姿をかたどった、アロマランプ。星のきらめきが周りを彩ります。 可愛いお家の形のアロマライト。やさしい光で心も安らぎます。

●サイズ ： 直径95mm×高さ１０0mm
●電球 ： １０Ｗ　●適用範囲（目安） ： 約６畳

品番 ： ４８
品名 ： 月のアロマランプ コードタイプ
価格 ： ¥2,900
［JAN ： 4949658000481］

品番 ： ４２３１０２１
品名 ： 交換用 月のアロマランプ  コードタイプ 上皿
価格 ： ¥300

ふわりと花開いたチューリップのようなアロマランプ。
オイルカップはまるで小さな花びらのよう。

リーフ&リーフ

●サイズ ： 直径70mm×奥行85mm×高さ120mm　●電球 ： 10W
●コンセント直結型　●適用範囲（目安） ： 6～8畳

品番 ： 8325246
品名 ： フラワリーアロマランプ
　　　 リーフ＆リーフ SAP-4
価格 ： ¥2,600
［JAN ： 4560296452465］
品番 ： 8325248
品名 ： 交換用 リーフ＆リーフ 上皿
価格 ： ¥380　　

交換用電球
品番 ： 4231003　
品名 ： 電球5W (ブーケドゥローズ／ローズホワイト／月〈コンセントタイプ〉／プレシャスミニライト） 　
価格 ： ¥250
品番 ： 4231010
品名 ： 電球10W (ブーケドゥローズ／月〈コードタイプ〉／ハウスアロマライト） 　
価格 ： ¥250
品番 ： 4231002
品名 ： 電球15W (ローズホワイト〈コードタイプ〉） 
価格 ： ¥250
品番 ： 293001
品名 ： 電球10W (リーフ＆リーフ）　
価格 ： ¥250

品番 ： 4820007
品名 ： アロマライト プレシャスミニライト ラブハート
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4529258813690］

品番 ： 4820010
品名 ： アロマライト プレシャスミニライト バタフライ
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4529258813683］

品番 ： 4821392
品名 ： 交換用 プレシャスミニライト 上皿
価格 ： ¥260
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フレッシュハーブやドライハーブからエッセンシャルオイルとフローラル
ウォーターが抽出できる装置です。耐熱ガラス製で、抽出工程をすべて
見ることができます。

●本体・冷却ボウル・受けコニカルビーカーは
理化学研究用の硼珪酸ガラス素材で作ら
れており、「耐熱性・耐薬品性・透明性」に優
れ､移り香もありません。

●理化学研究用ガラスを作る日本の理化学ガ
ラス職人が一つ一つ手作りした安心・安全
の日本製です。

理化学ガラス職人が手作りで作成し、理化
学的な冷却システムで考えられた「安心・安
全・安らぎ」をコンセプトにした家庭用アロマウ
ォーター専用蒸留器です。

ご家庭のＩＨヒーターを使って、水・冷蔵庫の
氷・お気に入りのハーブで自家製アロマウォー
ターが作れます。
※ＩＨヒーターの種類によっては使えない場合
がございます。

※画像内のＩＨヒーター、ビーカー、ス
ポイト、茶瓶などは別売りです。
※ＩＨヒーターなど、別売りパーツは受
注発注となりますので、別途送料とお
取り寄せにお時間を頂きます。詳細
は営業担当にお問合せください。

ハーブオイルメーカー
スタンダードタイプ

リカロマ　家庭用アロマウォーター専用蒸留器

●サイズ ： 幅500mm×奥行400mm×高さ600mm　　●重さ ： 約7kg
●材質 ： ガラス、ステンレス ( 組み立て式 )
●ハーブ容量 ： 200g～300g程度　　●日本製
●電源IHヒーター　100V・50/60Hz　タイマー付き
●精油保存瓶（10ml)、ハーブ水保存ビン（200ml)　各３本付き
※別途送料がかかります。

品番 ： 2400001
品名 ： ハーブオイルメーカー スタンダードタイプ ★
価格 ： ¥120,000

●本体セットサイズ ： 幅120㎜×奥行120㎜×高さ225㎜

品番 ： 8200990
品名 ： リカロマ mini アロマウォーター専用蒸留器 ★
価格 ： ¥25,000

[セット品詳細]
本体（ガラス部）コボシロ付き
冷却ボウル（ガラス部）
冷却ボウル用シリコン０リング
インナーハーブ台（SUS430)ガイド付き
SAKIYAコニカルビーカー　100ml（ガラス）
ビーカー用カバー袋×2
リカロマmini取り扱い説明書

エッセンシャルオイル抽出データ
( ヒーター100V、1400W、水温17.5度、室温23度/電源を入れ約15分で沸騰、45分で抽出 ) 
＊オイルの抽出量はハーブの種類・状態・時間などにより異なります。 

ハーブ名

カモミール 

ゼラニウム 

ミント

ラベンダー 

レモンユーカリ

ローズマリー

使用量

100ｇ

100ｇ

100ｇ

100ｇ

100ｇ

100ｇ

オイル抽出量

1.2ml

0.9ml

1.4ml

2.0ml

2.2ml

0.8ml

ウォーター

200ml

200ml

200ml

200ml

200ml

200ml

エッセンシャルオイル抽出器のラージタイプ。
ハーブ園やショップ、各種教室にてイベント開催時におすすめです。

ラージタイプ

●サイズ ： 幅500mm×奥行400mm×高さ700mm　　●重さ ： 約8kg
●材質 ： ガラス、ステンレス ( 組み立て式 )
●ハーブ容量 ： 1000g～1200g程度　　●日本製
●電源IHヒーター　100V・50/60Hz　タイマー付き
●精油保存瓶（10ml)、ハーブ水保存ビン（200ml)　各5本付き、給排水用ホース各5m付き
※別途送料がかかります。

品番 ： 2400002
品名 ： ハーブオイルメーカー ラージタイプ ★
価格 ： ¥150,000

＊水道水によって冷却するため、ご使用場所にはホース使用の蛇口が必要となります。 

※画像内ＩＨヒーターはイメージ品です。別売りのＩＨヒーターは
右画像のブラックになります。

アロマランプ

バラの彫刻を全面にあしらい、
花弁の重なる陰影が浮かび
上がります。

品番 ： 4231017
品名 ： 交換用 ローズホワイト
　　　ベリーショート 上皿　
価格 ： ¥300　

●本体サイズ ： 直径50mm×高さ110mm
●電球 ： 5W　●適用範囲（目安） ： 2～3畳 

品番 ： 4230033
品名 ： アロマランプ ローズホワイト
　　　ベリーショート コンセントタイプ　
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4571139156266］

品番 ： 4231009
品名 ： 交換用 ローズホワイト ショート 上皿
価格 ： ¥300　

●サイズ ： 直径75mm×高さ120mm
●電球 ： 15W　●適用範囲（目安） ： 6～8畳 

品番 ： 4230014
品名 ： アロマランプ ローズホワイト
　　　ショート コードタイプ
価格 ： ¥3,000
［JAN ： 4571139157249］

ローズホワイト
バラの花束をあしらった、女性らしいデザインのアロマランプです。
ブーケ ドゥ ローズ

ハートや星のオーナメントが、重なり合
うようなデザイン。オイル皿からハート
の模様が浮き出てきます。

キャンドルの熱で水を蒸発させて精油やポプリを香らせる芳香器。
手作り化粧品やクラフト道具としてもお使いいただけます。

プレシャスミニライト オイルウォーマー

品番 ： 4235659
品名 ： アロマランプ ブーケ・ドゥ・ローズ
　　　コンセントタイプ
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4571139156594］

品番 ： 4821029
品名 ： オイルウォーマー ピッチャー
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4529258810293］

品番 ： 4231018
品名 ： 交換用 ブーケ・ドゥ・ローズ コンセントタイプ／コード共用タイプ 上皿
価格 ： ¥300

●本体サイズ ： 直径75mm×高さ85mm
●電球 ： 5W　●適用範囲（目安） ： 周囲1.5m

●サイズ ： 
　本体 ： 幅60mm×奥行82mm×高さ85mm
　オイル皿 ： 幅52mm×奥行52mm×高さ10mm
●電球 ： 5W　●適用範囲(目安)：約4～7畳

●サイズ ： 
　カップ ： 幅97mm×奥行66mm×高さ60mm
　ウォーマー ： 幅75mm×奥行75mm×高さ68mm
●適用範囲(目安) ： 約4～7畳
●ティーキャンドル1個付

●サイズ ： 幅48mm×奥行48mm×高さ130mm
●電球 ： 10W　●適用範囲(目安) ： 約6畳

品番 ： 4235741
品名 ： アロマランプ ブーケ・ドゥ・ローズ
　　　コードタイプ
価格 ： ¥2,700
［JAN ： 4571139157416］

●本体サイズ ： 直径100mm×高さ95mm
●電球 ： 10W　●適用範囲（目安） ： 4～6畳

月のアロマランプ ハウスアロマライト

●サイズ ： 直径75mm×高さ９0mm
●電球 ： ５Ｗ　●適用範囲（目安） ： 約半径１ｍ

品番 ： １１１
品名 ： 月のアロマランプ  コンセントタイプ
価格 ： ¥2,000
［JAN ： 4949658001112］

品番 ： ４２３１０２０
品名 ： 交換用 月のアロマランプ コンセントタイプ 上皿
価格 ： ¥300

品番 ： 7110076
品名 ： ハウスアロマライト
　　　コンセント型 ホワイト
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4982642200764］

品番 ： 7110077
品名 ： ハウスアロマライト
　　　コンセント型 ライトグリーン
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4982642200771］

天体を動く月の姿をかたどった、アロマランプ。星のきらめきが周りを彩ります。 可愛いお家の形のアロマライト。やさしい光で心も安らぎます。

●サイズ ： 直径95mm×高さ１０0mm
●電球 ： １０Ｗ　●適用範囲（目安） ： 約６畳

品番 ： ４８
品名 ： 月のアロマランプ コードタイプ
価格 ： ¥2,900
［JAN ： 4949658000481］

品番 ： ４２３１０２１
品名 ： 交換用 月のアロマランプ  コードタイプ 上皿
価格 ： ¥300

ふわりと花開いたチューリップのようなアロマランプ。
オイルカップはまるで小さな花びらのよう。

リーフ&リーフ

●サイズ ： 直径70mm×奥行85mm×高さ120mm　●電球 ： 10W
●コンセント直結型　●適用範囲（目安） ： 6～8畳

品番 ： 8325246
品名 ： フラワリーアロマランプ
　　　 リーフ＆リーフ SAP-4
価格 ： ¥2,600
［JAN ： 4560296452465］
品番 ： 8325248
品名 ： 交換用 リーフ＆リーフ 上皿
価格 ： ¥380　　

交換用電球
品番 ： 4231003　
品名 ： 電球5W (ブーケドゥローズ／ローズホワイト／月〈コンセントタイプ〉／プレシャスミニライト） 　
価格 ： ¥250
品番 ： 4231010
品名 ： 電球10W (ブーケドゥローズ／月〈コードタイプ〉／ハウスアロマライト） 　
価格 ： ¥250
品番 ： 4231002
品名 ： 電球15W (ローズホワイト〈コードタイプ〉） 
価格 ： ¥250
品番 ： 293001
品名 ： 電球10W (リーフ＆リーフ）　
価格 ： ¥250

品番 ： 4820007
品名 ： アロマライト プレシャスミニライト ラブハート
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4529258813690］

品番 ： 4820010
品名 ： アロマライト プレシャスミニライト バタフライ
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4529258813683］

品番 ： 4821392
品名 ： 交換用 プレシャスミニライト 上皿
価格 ： ¥260
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エアクリーンアロマ　SOYOGIⅡ　そよぎ　　　　

Flora*はな

品番 ： 5809046
品名 ： エアクリーンアロマ
　　　SOYOGIⅡ ブラウン
価格 ： ¥4,743
［JAN ： 4580231090460］

水を使用しないファン式タイプの芳香器。
湿気が気になるシーズンも含め、通年お使いいただけます。
お子様やペットがいるご家庭にもおすすめです。

380mlの大容量タンクで、長時間の連続運転が可能。
運転時間は5段階から選べます。
広いスペースにも対応可能な超音波式アロマディフューザーです。

●サイズ ： 直径130ｍｍ×高さ165ｍｍ
●重さ ： 約600ｇ　●消費電力 ： 8Ｗ
●機能（風力切替） ： 強、弱
●適用範囲(目安） ： 6～8畳
●付属品 ： アロマフィルター1枚、
　　　　　静電フィルター1枚

アロマストリーム

アウル

ティンバー

ヘッジホッグ

水を使用しないファン式タイプの芳香器。
湿気が気になるシーズンも含め、通年お使いいただけます。
お子様やペットがいるご家庭にもおすすめです。
シンプルなデザインが、お部屋の雰囲気を選ばず
お使いいただけます。

品番 ： 271002
品名 ： アロマストリーム
価格 ： ¥7,800
［JAN ： 5019487040053］

品番 ： 271003
品名 ： 交換用 アロマストリーム
　　　カートリッジ1枚
価格 ： ¥650

●サイズ ： 直径115ｍｍ×高さ165ｍｍ
●重さ ： 約600ｇ
●消費電力 ： 8Ｗ
●機能（風力切替） ： 強、弱
●適用範囲(目安） ： 6～10畳
●付属品 ： カートリッジ1枚

●サイズ ： 直径174ｍｍ×高さ110ｍｍ
●重さ ： 約410ｇ
●消費電力 ： 12Ｗ
●機能（タイマー） ： 連続約2時間、4時間、
　　　　　　　　  6時間、10時間、
　　　　　　　　  間欠約20時間
●水タンク容量 ： 380ｍｌ
●適用範囲(目安） ： 約20～30畳
●付属品 ： ＡＣアダプター

品番 ： 3070300
品名 ： アクアブリーズFlora * はな
価格 ： ￥7,900
［JAN ： 4942870003001］

品番 ： 3461373
品名 ： アロマランプディフューザーＧ ナチュラル
価格 ： ¥6,000
［JAN ： 4517161122756］

品番 ： ３４６１374
品名 ： アロマランプディフューザーＧ ダークブラウン
価格 ： ¥6,000
［JAN ： 4517161122763］

品番 ： 8212035
品名 ： アウル
価格 ： ¥4,500
［JAN ： 4589764320358］

品番 ： 8219006
品名 ： ＵＳＢ専用アダプター
　　　（ティンバー、アウル、
　　　　ヘッジホッグ共用）
価格 ： ¥1,000

品番 ： 8212057
品名 ： ヘッジホッグ
価格 ： ¥4,500
［JAN ： 4589764320570］

品番 ： 8212033
品名 ： ティンバー ナチュラル
価格 ： ¥3,800
［JAN ： 4589764320334］

品番 ： 8212034
品名 ： ティンバー ダークブラウン
価格 ： ¥3,800
［JAN ： 4589764320341］

フロストガラスを通した柔らかいランプの灯りと、木のぬくもりを感じさせる
デザインが人気の超音波式アロマディフューザー。

アロマランプディフューザーＧ

本体カバーを上からカチッと音がす
るまで押すと、電源ボタンが押され
イルミネーションライトが点灯し連続
運転を開始します

BREZZA  ブレッザ

ガラスアロマディフューザー

品番 ： 7657027
品名 ： ブレッザ シルバー
価格 ： ￥9,000
［JAN ： 4589989170271］
品番 ： 7657028
品名 ： ブレッザ ゴールド 
価格 ： ￥9,000
［JAN ： 4589989170288］
品番 ： 7657029
品名 ： ブレッザ ピンク
価格 ： ￥9,000
［JAN ： 4589989170295］

品番 ： 7222068
品名 ： ガラスアロマディフューザー
価格 ： ￥5,800
［JAN ： 4536117020687］

品番 ： 7657031
品名 ： 交換用 専用噴霧アダプター
価格 ： ￥500
［JAN ： 4589989170318］

品番 ： 7657050
品名 ： 交換用 チューブ 5本
価格 ： ￥400
［JAN ： 4589989170509］

●サイズ ： 直径88ｍｍ×高さ132ｍｍ
●重さ ： 約400ｇ
●消費電力 ： 約3Ｗ
●機能 ： 噴霧タイマー5秒、10秒、30秒、60秒
　　　 ： 噴霧休みタイマー5秒、10秒、30秒、60秒
　　　 ： 連続運転設定　 無制限、30分、60分、120分
●適用範囲(目安） ： 約60畳
●付属品 ： 噴霧アダプター、ガラス瓶10ｍｌ、
　　　　　ＡＣアダプター、ＵＳＢケーブル
※目安として、30mlの精油が約１ヶ月持ちます。
（１日２時間、５秒稼働10秒休止モードを想定）

～モードの切り替え順～
　１回：電源ＯＮ　ライトカラー変化+ミスト
　２回：お好みの色でストップ+ミスト
　３回：ライト消灯+ミスト
　４回：電源ＯＦＦ

●サイズ ： 直径80ｍｍ×高さ159ｍｍ
●重さ ： 約492ｇ
●消費電力 ： 15Ｗ
●機能（タイマー） ： 連続1時間、
　　　　　　　　　間欠3時間、8時間
●水タンク容量 ： 約90ｍｌ
●適用範囲(目安） ： 6～10畳
●付属品 ： ＡＣアダプター、計量カップ

精油の瓶を直接取り付けて、空気で拡散させるディフューザー。
水や熱を使わないので、精油本来の香りが楽しめます。
細かなタイマー設定で、香りの拡散具合を調整することが可能です。

森の賢者と称される
愛らしいフクロウ型。 プッシュ式スイッチ。

上から軽く押すだけで、
ON／OFFとモード変更
が可能な超音波式アロマ
ディフューザーです。

幸せを運ぶといわれる
キュートなハリネズミ型。

お月様のような、まんまるな形の超音波式アロマディフューザー。
ゆっくりと変わる7色のライトと
フロストガラスのシンプルなデザインが人気です。

キャンディーポット

品番 ： 7987971
品名 ： キャンディｰポット アンバー ★
価格 ： ￥5,500
［JAN ： 4934122079711］

品番 ： 7987972
品名 ： キャンディーポット クリアー ★
価格 ： ￥5,500
［JAN ： 4934122079728］

●サイズ ： 約直径84ｍｍ×高さ148ｍｍ
●重さ ： 約530ｇ
●消費電力 ： 5Ｗ
●機能（タイマー） ： 連続約1時間、3時間、
　　　　　　　　　間欠約6時間
●水タンク容量 ： 約80ｍｌ
●適用範囲(目安） ： 6畳
●付属品 ： ＵＳＢケーブル、ＡＣアダプター

キャンディーポットみたいなかわいい
超音波アロマディフューザーです。
専用USBケーブルで、手軽にアロマ
が楽しめます。
インテリアにもおすすめ。

７色にライトが変化。お好きな色で固
定させることも可能です。

●サイズ ： 直径150ｍｍ×高さ135ｍｍ
●重さ ： 約620ｇ　●消費電力 ： 12Ｗ
●機能（タイマー） ： 連続約4時間
●水タンク容量 ： 約100ｍｌ
●適用範囲(目安） ： 約6畳
●付属品　 ：ＡＣアダプター

トモリ

品番 ： 7987760
品名 ： トモリ ブラウン ★
価格 ： ￥9,000
［JAN ： 4934122077601］

品番 ： 7987761
品名 ： トモリ ナチュラル ★
価格 ： ￥9,000
［JAN ： 4934122077618］

●サイズ ： 約直径87ｍｍ×高さ158ｍｍ
●重さ ： 約540ｇ
●消費電力 ： 12Ｗ
●機能（タイマー） ： 連続約1時間、2時間、
　　　　　　　　　間欠約6時間
　　　　（内蔵音） ： 5曲（音量調整可能）
●水タンク容量 ： 約100ｍｌ
●適用範囲(目安） ： 6畳
●付属品 ： ＡＣアダプター、
　　　　　Φ3.5オーディオケーブル、
　　　　　計量カップ

鳥の声や波の音など5種類の音を内蔵したスピーカー付きの
超音波式アロマディフューザーです。
お手持ちの音楽プレーヤーとも接続可能。

●サイズ ： 幅100ｍｍ×奥行93ｍｍ×高さ114ｍｍ
●重さ ： 約240ｇ（専用ケーブル含まず）
●消費電力 ： 約5Ｗ
●機能（タイマー） ： 連続約1時間
　　　　　　　 　  間欠約3時間
●水タンク容量 ： 約60ｍｌ
●適用範囲（目安） ： 身の回り
●付属品 ： 専用ＵＳＢケーブル

●サイズ ： 幅115ｍｍ×奥行135ｍｍ×高さ110ｍｍ
●重さ ： 約310ｇ（専用ケーブル含まず）
●消費電力 ： 約5Ｗ
●機能（タイマー） ： 連続約1時間
　　　　　　　　　間欠約3時間
●水タンク容量 ： 60ｍｌ
●適用範囲（目安） ： 身の回り
●付属品 ： ＵＳＢケーブル

天然木の木目を生かした、手のひらサイズの小さな
超音波式アロマディフューザーです。
デスクまわりの小スペースに。

品番 ： 5809049　【オプション】
品名 ： 交換用 SOYOGIⅡ
活性炭フィルター １枚
価格 ： ¥600
［JAN ： 4580231090286］

品番 ： 5809048　【標準品】
品名 ： 交換用 SOYOGIⅡ
静電フィルター １枚
価格 ： ¥500
［JAN ： 4580231090484］

品番 ： 1077　【標準品】
品名 ： 交換用 SOYOGIⅡ
アロマフィルター３枚入
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4580231090286］
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●サイズ ： 直径70ｍｍ×高さ110ｍｍ
●重さ ： 160ｇ（専用ケーブル含まず）
●消費電力 ： 約5Ｗ
●機能 ： 連続約1時間、間欠約3時間
●水タンク容量 ： 約60ｍｌ
●適用範囲（目安） ： 身の回り
●付属品 ： 専用ＵＳＢケーブル



エアクリーンアロマ　SOYOGIⅡ　そよぎ　　　　

Flora*はな

品番 ： 5809046
品名 ： エアクリーンアロマ
　　　SOYOGIⅡ ブラウン
価格 ： ¥4,743
［JAN ： 4580231090460］

水を使用しないファン式タイプの芳香器。
湿気が気になるシーズンも含め、通年お使いいただけます。
お子様やペットがいるご家庭にもおすすめです。

380mlの大容量タンクで、長時間の連続運転が可能。
運転時間は5段階から選べます。
広いスペースにも対応可能な超音波式アロマディフューザーです。

●サイズ ： 直径130ｍｍ×高さ165ｍｍ
●重さ ： 約600ｇ　●消費電力 ： 8Ｗ
●機能（風力切替） ： 強、弱
●適用範囲(目安） ： 6～8畳
●付属品 ： アロマフィルター1枚、
　　　　　静電フィルター1枚

アロマストリーム

アウル

ティンバー

ヘッジホッグ

水を使用しないファン式タイプの芳香器。
湿気が気になるシーズンも含め、通年お使いいただけます。
お子様やペットがいるご家庭にもおすすめです。
シンプルなデザインが、お部屋の雰囲気を選ばず
お使いいただけます。

品番 ： 271002
品名 ： アロマストリーム
価格 ： ¥7,800
［JAN ： 5019487040053］

品番 ： 271003
品名 ： 交換用 アロマストリーム
　　　カートリッジ1枚
価格 ： ¥650

●サイズ ： 直径115ｍｍ×高さ165ｍｍ
●重さ ： 約600ｇ
●消費電力 ： 8Ｗ
●機能（風力切替） ： 強、弱
●適用範囲(目安） ： 6～10畳
●付属品 ： カートリッジ1枚

●サイズ ： 直径174ｍｍ×高さ110ｍｍ
●重さ ： 約410ｇ
●消費電力 ： 12Ｗ
●機能（タイマー） ： 連続約2時間、4時間、
　　　　　　　　  6時間、10時間、
　　　　　　　　  間欠約20時間
●水タンク容量 ： 380ｍｌ
●適用範囲(目安） ： 約20～30畳
●付属品 ： ＡＣアダプター

品番 ： 3070300
品名 ： アクアブリーズFlora * はな
価格 ： ￥7,900
［JAN ： 4942870003001］

品番 ： 3461373
品名 ： アロマランプディフューザーＧ ナチュラル
価格 ： ¥6,000
［JAN ： 4517161122756］

品番 ： ３４６１374
品名 ： アロマランプディフューザーＧ ダークブラウン
価格 ： ¥6,000
［JAN ： 4517161122763］

品番 ： 8212035
品名 ： アウル
価格 ： ¥4,500
［JAN ： 4589764320358］

品番 ： 8219006
品名 ： ＵＳＢ専用アダプター
　　　（ティンバー、アウル、
　　　　ヘッジホッグ共用）
価格 ： ¥1,000

品番 ： 8212057
品名 ： ヘッジホッグ
価格 ： ¥4,500
［JAN ： 4589764320570］

品番 ： 8212033
品名 ： ティンバー ナチュラル
価格 ： ¥3,800
［JAN ： 4589764320334］

品番 ： 8212034
品名 ： ティンバー ダークブラウン
価格 ： ¥3,800
［JAN ： 4589764320341］

フロストガラスを通した柔らかいランプの灯りと、木のぬくもりを感じさせる
デザインが人気の超音波式アロマディフューザー。

アロマランプディフューザーＧ

本体カバーを上からカチッと音がす
るまで押すと、電源ボタンが押され
イルミネーションライトが点灯し連続
運転を開始します

BREZZA  ブレッザ

ガラスアロマディフューザー

品番 ： 7657027
品名 ： ブレッザ シルバー
価格 ： ￥9,000
［JAN ： 4589989170271］
品番 ： 7657028
品名 ： ブレッザ ゴールド 
価格 ： ￥9,000
［JAN ： 4589989170288］
品番 ： 7657029
品名 ： ブレッザ ピンク
価格 ： ￥9,000
［JAN ： 4589989170295］

品番 ： 7222068
品名 ： ガラスアロマディフューザー
価格 ： ￥5,800
［JAN ： 4536117020687］

品番 ： 7657031
品名 ： 交換用 専用噴霧アダプター
価格 ： ￥500
［JAN ： 4589989170318］

品番 ： 7657050
品名 ： 交換用 チューブ 5本
価格 ： ￥400
［JAN ： 4589989170509］

●サイズ ： 直径88ｍｍ×高さ132ｍｍ
●重さ ： 約400ｇ
●消費電力 ： 約3Ｗ
●機能 ： 噴霧タイマー5秒、10秒、30秒、60秒
　　　 ： 噴霧休みタイマー5秒、10秒、30秒、60秒
　　　 ： 連続運転設定　 無制限、30分、60分、120分
●適用範囲(目安） ： 約60畳
●付属品 ： 噴霧アダプター、ガラス瓶10ｍｌ、
　　　　　ＡＣアダプター、ＵＳＢケーブル
※目安として、30mlの精油が約１ヶ月持ちます。
（１日２時間、５秒稼働10秒休止モードを想定）

～モードの切り替え順～
　１回：電源ＯＮ　ライトカラー変化+ミスト
　２回：お好みの色でストップ+ミスト
　３回：ライト消灯+ミスト
　４回：電源ＯＦＦ

●サイズ ： 直径80ｍｍ×高さ159ｍｍ
●重さ ： 約492ｇ
●消費電力 ： 15Ｗ
●機能（タイマー） ： 連続1時間、
　　　　　　　　　間欠3時間、8時間
●水タンク容量 ： 約90ｍｌ
●適用範囲(目安） ： 6～10畳
●付属品 ： ＡＣアダプター、計量カップ

精油の瓶を直接取り付けて、空気で拡散させるディフューザー。
水や熱を使わないので、精油本来の香りが楽しめます。
細かなタイマー設定で、香りの拡散具合を調整することが可能です。

森の賢者と称される
愛らしいフクロウ型。 プッシュ式スイッチ。

上から軽く押すだけで、
ON／OFFとモード変更
が可能な超音波式アロマ
ディフューザーです。

幸せを運ぶといわれる
キュートなハリネズミ型。

お月様のような、まんまるな形の超音波式アロマディフューザー。
ゆっくりと変わる7色のライトと
フロストガラスのシンプルなデザインが人気です。

キャンディーポット

品番 ： 7987971
品名 ： キャンディｰポット アンバー ★
価格 ： ￥5,500
［JAN ： 4934122079711］

品番 ： 7987972
品名 ： キャンディーポット クリアー ★
価格 ： ￥5,500
［JAN ： 4934122079728］

●サイズ ： 約直径84ｍｍ×高さ148ｍｍ
●重さ ： 約530ｇ
●消費電力 ： 5Ｗ
●機能（タイマー） ： 連続約1時間、3時間、
　　　　　　　　　間欠約6時間
●水タンク容量 ： 約80ｍｌ
●適用範囲(目安） ： 6畳
●付属品 ： ＵＳＢケーブル、ＡＣアダプター

キャンディーポットみたいなかわいい
超音波アロマディフューザーです。
専用USBケーブルで、手軽にアロマ
が楽しめます。
インテリアにもおすすめ。

７色にライトが変化。お好きな色で固
定させることも可能です。

●サイズ ： 直径150ｍｍ×高さ135ｍｍ
●重さ ： 約620ｇ　●消費電力 ： 12Ｗ
●機能（タイマー） ： 連続約4時間
●水タンク容量 ： 約100ｍｌ
●適用範囲(目安） ： 約6畳
●付属品　 ：ＡＣアダプター

トモリ

品番 ： 7987760
品名 ： トモリ ブラウン ★
価格 ： ￥9,000
［JAN ： 4934122077601］

品番 ： 7987761
品名 ： トモリ ナチュラル ★
価格 ： ￥9,000
［JAN ： 4934122077618］

●サイズ ： 約直径87ｍｍ×高さ158ｍｍ
●重さ ： 約540ｇ
●消費電力 ： 12Ｗ
●機能（タイマー） ： 連続約1時間、2時間、
　　　　　　　　　間欠約6時間
　　　　（内蔵音） ： 5曲（音量調整可能）
●水タンク容量 ： 約100ｍｌ
●適用範囲(目安） ： 6畳
●付属品 ： ＡＣアダプター、
　　　　　Φ3.5オーディオケーブル、
　　　　　計量カップ

鳥の声や波の音など5種類の音を内蔵したスピーカー付きの
超音波式アロマディフューザーです。
お手持ちの音楽プレーヤーとも接続可能。

●サイズ ： 幅100ｍｍ×奥行93ｍｍ×高さ114ｍｍ
●重さ ： 約240ｇ（専用ケーブル含まず）
●消費電力 ： 約5Ｗ
●機能（タイマー） ： 連続約1時間
　　　　　　　 　  間欠約3時間
●水タンク容量 ： 約60ｍｌ
●適用範囲（目安） ： 身の回り
●付属品 ： 専用ＵＳＢケーブル

●サイズ ： 幅115ｍｍ×奥行135ｍｍ×高さ110ｍｍ
●重さ ： 約310ｇ（専用ケーブル含まず）
●消費電力 ： 約5Ｗ
●機能（タイマー） ： 連続約1時間
　　　　　　　　　間欠約3時間
●水タンク容量 ： 60ｍｌ
●適用範囲（目安） ： 身の回り
●付属品 ： ＵＳＢケーブル

天然木の木目を生かした、手のひらサイズの小さな
超音波式アロマディフューザーです。
デスクまわりの小スペースに。

品番 ： 5809049　【オプション】
品名 ： 交換用 SOYOGIⅡ
活性炭フィルター １枚
価格 ： ¥600
［JAN ： 4580231090286］

品番 ： 5809048　【標準品】
品名 ： 交換用 SOYOGIⅡ
静電フィルター １枚
価格 ： ¥500
［JAN ： 4580231090484］

品番 ： 1077　【標準品】
品名 ： 交換用 SOYOGIⅡ
アロマフィルター３枚入
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4580231090286］
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●サイズ ： 直径70ｍｍ×高さ110ｍｍ
●重さ ： 160ｇ（専用ケーブル含まず）
●消費電力 ： 約5Ｗ
●機能 ： 連続約1時間、間欠約3時間
●水タンク容量 ： 約60ｍｌ
●適用範囲（目安） ： 身の回り
●付属品 ： 専用ＵＳＢケーブル



アロマストーン
携帯に便利な、缶入りアロマストーン。お好きなところでアロマを楽しめる、「お手頃価格」のおすすめ商品です。
かわいいイラストが入った陶器のストーンに、精油をしみこませて香りを楽しむパーソナルな芳香器。
缶に入っているので、持ち運びにも便利。小さなプレゼントとしてもおすすめです。

ローズ

オレンジ ハウス

ラベンダー カモミール

○旅行のおともに　○デスクの上に　○玄関先や洗面所に　○クローゼットやくつ箱に

絵柄がお揃いのハウスケアシリーズと一緒に

初回・5種×各4個以上ご注文の卸先様に専用什器をご用意します。

・省スペースにすっきり陳列。・手に取りやすいフック付き。

・使い方が記載されたPOP付き・自立することも、壁にかけることもできます。

什器サイズ：約幅370ｍｍ×奥行100ｍｍ×高さ295ｍｍ

ディスプレイに便利な専用什器プレゼント

○旅行のおともに　○デスクの上に　○玄関先や洗面所に　○クローゼットやくつ箱に

●サイズ ： 約直径41mm×高さ6mm（アロマストーン）
　　　　　約直径47mm×高さ17mm（缶）

●材質 : 陶器（アロマストーン）、ブリキ（缶）

品番 ： 1088    品名 ： 缶入りアロマストーン ローズ 価格 ： ¥650  ［JAN ： 4949658010886］
品番 ： 1089    品名 ： 缶入りアロマストーン ラベンダー 価格 ： ¥650  ［JAN ： 4949658010893］
品番 ： 1090    品名 ： 缶入りアロマストーン カモミール 価格 ： ¥650  ［JAN ： 4949658010909］
品番 ： 1091    品名 ： 缶入りアロマストーン オレンジ 価格 ： ¥650  ［JAN ： 4949658010916］
品番 ： 1092    品名 ： 缶入りアロマストーン ハウス 価格 ： ¥650  ［JAN ： 4949658010923］

・精油を滴下して、香りを楽しみます。
・シミが気になる方は、裏面をお使い
ください。
・缶のフタには、カリス成城のロゴ
マークが印刷されています。

※チェーンは付属しておりません。
着用イメージ写真は、アロマロケット
のチェーンを使用しております。

のんびり動物　アロマストーン
陶器本体に数滴(通常目安5～6滴)精油を
滴下して染み込ませ、香りを楽しむ
可愛らしい動物型のアロマストーンです。
オイルとセットでギフトにも。

品番 ： 4821969
品名 ： のんびり動物 アロマストーン 白くま
価格 ： ¥380　［JAN ： 4529258819692］　
品番 ： 4821970
品名 ： のんびり動物 アロマストーン 白うさぎ
価格 ： ¥380　［JAN ： 4529258819708］　
品番 ： 4821971
品名 ： のんびり動物 アロマストーン 白バク
価格 ： ¥380　［JAN ： 4529258819715］　
品番 ： 4821974
品名 ： のんびり動物 アロマストーン ひつじ
価格 ： ¥380　［JAN ： 4529258819746］　

●サイズ ： 約幅43mm×奥行55mm×高さ80mm    (白くま)
　　　　　約幅45mm×奥行60mm×高さ85mm    (白うさぎ)
　　　　　約幅100mm×奥行50mm×高さ63mm  (白バク)
　　　　　約幅70mm×奥行50mm×高さ57mm    (ひつじ)
●材質 ： 陶器ーンフ タ

ブ ン と
に
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フィルターは、一般的な市
販の綿棒の先端を2ｃｍに
切ってご使用ください。
（※綿棒の種類によって
は、使用できないものもあ
ります）

チェーンが長いので、そのまま首から下げられ、ご年配の方にも
おすすめストラップとして、携帯電話にも付けられます。

アロマロケット
フィルターに精油をしみ込ませて、セット。首から下げてアロマを楽しむ
ネックレスタイプの芳香器。使いやすい長いチェーンと、ストラップの2WAYタイプ。
男性にもオススメしやすいデザインです。

●サイズ : 約直径10mm×高さ29mm（本体）
●材質 ： アルミ、アルマイト加工（ペンダントトップ部分）
　/ニッケルクロムメッキ（チェーン部分）
●チェーン長さ ： 600ｍｍ

品番 ： 1072
品名 ： アロマロケット
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4562279529737］　

木のおうち
煙突部分のガラス管に精油を少量入れ、木製スティックを差し込んで香りを楽しみます。
天然木の温かみと愛らしいカタチで、インテリアとしてもおすすめです。

●サイズ ： 幅80mm×奥行45mm×高さ125mm　
●材質 ： 天然木〈ホワイトアッシュ〉（お家本体）、
　〈ミズキ／竹〉（木製スティック）、ガラス（ガラス管）
　※天然木を使用しているため、色や木目に個体差があります

品番 ： 3066207
品名 ： アロマ芳香器 木のお家
価格 ： ¥2,500
［JAN ： 4977642062078］

●サイズ ： 直径23ｍｍ×長さ85ｍｍ

品番 ： 3066208
品名 ： 交換用 木のお家 木製スティック3本入
価格 ： ¥600
［JAN ： 4977642062085］ 数個並べると、町並みみたいで

楽しいディスプレイに
お家の中に、
精油瓶を収納できます

アロマグラスネックレス ガラスネックレス

アロマペンダントトップ

品番 ： 3061014　
品名 ： 交換用
　　　アロマグラスネックレス用
　　　スポイト ★
価格 ： ¥350
［JAN ： 4977642723788］　

品番 ： 1134
品名 ： アロマペンダントトップ
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4949658011340］　

●チェーン材質 ： 
　真鍮 ロジウムメッキ
●チェーン長さ ： 
　400mm
　（アジャスター付き）
●スポイト付き      

●チェーン材質 ： 真鍮・金メッキ
●チェーン長さ ： 最長60㎝（スライドボールで調整可能）
●スポイト付き

●サイズ ： 全体　縦50mm×横10mm
　(セラミックボール1つあたり ： 直径約8mm)
●材質 ： 真鍮ロジウムメッキ、ヘマタイト、
　珪藻土、ステンレス

直接肌につけることなく、お好きな香りをプライ
ベート感覚で楽しめます。手づくりのガラスヘ
ッドに付属のスポイトでアロマを入れます。ヘッ
ドが胸元で温められ、ほのかに香ります。

ガラスヘッドに小さな穴が開い
ており、付属のスポイトでアロマ
オイルを入れることができます。
自分だけに優しく香りますので、
お好きな香りを楽しめます。
※手作りのためサイズが多少
異なる場合があります。

精油を染み込ませることができるセラミックボールのペンダントトップ。
お手持ちのネックレスに取り付けて香りをお楽しみいただけます。

※商品のパッケージデザインや
仕様が変わることがありま
す。ご了承ください。

●ヘッドサイズ : 直径12mm×高さ36mm
品番 ： 3061011　
品名 ： グラスネックレス
　　　アロマの雫ドロップ
価格 ： ¥3,500
［JAN ： 4977642061057］

●サイズ : 
　幅25㎜×奥行4㎜×高さ20㎜
品番 ： 3066164　
品名 ： ガラスネックレス
　　　ハート ★
価格 ： ¥6,000
［JAN ： 4977642061644］

●サイズ : 
　幅40㎜×奥行4㎜×高さ12㎜
品番 ： 3066168　
品名 ： ガラスネックレス
　　　スマイル ★
価格 ： ¥5,000
［JAN ： 4977642061682］
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アロマストーン
携帯に便利な、缶入りアロマストーン。お好きなところでアロマを楽しめる、「お手頃価格」のおすすめ商品です。
かわいいイラストが入った陶器のストーンに、精油をしみこませて香りを楽しむパーソナルな芳香器。
缶に入っているので、持ち運びにも便利。小さなプレゼントとしてもおすすめです。

ローズ

オレンジ ハウス

ラベンダー カモミール

○旅行のおともに　○デスクの上に　○玄関先や洗面所に　○クローゼットやくつ箱に

絵柄がお揃いのハウスケアシリーズと一緒に

初回・5種×各4個以上ご注文の卸先様に専用什器をご用意します。

・省スペースにすっきり陳列。・手に取りやすいフック付き。

・使い方が記載されたPOP付き・自立することも、壁にかけることもできます。

什器サイズ：約幅370ｍｍ×奥行100ｍｍ×高さ295ｍｍ

ディスプレイに便利な専用什器プレゼント

○旅行のおともに　○デスクの上に　○玄関先や洗面所に　○クローゼットやくつ箱に

●サイズ ： 約直径41mm×高さ6mm（アロマストーン）
　　　　　約直径47mm×高さ17mm（缶）

●材質 : 陶器（アロマストーン）、ブリキ（缶）

品番 ： 1088    品名 ： 缶入りアロマストーン ローズ 価格 ： ¥650  ［JAN ： 4949658010886］
品番 ： 1089    品名 ： 缶入りアロマストーン ラベンダー 価格 ： ¥650  ［JAN ： 4949658010893］
品番 ： 1090    品名 ： 缶入りアロマストーン カモミール 価格 ： ¥650  ［JAN ： 4949658010909］
品番 ： 1091    品名 ： 缶入りアロマストーン オレンジ 価格 ： ¥650  ［JAN ： 4949658010916］
品番 ： 1092    品名 ： 缶入りアロマストーン ハウス 価格 ： ¥650  ［JAN ： 4949658010923］

・精油を滴下して、香りを楽しみます。
・シミが気になる方は、裏面をお使い
ください。
・缶のフタには、カリス成城のロゴ
マークが印刷されています。

※チェーンは付属しておりません。
着用イメージ写真は、アロマロケット
のチェーンを使用しております。

のんびり動物　アロマストーン
陶器本体に数滴(通常目安5～6滴)精油を
滴下して染み込ませ、香りを楽しむ
可愛らしい動物型のアロマストーンです。
オイルとセットでギフトにも。

品番 ： 4821969
品名 ： のんびり動物 アロマストーン 白くま
価格 ： ¥380　［JAN ： 4529258819692］　
品番 ： 4821970
品名 ： のんびり動物 アロマストーン 白うさぎ
価格 ： ¥380　［JAN ： 4529258819708］　
品番 ： 4821971
品名 ： のんびり動物 アロマストーン 白バク
価格 ： ¥380　［JAN ： 4529258819715］　
品番 ： 4821974
品名 ： のんびり動物 アロマストーン ひつじ
価格 ： ¥380　［JAN ： 4529258819746］　

●サイズ ： 約幅43mm×奥行55mm×高さ80mm    (白くま)
　　　　　約幅45mm×奥行60mm×高さ85mm    (白うさぎ)
　　　　　約幅100mm×奥行50mm×高さ63mm  (白バク)
　　　　　約幅70mm×奥行50mm×高さ57mm    (ひつじ)
●材質 ： 陶器ーンフ タ

ブ ン と
に
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フィルターは、一般的な市
販の綿棒の先端を2ｃｍに
切ってご使用ください。
（※綿棒の種類によって
は、使用できないものもあ
ります）

チェーンが長いので、そのまま首から下げられ、ご年配の方にも
おすすめストラップとして、携帯電話にも付けられます。

アロマロケット
フィルターに精油をしみ込ませて、セット。首から下げてアロマを楽しむ
ネックレスタイプの芳香器。使いやすい長いチェーンと、ストラップの2WAYタイプ。
男性にもオススメしやすいデザインです。

●サイズ : 約直径10mm×高さ29mm（本体）
●材質 ： アルミ、アルマイト加工（ペンダントトップ部分）
　/ニッケルクロムメッキ（チェーン部分）
●チェーン長さ ： 600ｍｍ

品番 ： 1072
品名 ： アロマロケット
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4562279529737］　

木のおうち
煙突部分のガラス管に精油を少量入れ、木製スティックを差し込んで香りを楽しみます。
天然木の温かみと愛らしいカタチで、インテリアとしてもおすすめです。

●サイズ ： 幅80mm×奥行45mm×高さ125mm　
●材質 ： 天然木〈ホワイトアッシュ〉（お家本体）、
　〈ミズキ／竹〉（木製スティック）、ガラス（ガラス管）
　※天然木を使用しているため、色や木目に個体差があります

品番 ： 3066207
品名 ： アロマ芳香器 木のお家
価格 ： ¥2,500
［JAN ： 4977642062078］

●サイズ ： 直径23ｍｍ×長さ85ｍｍ

品番 ： 3066208
品名 ： 交換用 木のお家 木製スティック3本入
価格 ： ¥600
［JAN ： 4977642062085］ 数個並べると、町並みみたいで

楽しいディスプレイに
お家の中に、
精油瓶を収納できます

アロマグラスネックレス ガラスネックレス

アロマペンダントトップ

品番 ： 3061014　
品名 ： 交換用
　　　アロマグラスネックレス用
　　　スポイト ★
価格 ： ¥350
［JAN ： 4977642723788］　

品番 ： 1134
品名 ： アロマペンダントトップ
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4949658011340］　

●チェーン材質 ： 
　真鍮 ロジウムメッキ
●チェーン長さ ： 
　400mm
　（アジャスター付き）
●スポイト付き      

●チェーン材質 ： 真鍮・金メッキ
●チェーン長さ ： 最長60㎝（スライドボールで調整可能）
●スポイト付き

●サイズ ： 全体　縦50mm×横10mm
　(セラミックボール1つあたり ： 直径約8mm)
●材質 ： 真鍮ロジウムメッキ、ヘマタイト、
　珪藻土、ステンレス

直接肌につけることなく、お好きな香りをプライ
ベート感覚で楽しめます。手づくりのガラスヘ
ッドに付属のスポイトでアロマを入れます。ヘッ
ドが胸元で温められ、ほのかに香ります。

ガラスヘッドに小さな穴が開い
ており、付属のスポイトでアロマ
オイルを入れることができます。
自分だけに優しく香りますので、
お好きな香りを楽しめます。
※手作りのためサイズが多少
異なる場合があります。

精油を染み込ませることができるセラミックボールのペンダントトップ。
お手持ちのネックレスに取り付けて香りをお楽しみいただけます。

※商品のパッケージデザインや
仕様が変わることがありま
す。ご了承ください。

●ヘッドサイズ : 直径12mm×高さ36mm
品番 ： 3061011　
品名 ： グラスネックレス
　　　アロマの雫ドロップ
価格 ： ¥3,500
［JAN ： 4977642061057］

●サイズ : 
　幅25㎜×奥行4㎜×高さ20㎜
品番 ： 3066164　
品名 ： ガラスネックレス
　　　ハート ★
価格 ： ¥6,000
［JAN ： 4977642061644］

●サイズ : 
　幅40㎜×奥行4㎜×高さ12㎜
品番 ： 3066168　
品名 ： ガラスネックレス
　　　スマイル ★
価格 ： ¥5,000
［JAN ： 4977642061682］

NEW

ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表



36 37

品番 ： 3070079　
品名 ： 交換用 星型マット10枚入
価格 ： ¥480
［JAN ： 4942870000796］

品番 ： 6001621　
品名 ： ドライブタイム シルバー
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4528678016216］

品番 ： 6001620　
品名 ： ドライブタイム レザー
価格 ： ¥2,600
［JAN ： 4528678016209］

品番 ： 6000033　
品名 ： 交換用オイルパッド 5枚入
価格 ： ¥200
［JAN ： 4528678000338］

品番 ： 3070248　品名 ： クルマのアロマブリーズ ミントグリーン ［JAN ： 4942870002486］
品番 ： 3070249　品名 ： クルマのアロマブリーズ ピンク ［JAN ： 4942870002493］
品番 ： 3070255　品名 ： クルマのアロマブリーズ ウッド【木質ブラウン】 ［JAN ： 4942870002554］
品番 ： 3070257　品名 ： クルマのアロマブリーズ ウッド【木質ブラック】 ［JAN ： 4942870002578］
価格 ： ¥680　

ドライブタイム 車内で気軽に香りを楽しめる車用ディフューザー
レザータイプは本革仕様でアクセサリーアイテムにも。

気持ちをほぐしてゆったりしたい時に 心を穏やかにし、和らげたい時に 集中力を高め、花粉症や風邪の時にも

木と果 消臭クリップ

木と果 消臭クリップ つけ替え用

天然精油100％使用。車内でも天然精油を楽しめるカーフレグランス。

木と果 リードディフューザー
樹木からとれるフィトンチッドと、柿の実からとれる柿渋の
２種類の消臭エッセンスを使った消臭リードディフューザーです。
天然精油100％のナチュラルな香りを楽しめます。

●サイズ ： 幅51ｍｍ×奥行13ｍｍ×高さ55ｍｍ　
●重さ : 約6.5g
●付属品 ： クリップ、星型マット3枚

●サイズ ： 長さ93ｍｍ×直径21ｍｍ
　　　　　(端子部分を含まず）
●重さ ： 約24g
●消費電力 ： 0.55Ｗ
●付属品 ： オイルパッド 2枚

●サイズ ： 長さ93ｍｍ×直径20.6ｍｍ
　　　　　(端子部分を含まず）
●重さ ： 約25g
●消費電力 ： 0.55Ｗ
●付属品 ： オイルパッド 2枚

オイルパッドにエッセンシャルオイルを2～5滴たらし、ディフューザーを12Vのアクセサリーソケットに差し込んでご使用ください。
※DC12V アクセサリーソケット専用（一部の車種ではご使用になれない場合がございます）

●内容量 ： 4ml
●サイズ ： 幅100㎜×高さ130㎜×奥行33㎜
●重さ ： 約67g
●原産国 ： 日本
●芳香期間 ： 約1ヵ月

●内容量 ： 190ml
●サイズ ： 幅107㎜×高さ290㎜×奥行80㎜
●重さ ： 約643g
●原産国 ： 日本
●芳香期間 ： 約3～4ヵ月

●内容量 ： 90ml
●サイズ ： 幅80㎜×高さ227㎜×奥行80㎜
●重さ ： 約230g
●原産国 ： 日本
●芳香期間 ： 約1～2ヵ月

●内容量 ： 4ml
●サイズ ： 
　幅43㎜×高さ60㎜×奥行25㎜
●重さ ： 約30g
●原産国 ： 日本

＊車種によっては、付属クリップで装着できない場合があります。紐などで、ぶら下げてご使用ください。

車用 消臭
芳香

消臭
芳香

品番 ： 8262374
品名 ： 木と果 クリップ
　　　ゼラニウム＆ベルガモット
価格 ： ¥1,500　
［JAN ： 4976363123747］

落ち着いて集中したい時に

品番 ： 8262303
品名 ： 木と果 190
　　　ティートリー＆グレープフルーツ
価格 ： ¥3,500　
［JAN ： 4976363123037］

心を穏やかにし、和らげたい時に 気分をリラックスしたい時に

品番 ： 8262304
品名 ： 木と果 190
　　　リツェアクベバ＆カモミール
価格 ： ¥3,500　
［JAN ： 4976363123044］

品番 ： 8262305
品名 ： 木と果 190
　　　ラベンダー＆オレンジ
価格 ： ¥3,500　
［JAN ： 4976363123051］

気持ちをほぐしてゆったりしたい時に

品番 ： 8262661
品名 ： 木と果 ゼラニウム＆ベルガモット
価格 ： ¥1,800　
［JAN ： 4976363126615］

気分をリラックスしたい時に 頭をクリアにして記憶力を高めたい時に

品番 ： 8262017
品名 ： 木と果 ラベンダー＆オレンジ
価格 ： ¥1,800　
［JAN ： 4976363120173］

品番 ： 8262114
品名 ： 木と果 ローズマリー＆レモン
価格 ： ¥1,800　
［JAN ： 4976363121149］

品番 ： 8262375
品名 ： 木と果 クリップ
　　　リツェアクベバ＆カモミール
価格 ： ¥1,500　
［JAN ： 4976363123754］

品番 ： 8262378
品名 ： 木と果 クリップ替 ゼラニウム＆ベルガモット
［JAN ： 4976363123785］

品番 ： 8262379
品名 ： 木と果 クリップ替 リツェアクベバ＆カモミール
［JAN ： 4976363123792］

品番 ： 8262380
品名 ： 木と果 クリップ替 ミント＆ユーカリ
［JAN ： 4976363123808］

品番 ： 8262376
品名 ： 木と果 クリップ
　　　ミント＆ユーカリ
価格 ： ¥1,500　
［JAN ： 4976363123761］

価格 ： ¥1,000　

クルマのアロマブリーズ 精油を専用マットに垂らし、付属のクリップでエアコンの噴出し口にセット。
電気も、水も使わないお手軽カーアロマです。
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品番 ： 3070079　
品名 ： 交換用 星型マット10枚入
価格 ： ¥480
［JAN ： 4942870000796］

品番 ： 6001621　
品名 ： ドライブタイム シルバー
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4528678016216］

品番 ： 6001620　
品名 ： ドライブタイム レザー
価格 ： ¥2,600
［JAN ： 4528678016209］

品番 ： 6000033　
品名 ： 交換用オイルパッド 5枚入
価格 ： ¥200
［JAN ： 4528678000338］

品番 ： 3070248　品名 ： クルマのアロマブリーズ ミントグリーン ［JAN ： 4942870002486］
品番 ： 3070249　品名 ： クルマのアロマブリーズ ピンク ［JAN ： 4942870002493］
品番 ： 3070255　品名 ： クルマのアロマブリーズ ウッド【木質ブラウン】 ［JAN ： 4942870002554］
品番 ： 3070257　品名 ： クルマのアロマブリーズ ウッド【木質ブラック】 ［JAN ： 4942870002578］
価格 ： ¥680　

ドライブタイム 車内で気軽に香りを楽しめる車用ディフューザー
レザータイプは本革仕様でアクセサリーアイテムにも。

気持ちをほぐしてゆったりしたい時に 心を穏やかにし、和らげたい時に 集中力を高め、花粉症や風邪の時にも

木と果 消臭クリップ

木と果 消臭クリップ つけ替え用

天然精油100％使用。車内でも天然精油を楽しめるカーフレグランス。

木と果 リードディフューザー
樹木からとれるフィトンチッドと、柿の実からとれる柿渋の
２種類の消臭エッセンスを使った消臭リードディフューザーです。
天然精油100％のナチュラルな香りを楽しめます。

●サイズ ： 幅51ｍｍ×奥行13ｍｍ×高さ55ｍｍ　
●重さ : 約6.5g
●付属品 ： クリップ、星型マット3枚

●サイズ ： 長さ93ｍｍ×直径21ｍｍ
　　　　　(端子部分を含まず）
●重さ ： 約24g
●消費電力 ： 0.55Ｗ
●付属品 ： オイルパッド 2枚

●サイズ ： 長さ93ｍｍ×直径20.6ｍｍ
　　　　　(端子部分を含まず）
●重さ ： 約25g
●消費電力 ： 0.55Ｗ
●付属品 ： オイルパッド 2枚

オイルパッドにエッセンシャルオイルを2～5滴たらし、ディフューザーを12Vのアクセサリーソケットに差し込んでご使用ください。
※DC12V アクセサリーソケット専用（一部の車種ではご使用になれない場合がございます）

●内容量 ： 4ml
●サイズ ： 幅100㎜×高さ130㎜×奥行33㎜
●重さ ： 約67g
●原産国 ： 日本
●芳香期間 ： 約1ヵ月

●内容量 ： 190ml
●サイズ ： 幅107㎜×高さ290㎜×奥行80㎜
●重さ ： 約643g
●原産国 ： 日本
●芳香期間 ： 約3～4ヵ月

●内容量 ： 90ml
●サイズ ： 幅80㎜×高さ227㎜×奥行80㎜
●重さ ： 約230g
●原産国 ： 日本
●芳香期間 ： 約1～2ヵ月

●内容量 ： 4ml
●サイズ ： 
　幅43㎜×高さ60㎜×奥行25㎜
●重さ ： 約30g
●原産国 ： 日本

＊車種によっては、付属クリップで装着できない場合があります。紐などで、ぶら下げてご使用ください。

車用 消臭
芳香

消臭
芳香

品番 ： 8262374
品名 ： 木と果 クリップ
　　　ゼラニウム＆ベルガモット
価格 ： ¥1,500　
［JAN ： 4976363123747］

落ち着いて集中したい時に

品番 ： 8262303
品名 ： 木と果 190
　　　ティートリー＆グレープフルーツ
価格 ： ¥3,500　
［JAN ： 4976363123037］

心を穏やかにし、和らげたい時に 気分をリラックスしたい時に

品番 ： 8262304
品名 ： 木と果 190
　　　リツェアクベバ＆カモミール
価格 ： ¥3,500　
［JAN ： 4976363123044］

品番 ： 8262305
品名 ： 木と果 190
　　　ラベンダー＆オレンジ
価格 ： ¥3,500　
［JAN ： 4976363123051］

気持ちをほぐしてゆったりしたい時に

品番 ： 8262661
品名 ： 木と果 ゼラニウム＆ベルガモット
価格 ： ¥1,800　
［JAN ： 4976363126615］

気分をリラックスしたい時に 頭をクリアにして記憶力を高めたい時に

品番 ： 8262017
品名 ： 木と果 ラベンダー＆オレンジ
価格 ： ¥1,800　
［JAN ： 4976363120173］

品番 ： 8262114
品名 ： 木と果 ローズマリー＆レモン
価格 ： ¥1,800　
［JAN ： 4976363121149］

品番 ： 8262375
品名 ： 木と果 クリップ
　　　リツェアクベバ＆カモミール
価格 ： ¥1,500　
［JAN ： 4976363123754］

品番 ： 8262378
品名 ： 木と果 クリップ替 ゼラニウム＆ベルガモット
［JAN ： 4976363123785］

品番 ： 8262379
品名 ： 木と果 クリップ替 リツェアクベバ＆カモミール
［JAN ： 4976363123792］

品番 ： 8262380
品名 ： 木と果 クリップ替 ミント＆ユーカリ
［JAN ： 4976363123808］

品番 ： 8262376
品名 ： 木と果 クリップ
　　　ミント＆ユーカリ
価格 ： ¥1,500　
［JAN ： 4976363123761］

価格 ： ¥1,000　

クルマのアロマブリーズ 精油を専用マットに垂らし、付属のクリップでエアコンの噴出し口にセット。
電気も、水も使わないお手軽カーアロマです。
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品番 ： 6259
品名 ： オレンジフィールド 30g
価格 ： ¥700
［JAN ： 4949658062595］

オレンジフィールド 初夏の果樹園を歩く時、ふと感じる
瑞 し々いフルーツの香りを閉じ込め
ました。

※布製品の柄は、変更になることがあります。ご了承ください。

品番 ： 7268　
品名 ： ミニサシェ レッド
価格 ： ¥380
［JAN ： 4949658072686］

品番 ： 7269　
品名 ： ミニサシェ ブルー
価格 ： ¥380
［JAN ： 4949658072693］

ミニサシェ
バッグの中や引き出し、ポケットの中に。
ポプリが入った、ローズの香りの可愛いサシェです。
●サイズ ： 約80mm×60mm

フレグランスポプリ

ポプリオイル ポプリポット リニューアル

品番 ： 6253
品名 ： シンプルローズ 30g
価格 ： ¥700
［JAN ： 4949658062533］

シンプルローズ ナチュラル＆ベーシックなローズの
ポプリ。ほんのりと甘さを加えた澄ん
だローズの香り。

品番 ： 6260　
品名 ： ポプリオイル シンプルローズ
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658062601］
品番 ： 6264
品名 ： ポプリオイル ラベンダーミスト
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658062649］
品番 ： 6266
品名 ： ポプリオイル オレンジフィールド
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658062663］
品番 ： 5906
品名 ： 調合オイル ローズ
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658059069］

品番 ： 6257
品名 ： ラベンダーミスト 30g
価格 ： ¥700
［JAN ： 4949658062571］

ラベンダーミスト 早朝のハーブ園をイメージした香
り。清楚なラベンダーとハーブの香り
が溶け込みました。

フレグランスポプリの香りが
弱くなった時にお使いください。
手作りのポプリの香り付けなど
にもご利用いただけます。

ポプリの色合いが美しく映えるガラス製。
側面の穴から、香りがほのかに漂います。

カリスオリジナルのポプリはナチュラルなハーブにこだわり、自然で美しい色合いや香りを楽しめる
本格的なハーブポプリです。様 な々生活のシーンで癒しの香りがお楽しみいただけます。

●サイズ ： 約幅100ｍｍ×高さ120ｍｍ
品番 ： 7386　
品名 ： ガラスポプリポット
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658073867］

品番 ： 7270　
品名 ： リラックスアイピロー レッド
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658072709］

品番 ： 7271　
品名 ： リラックスアイピロー ブルー
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658072716］

リラックスアイピロー
フラックスの重みとひんやり感、ラベンダーの香りでリラックス＆リフレッシュ。疲れた目の上に乗せてください。
●サイズ ： 約90mm×200mm

●内容量 ： 5ml
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アロマティクス あなた自身で創る、あなただけのフレグランスです。お好きな香りを１種類で
使うのはもちろん、２～３種類の香りを組み合わせて使うこともできます。ま
た、ナチュラルなボディフレグランスとしてだけでなく、ルームフレグランスとし
てお部屋にスプレーしても。

～簡単なステップであなただけの香りを～
下の表を参考に、１～3種の好きな香りを選びます
ムエットでそれぞれの香りを試し、
よければ次のステップへ
＊付けた直後はアルコール臭がありますので、
ムエットを振ってから香りをお試しください。

別のムエットで香りを重ね付けし、
合わさった香りを試します
ムエットで好きな香りのブレンドが完成したら、
実際にお肌で試します

step１

step２

step３

step４

～おすすめの香りの組み合わせ～

[フラワリー]

[フラワリー]

[ シトラス ]

ローズ
ジャスミン
ユズ 

3push
2push
1push

女性らしい香り

[ウッディー]

[フレッシュ]

[ シトラス ]

ローズウッド
クラリセージ
ベルガモット

4push
3push
2push

ユニセックスな香り

[フラワリー]

[ウッディー]

[フラワリー]

[バルミー ]

パルマローザ
サンダルウッド
ローズ
フランキンセンス

3push
3push
2push
1push

リラックスにおすすめな香り

[バルミー ]

[アロマティック]

[フラワリー]

フランキンセンス
ラベンダー
イランイラン

1push
3push
1push

ストレスを感じた時におすすめな香り

※合成ムスク香料・保存料・人工香料は使用していません
● 内容量：30ｍｌ

 品番 商品名 価格 香りの分類 ノート
 8302 FSアロマ　パルマローザ ¥4,000 フラワリー トップ/ミドル

 8303 FSアロマ　サンバック「アラビアンジャスミン」 ¥5,000 フラワリー ミドル

 8304 FSアロマ　ジャスミン ¥5,000 フラワリー ミドル

 8305 FSアロマ　ローズ ¥5,000 フラワリー ミドル

 8307 FSアロマ　イランイラン ¥4,500 フラワリー ミドル

 8351 FSアロマ　マグノリア ¥5,000 フラワリー ミドル

 8308 FSアロマ　ビターオレンジ ¥4,000 シトラス トップ

 8309 FSアロマ　グレープフルーツ ¥4,000 シトラス トップ 
 8310 FSアロマ　ライム ¥4,000 シトラス トップ

 8311 FSアロマ　ベルガモット ¥4,000 シトラス トップ

 8312 FSアロマ　マンダリン ¥4,000 シトラス トップ/ミドル 
 8313 FSアロマ　ユズ ¥5,000 シトラス トップ/ミドル

 8314 FSアロマ　レモン ¥4,000 シトラス トップ

 8336 FSアロマ　ワームウッド ¥4,000 フレッシュ トップ/ミドル

 8338 FSアロマ　ゼラニウム ¥4,000 フレッシュ トップ/ミドル

 8339 FSアロマ　ガルバナム ¥4,500 フレッシュ トップ/ミドル

 8340 FSアロマ　クラリセージ ¥4,000 フレッシュ ミドル

 8341 FSアロマ　ペパーミント ¥4,000 フレッシュ トップ

 8342 FSアロマ　ローズマリー ¥4,000 フレッシュ トップ/ミドル

 8352 FSアロマ　ユーカリ ¥4,000 フレッシュ トップ/ミドル

 8315 FSアロマ　バジル ¥4,000 アロマティック ミドル
 8316 FSアロマ　スターアニス ¥4,000 アロマティック ミドル
 8317 FSアロマ　シナモンバーク ¥4,500 アロマティック ミドル
 8318 FSアロマ　ベイ ¥4,000 アロマティック ミドル
 8319 FSアロマ　ダバナ ¥4,500 アロマティック ミドル/ベース
 8320 FSアロマ　ジンジャー ¥4,000 アロマティック ミドル
 8321 FSアロマ　ラベンダー ¥4,000 アロマティック ミドル
 8329 FSアロマ　ベンゾイン ¥4,000 バルミー ミドル/ベース

 8330 FSアロマ　オポポナックス ¥4,500 バルミー ミドル/ベース

 8331 FSアロマ　スティラックス ¥4,500 バルミー ミドル/ベース

 8332 FSアロマ　ミルラ ¥4,500 バルミー ミドル/ベース

 8333 FSアロマ　インセンス/フランキンセンス ¥4,500 バルミー トップ/ミドル

 8334 FSアロマ　トンカ ¥4,500 バルミー ミドル/ベース

 8335 FSアロマ　バニラ ¥5,000 バルミー ミドル/ベース

 8322 FSアロマ　シダーウッド ¥4,000 ウッディー ミドル/ベース

 8324 FSアロマ　ローズウッド ¥4,500 ウッディー ミドル

 8326 FSアロマ　ラブダナム ¥4,500 ウッディー ミドル/ベース

 8327 FSアロマ　サンダルウッド ¥5,000 ウッディー ベース 

JAN

4949658083026 

4949658083033 

4949658083040 

4949658083057 

4949658083071 

4949658083514 

4949658083088 

4949658083095 

4949658083101 

4949658083118 

4949658083125 

4949658083132 

4949658083149 

4949658083361 

4949658083385 

4949658083392 

4949658083408 

4949658083415 

4949658083422 

4949658083521 

4949658083156 

4949658083163 

4949658083170 

4949658083187 

4949658083194 

4949658083200 

4949658083217 

4949658083293 

4949658083309 

4949658083316 

4949658083323 

4949658083330 

4949658083347 

4949658083354 

4949658083224 

4949658083248 

4949658083262 

4949658083279 

パフューム ドゥ アンビアンス 旅の思い出や、幸せな時間の中で感じたインスピレーションを
美しい香りで表現したルームフレグランスです。
※合成ムスク香料・保存料・人工香料は使用していません。

● 内容量：250ｍｌ　●スティック５本付き
品番 ： 8343
品名 ： PDA ジャルダン アングレ
価格 ： ¥8,500
［JAN ： 4949658083439］

黄色のティーローズ、シャク
ナゲ、マグノリアの花々と
瑞 し々い草原のような香り
の調和したやわらかなフロ
ーラルブーケの香りです。

ジャルダン アングレ

● 内容量：250ｍｌ　●スティック５本付き
品番 ： 8346
品名 ： PDA リュクス ブラン ドゥ ラ ネイジュ
価格 ： ¥10,000
［JAN ： 4949658083460］

白花オレアンダーのビロード
のように柔らかく灯火のよう
に繊細な香りと安息香のバ
ルサム調の香りが調和して
います。

ブラン ドゥ ラ ネイジュ

● 内容量：250ｍｌ　●スティック５本付き
品番 ： 8348
品名 ： PDA リュクス セージ ロワイヤル
価格 ： ¥10,000
［JAN ： 4949658083484］

セージと贅沢なブルガリアン
ローズの香りに、シトラス調と
アンバー調の香りが加わっ
た最高級の香りです。

セージ ロワイヤル

天然の香料にこだわった、ドイツのフレグランスブランド「フローラセント」。合成ムスク香料・保
存料・人工着色料は使用せず、天然香料、水、アルコールのみを使用していますフローラセント シリーズ
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品番 ： 6259
品名 ： オレンジフィールド 30g
価格 ： ¥700
［JAN ： 4949658062595］

オレンジフィールド 初夏の果樹園を歩く時、ふと感じる
瑞 し々いフルーツの香りを閉じ込め
ました。

※布製品の柄は、変更になることがあります。ご了承ください。

品番 ： 7268　
品名 ： ミニサシェ レッド
価格 ： ¥380
［JAN ： 4949658072686］

品番 ： 7269　
品名 ： ミニサシェ ブルー
価格 ： ¥380
［JAN ： 4949658072693］

ミニサシェ
バッグの中や引き出し、ポケットの中に。
ポプリが入った、ローズの香りの可愛いサシェです。
●サイズ ： 約80mm×60mm

フレグランスポプリ

ポプリオイル ポプリポット リニューアル

品番 ： 6253
品名 ： シンプルローズ 30g
価格 ： ¥700
［JAN ： 4949658062533］

シンプルローズ ナチュラル＆ベーシックなローズの
ポプリ。ほんのりと甘さを加えた澄ん
だローズの香り。

品番 ： 6260　
品名 ： ポプリオイル シンプルローズ
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658062601］
品番 ： 6264
品名 ： ポプリオイル ラベンダーミスト
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658062649］
品番 ： 6266
品名 ： ポプリオイル オレンジフィールド
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658062663］
品番 ： 5906
品名 ： 調合オイル ローズ
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658059069］

品番 ： 6257
品名 ： ラベンダーミスト 30g
価格 ： ¥700
［JAN ： 4949658062571］

ラベンダーミスト 早朝のハーブ園をイメージした香
り。清楚なラベンダーとハーブの香り
が溶け込みました。

フレグランスポプリの香りが
弱くなった時にお使いください。
手作りのポプリの香り付けなど
にもご利用いただけます。

ポプリの色合いが美しく映えるガラス製。
側面の穴から、香りがほのかに漂います。

カリスオリジナルのポプリはナチュラルなハーブにこだわり、自然で美しい色合いや香りを楽しめる
本格的なハーブポプリです。様 な々生活のシーンで癒しの香りがお楽しみいただけます。

●サイズ ： 約幅100ｍｍ×高さ120ｍｍ
品番 ： 7386　
品名 ： ガラスポプリポット
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658073867］

品番 ： 7270　
品名 ： リラックスアイピロー レッド
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658072709］

品番 ： 7271　
品名 ： リラックスアイピロー ブルー
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658072716］

リラックスアイピロー
フラックスの重みとひんやり感、ラベンダーの香りでリラックス＆リフレッシュ。疲れた目の上に乗せてください。
●サイズ ： 約90mm×200mm

●内容量 ： 5ml

ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表

アロマティクス あなた自身で創る、あなただけのフレグランスです。お好きな香りを１種類で
使うのはもちろん、２～３種類の香りを組み合わせて使うこともできます。ま
た、ナチュラルなボディフレグランスとしてだけでなく、ルームフレグランスとし
てお部屋にスプレーしても。

～簡単なステップであなただけの香りを～
下の表を参考に、１～3種の好きな香りを選びます
ムエットでそれぞれの香りを試し、
よければ次のステップへ
＊付けた直後はアルコール臭がありますので、
ムエットを振ってから香りをお試しください。

別のムエットで香りを重ね付けし、
合わさった香りを試します
ムエットで好きな香りのブレンドが完成したら、
実際にお肌で試します

step１

step２

step３

step４

～おすすめの香りの組み合わせ～

[フラワリー]

[フラワリー]

[ シトラス ]

ローズ
ジャスミン
ユズ 

3push
2push
1push

女性らしい香り

[ウッディー]

[フレッシュ]

[ シトラス ]

ローズウッド
クラリセージ
ベルガモット

4push
3push
2push

ユニセックスな香り

[フラワリー]

[ウッディー]

[フラワリー]

[バルミー ]

パルマローザ
サンダルウッド
ローズ
フランキンセンス

3push
3push
2push
1push

リラックスにおすすめな香り

[バルミー ]

[アロマティック]

[フラワリー]

フランキンセンス
ラベンダー
イランイラン

1push
3push
1push

ストレスを感じた時におすすめな香り

※合成ムスク香料・保存料・人工香料は使用していません
● 内容量：30ｍｌ

 品番 商品名 価格 香りの分類 ノート
 8302 FSアロマ　パルマローザ ¥4,000 フラワリー トップ/ミドル

 8303 FSアロマ　サンバック「アラビアンジャスミン」 ¥5,000 フラワリー ミドル

 8304 FSアロマ　ジャスミン ¥5,000 フラワリー ミドル

 8305 FSアロマ　ローズ ¥5,000 フラワリー ミドル

 8307 FSアロマ　イランイラン ¥4,500 フラワリー ミドル

 8351 FSアロマ　マグノリア ¥5,000 フラワリー ミドル

 8308 FSアロマ　ビターオレンジ ¥4,000 シトラス トップ

 8309 FSアロマ　グレープフルーツ ¥4,000 シトラス トップ 
 8310 FSアロマ　ライム ¥4,000 シトラス トップ

 8311 FSアロマ　ベルガモット ¥4,000 シトラス トップ

 8312 FSアロマ　マンダリン ¥4,000 シトラス トップ/ミドル 
 8313 FSアロマ　ユズ ¥5,000 シトラス トップ/ミドル

 8314 FSアロマ　レモン ¥4,000 シトラス トップ

 8336 FSアロマ　ワームウッド ¥4,000 フレッシュ トップ/ミドル

 8338 FSアロマ　ゼラニウム ¥4,000 フレッシュ トップ/ミドル

 8339 FSアロマ　ガルバナム ¥4,500 フレッシュ トップ/ミドル

 8340 FSアロマ　クラリセージ ¥4,000 フレッシュ ミドル

 8341 FSアロマ　ペパーミント ¥4,000 フレッシュ トップ

 8342 FSアロマ　ローズマリー ¥4,000 フレッシュ トップ/ミドル

 8352 FSアロマ　ユーカリ ¥4,000 フレッシュ トップ/ミドル

 8315 FSアロマ　バジル ¥4,000 アロマティック ミドル
 8316 FSアロマ　スターアニス ¥4,000 アロマティック ミドル
 8317 FSアロマ　シナモンバーク ¥4,500 アロマティック ミドル
 8318 FSアロマ　ベイ ¥4,000 アロマティック ミドル
 8319 FSアロマ　ダバナ ¥4,500 アロマティック ミドル/ベース
 8320 FSアロマ　ジンジャー ¥4,000 アロマティック ミドル
 8321 FSアロマ　ラベンダー ¥4,000 アロマティック ミドル
 8329 FSアロマ　ベンゾイン ¥4,000 バルミー ミドル/ベース

 8330 FSアロマ　オポポナックス ¥4,500 バルミー ミドル/ベース

 8331 FSアロマ　スティラックス ¥4,500 バルミー ミドル/ベース

 8332 FSアロマ　ミルラ ¥4,500 バルミー ミドル/ベース

 8333 FSアロマ　インセンス/フランキンセンス ¥4,500 バルミー トップ/ミドル

 8334 FSアロマ　トンカ ¥4,500 バルミー ミドル/ベース

 8335 FSアロマ　バニラ ¥5,000 バルミー ミドル/ベース

 8322 FSアロマ　シダーウッド ¥4,000 ウッディー ミドル/ベース

 8324 FSアロマ　ローズウッド ¥4,500 ウッディー ミドル

 8326 FSアロマ　ラブダナム ¥4,500 ウッディー ミドル/ベース

 8327 FSアロマ　サンダルウッド ¥5,000 ウッディー ベース 

JAN

4949658083026 

4949658083033 

4949658083040 

4949658083057 

4949658083071 

4949658083514 

4949658083088 

4949658083095 

4949658083101 

4949658083118 

4949658083125 

4949658083132 

4949658083149 

4949658083361 

4949658083385 

4949658083392 

4949658083408 

4949658083415 

4949658083422 

4949658083521 

4949658083156 

4949658083163 

4949658083170 

4949658083187 

4949658083194 

4949658083200 

4949658083217 

4949658083293 

4949658083309 

4949658083316 

4949658083323 

4949658083330 

4949658083347 

4949658083354 

4949658083224 

4949658083248 

4949658083262 

4949658083279 

パフューム ドゥ アンビアンス 旅の思い出や、幸せな時間の中で感じたインスピレーションを
美しい香りで表現したルームフレグランスです。
※合成ムスク香料・保存料・人工香料は使用していません。

● 内容量：250ｍｌ　●スティック５本付き
品番 ： 8343
品名 ： PDA ジャルダン アングレ
価格 ： ¥8,500
［JAN ： 4949658083439］

黄色のティーローズ、シャク
ナゲ、マグノリアの花々と
瑞 し々い草原のような香り
の調和したやわらかなフロ
ーラルブーケの香りです。

ジャルダン アングレ

● 内容量：250ｍｌ　●スティック５本付き
品番 ： 8346
品名 ： PDA リュクス ブラン ドゥ ラ ネイジュ
価格 ： ¥10,000
［JAN ： 4949658083460］

白花オレアンダーのビロード
のように柔らかく灯火のよう
に繊細な香りと安息香のバ
ルサム調の香りが調和して
います。

ブラン ドゥ ラ ネイジュ

● 内容量：250ｍｌ　●スティック５本付き
品番 ： 8348
品名 ： PDA リュクス セージ ロワイヤル
価格 ： ¥10,000
［JAN ： 4949658083484］

セージと贅沢なブルガリアン
ローズの香りに、シトラス調と
アンバー調の香りが加わっ
た最高級の香りです。

セージ ロワイヤル

天然の香料にこだわった、ドイツのフレグランスブランド「フローラセント」。合成ムスク香料・保
存料・人工着色料は使用せず、天然香料、水、アルコールのみを使用していますフローラセント シリーズ
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品番 ： 570901　
品名 ： ポスター
　　　カリーネリーハーブス
価格 ： ￥1,500

品番 ： 570902　
品名 ： ポスター　チョークグラスランド
価格 ： ￥1,500

ボタニカルアートシリーズ
ヨーロッパから届いた伝統的なボタニカルアートで描かれたキッチン＆インテリア アイテム。

英国製ボタニカルアートのポスター。風景画風で各植物の英名、学名が入っています。
英国らしい風景に、伝統的なハーブとワイルドフラワーが丁寧に描かれています。

華やかなデザインは、ティータオルとしてだけでなく、タペストリー、ナプキン、
テーブルセンターなどアイディア次第でいろいろな使い方をしていただけます。

●ロット ： アソート４　　●サイズ ： 横76ｃｍ×縦60ｃｍ

●サイズ ： 約48cm×約74cm

●素材 ： 綿

お風呂のハーブ

●内容量 ： 10g

品番 ： 226　
品名 ： お風呂のハーブ ミント
価格 ： ¥120
［JAN ： 4949658002263］

ミント
●内容量 ： 10g

品番 ： 227　
品名 ： お風呂のハーブ ローズ
価格 ： ¥120
［JAN ： 4949658002270］

ローズ
●内容量 ： 8g

品番 ： 2837　
品名 ： お風呂のハーブ カモマイル
価格 ： ¥120
［JAN ： 4949658028379］

カモマイル

ガーデンから摘み取った香り高いハーブを、バスパックに詰めま
した。バスパックを浴槽に入れて、お風呂を沸かしてください。給
湯式の場合は、熱い湯で抽出してから浴槽に入れられることを
おすすめします。

●内容量 ： 7g

品番 ： 228　
品名 ： お風呂のハーブ ラベンダー
価格 ： ¥120
［JAN ： 4949658002287］

ラベンダー

月のバスソルト

●内容量：１００ｇ（２～３回分）
●配合精油：ラベンダー・オレンジスイート・
　サイプレス・ホーウッド・レモン
品番：1130
品名：死海の塩バスソルト 下弦ノ月
価格：¥500
［JAN ： 4949658011302］

●内容量：１００ｇ（２～３回分）
●配合精油：オレンジスイート・レモングラス・
　イランイラン・マジョラム・カモマイルローマン
品番：1128
品名：死海の塩バスソルト 上弦ノ月
価格：¥500
［JAN ： 4949658011289］

●内容量：１００ｇ（２～３回分）
●配合精油：ベルガモット・レモン・
　ジュニパーベリー・ラベンダー・ローズマリー
品番：1127
品名：死海の塩バスソルト 新月
価格：¥500
［JAN ： 4949658011272］

●内容量：１００ｇ（２～３回分）
●配合精油：グレープフルーツ・ライム・
　ゼラニウム・ホーウッド・パチュリ
品番：1129
品名：死海の塩バスソルト 満月
価格：¥500
［JAN ： 4949658011296］

イスラエルの死海から採れる、ミネラル豊富なクリスタル塩とアロマに癒されるバスソルト。
新月～上弦～満月～下弦、月の変化に合わせて、４つの香りのバスタイムをお楽しみください。

500ml 100ml

国産フローラルウォーター

● 全成分 : ダマスクバラ花水、ユズ種子エキス

● 内容量 ： 100ｍｌ
品番 ： 322
品名 ： ローズウォーター
　　　100ｍｌ
価格 ： ¥1,300
［JAN ： 4949658003222］

● 内容量 ： 500ｍｌ
品番 ： 326
品名 ： ローズウォーター
　　　500ml
価格 ： ¥4,000
［JAN ： 4949658003260］

ローズウォーター

ポスター　英国製

ティータオル　英国製

国産の花から水蒸気蒸留により得られた天然の芳香水

日本女性の肌に馴染む、潤いの肌水。お顔だけでなく全身の化粧水として
お使いいただけます。100％植物由来成分で合成防腐剤を使用していません。

国産のローズの花から水蒸気蒸留により得られた
芳香水です。乾燥肌～敏感肌の方向けです。

● 全成分 : ラベンダー花水、ユズ種子エキス
● 内容量 ： 100ｍｌ
品番 ： 323
品名 ： ラベンダーウォーター
　　　100ml
価格 ： ¥1,300
［JAN ： 4949658003239］

● 内容量 ： 500ｍｌ
品番 ： 327
品名 ： ラベンダーウォーター
　　　500ml
価格 ： ¥3,500
［JAN ： 4949658003277］

ラベンダーウォーター
国産のラベンダーの花から水蒸気蒸留により得られた
芳香水です。脂性肌～普通肌の方向けです。

● 全成分 : カミツレ花水、ユズ種子エキス
● 内容量 ： 100ｍｌ
品番 ： 324
品名 ： カモマイルウォーター
　　　100ml
価格 ： ¥1,300
［JAN ： 4949658003246］

● 内容量 ： 500ｍｌ
品番 ： 328
品名 ： カモマイルウォーター
　　　500ml
価格 ： ¥3,500
［JAN ： 4949658003284］

カモマイルウォーター
国産のカモマイルの花から水蒸気蒸留により得られた
芳香水です。乾燥肌～敏感肌の方向けです。

● 全成分 : ナツミカン花水、ユズ種子エキス
● 内容量 ： 100ｍｌ
品番 ： 325
品名 ： ネロリウォーター
　　　100ml
価格 ： ¥1,300
［JAN ： 4949658003253］

● 内容量 ： 500ｍｌ
品番 ： 329
品名 ： ネロリウォーター
　　　500ml
価格 ： ¥4,000
［JAN ： 4949658003291］

ネロリウォーター
国産のナツミカンの花から水蒸気蒸留により得られた
芳香水です。乾燥肌～普通肌の方向けです。

[使い方]　適量を手に取り、お顔、体になじませます。
＊お顔や体の化粧水として
＊髪や体の香りを楽しむリフレッシュコロンとして
＊手作りコスメの基材に
＊芳香器のオイル代わりに

P48～50に「Moon & Herb」シリーズを記載しています。
※限定仕入の為、無くなり次第
　終了とさせていただきます。

※他の柄も取り扱いがございます。詳しくは営業担当にお問合せください。

※写真はイメージです。商品に額縁は付いておりません。

※他の柄・サイズも取り扱いがございます。
　詳しくは営業担当にお問合せください。

◀
一枚
ず
つ
、ポ
ス
タ
ー
ケ
ー
ス
に
入
って
い
ま
す
。

料理に使用される伝統的なハーブ

白亜の高原に広がるワイルドフラワー

品番 ： 570410　
品名 ： ベリー＆ベリー

価格 ： ￥600
●素材 ： 綿

品番 ： 570418　
品名 ： ティータオル
　　　ガーデニングフラワー
価格 ： ￥600

●素材 ： 綿

品番 ： 570419　
品名 ： ティータオル
　　　マナーハウスガーデン
価格 ： ￥600

厚みのあるランチョンマットの為、温かいお皿が冷めにくく、
保温効果が期待できます。
また、遮音や、テーブルへの傷や熱を防いでくれます。

インテリアとしてもかわいいサイズのウッド調ミニカッティングボード。
切るときは裏面で。フルーツやチーズトレーにもおすすめです。

●サイズ ： 約30cm×約42cm

裏面●サイズ ： 21.5cm×15.3cm 厚み6mm

●素材 ： 綿

ランチョンマット　英国製

カッティングボード　英国製
熱硬化性メラミン樹脂を使った、耐熱性があり傷つきにくい素材です。
トレー、受皿、小物入れなど、どこに置いても素敵なインテリアとして使えます。
●サイズ ： 14cm×14cm 高さ2.2cm ●サイズ ： 15cm×10.5cm 高さ1.2cm

トレー　イタリア製

フキンやテーブルセンターとしても
ご使用いただけます。
●サイズ ： 約45cm×約45cm

ナプキン　英国製

品番 ： 571501　
品名 ： ランチョンマット
　　　ガーデニングフラワー
価格 ： ￥500

品番 ： 570301　
品名 ： カッティングボード
　　　キッチンガーデン
価格 ： ￥500

品番 ： 570623　
品名 ： トレー バジル
　　　GY0623
価格 ： ￥300

品番 ： 570624　
品名 ： トレー ハーブス
　　　GY0624
価格 ： ￥300

品番 ： 570625　
品名 ： トレー ハーブス
　　　GY0625
価格 ： ￥300

●素材 ： 綿

品番 ： 571502　
品名 ： ランチョンマット
　　　マナーハウスガーデン
価格 ： ￥500

●素材 ： 綿

品番 ： 570711　
品名 ： ナプキン
　　　ガーデニングフラワー
価格 ： ￥400

●素材 ： 綿

品番 ： 570721　
品名 ： ナプキン
　　　マナーハウスガーデン
価格 ： ￥400

品番 ： 570904
品名 ： ポスター　メドウ
価格 ： ￥1,500

品番 ： 570905　
品名 ： ポスター　ヘッジローハーベスト
価格 ： ￥1,500

夏の牧場のワイルドフラワー

マナーハウスを囲む自然の生垣を彩る植物

数量限定

お揃いの柄で
テーブル

コーディネートが
可能です

バスパック

ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表

香り雑貨
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品番 ： 570901　
品名 ： ポスター
　　　カリーネリーハーブス
価格 ： ￥1,500

品番 ： 570902　
品名 ： ポスター　チョークグラスランド
価格 ： ￥1,500

ボタニカルアートシリーズ
ヨーロッパから届いた伝統的なボタニカルアートで描かれたキッチン＆インテリア アイテム。

英国製ボタニカルアートのポスター。風景画風で各植物の英名、学名が入っています。
英国らしい風景に、伝統的なハーブとワイルドフラワーが丁寧に描かれています。

華やかなデザインは、ティータオルとしてだけでなく、タペストリー、ナプキン、
テーブルセンターなどアイディア次第でいろいろな使い方をしていただけます。

●ロット ： アソート４　　●サイズ ： 横76ｃｍ×縦60ｃｍ

●サイズ ： 約48cm×約74cm

●素材 ： 綿

お風呂のハーブ

●内容量 ： 10g

品番 ： 226　
品名 ： お風呂のハーブ ミント
価格 ： ¥120
［JAN ： 4949658002263］

ミント
●内容量 ： 10g

品番 ： 227　
品名 ： お風呂のハーブ ローズ
価格 ： ¥120
［JAN ： 4949658002270］

ローズ
●内容量 ： 8g

品番 ： 2837　
品名 ： お風呂のハーブ カモマイル
価格 ： ¥120
［JAN ： 4949658028379］

カモマイル

ガーデンから摘み取った香り高いハーブを、バスパックに詰めま
した。バスパックを浴槽に入れて、お風呂を沸かしてください。給
湯式の場合は、熱い湯で抽出してから浴槽に入れられることを
おすすめします。

●内容量 ： 7g

品番 ： 228　
品名 ： お風呂のハーブ ラベンダー
価格 ： ¥120
［JAN ： 4949658002287］

ラベンダー

月のバスソルト

●内容量：１００ｇ（２～３回分）
●配合精油：ラベンダー・オレンジスイート・
　サイプレス・ホーウッド・レモン
品番：1130
品名：死海の塩バスソルト 下弦ノ月
価格：¥500
［JAN ： 4949658011302］

●内容量：１００ｇ（２～３回分）
●配合精油：オレンジスイート・レモングラス・
　イランイラン・マジョラム・カモマイルローマン
品番：1128
品名：死海の塩バスソルト 上弦ノ月
価格：¥500
［JAN ： 4949658011289］

●内容量：１００ｇ（２～３回分）
●配合精油：ベルガモット・レモン・
　ジュニパーベリー・ラベンダー・ローズマリー
品番：1127
品名：死海の塩バスソルト 新月
価格：¥500
［JAN ： 4949658011272］

●内容量：１００ｇ（２～３回分）
●配合精油：グレープフルーツ・ライム・
　ゼラニウム・ホーウッド・パチュリ
品番：1129
品名：死海の塩バスソルト 満月
価格：¥500
［JAN ： 4949658011296］

イスラエルの死海から採れる、ミネラル豊富なクリスタル塩とアロマに癒されるバスソルト。
新月～上弦～満月～下弦、月の変化に合わせて、４つの香りのバスタイムをお楽しみください。

500ml 100ml

国産フローラルウォーター

● 全成分 : ダマスクバラ花水、ユズ種子エキス

● 内容量 ： 100ｍｌ
品番 ： 322
品名 ： ローズウォーター
　　　100ｍｌ
価格 ： ¥1,300
［JAN ： 4949658003222］

● 内容量 ： 500ｍｌ
品番 ： 326
品名 ： ローズウォーター
　　　500ml
価格 ： ¥4,000
［JAN ： 4949658003260］

ローズウォーター

ポスター　英国製

ティータオル　英国製

国産の花から水蒸気蒸留により得られた天然の芳香水

日本女性の肌に馴染む、潤いの肌水。お顔だけでなく全身の化粧水として
お使いいただけます。100％植物由来成分で合成防腐剤を使用していません。

国産のローズの花から水蒸気蒸留により得られた
芳香水です。乾燥肌～敏感肌の方向けです。

● 全成分 : ラベンダー花水、ユズ種子エキス
● 内容量 ： 100ｍｌ
品番 ： 323
品名 ： ラベンダーウォーター
　　　100ml
価格 ： ¥1,300
［JAN ： 4949658003239］

● 内容量 ： 500ｍｌ
品番 ： 327
品名 ： ラベンダーウォーター
　　　500ml
価格 ： ¥3,500
［JAN ： 4949658003277］

ラベンダーウォーター
国産のラベンダーの花から水蒸気蒸留により得られた
芳香水です。脂性肌～普通肌の方向けです。

● 全成分 : カミツレ花水、ユズ種子エキス
● 内容量 ： 100ｍｌ
品番 ： 324
品名 ： カモマイルウォーター
　　　100ml
価格 ： ¥1,300
［JAN ： 4949658003246］

● 内容量 ： 500ｍｌ
品番 ： 328
品名 ： カモマイルウォーター
　　　500ml
価格 ： ¥3,500
［JAN ： 4949658003284］

カモマイルウォーター
国産のカモマイルの花から水蒸気蒸留により得られた
芳香水です。乾燥肌～敏感肌の方向けです。

● 全成分 : ナツミカン花水、ユズ種子エキス
● 内容量 ： 100ｍｌ
品番 ： 325
品名 ： ネロリウォーター
　　　100ml
価格 ： ¥1,300
［JAN ： 4949658003253］

● 内容量 ： 500ｍｌ
品番 ： 329
品名 ： ネロリウォーター
　　　500ml
価格 ： ¥4,000
［JAN ： 4949658003291］

ネロリウォーター
国産のナツミカンの花から水蒸気蒸留により得られた
芳香水です。乾燥肌～普通肌の方向けです。

[使い方]　適量を手に取り、お顔、体になじませます。
＊お顔や体の化粧水として
＊髪や体の香りを楽しむリフレッシュコロンとして
＊手作りコスメの基材に
＊芳香器のオイル代わりに

P48～50に「Moon & Herb」シリーズを記載しています。
※限定仕入の為、無くなり次第
　終了とさせていただきます。

※他の柄も取り扱いがございます。詳しくは営業担当にお問合せください。

※写真はイメージです。商品に額縁は付いておりません。

※他の柄・サイズも取り扱いがございます。
　詳しくは営業担当にお問合せください。
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料理に使用される伝統的なハーブ

白亜の高原に広がるワイルドフラワー

品番 ： 570410　
品名 ： ベリー＆ベリー

価格 ： ￥600
●素材 ： 綿

品番 ： 570418　
品名 ： ティータオル
　　　ガーデニングフラワー
価格 ： ￥600

●素材 ： 綿

品番 ： 570419　
品名 ： ティータオル
　　　マナーハウスガーデン
価格 ： ￥600

厚みのあるランチョンマットの為、温かいお皿が冷めにくく、
保温効果が期待できます。
また、遮音や、テーブルへの傷や熱を防いでくれます。

インテリアとしてもかわいいサイズのウッド調ミニカッティングボード。
切るときは裏面で。フルーツやチーズトレーにもおすすめです。

●サイズ ： 約30cm×約42cm

裏面●サイズ ： 21.5cm×15.3cm 厚み6mm

●素材 ： 綿

ランチョンマット　英国製

カッティングボード　英国製
熱硬化性メラミン樹脂を使った、耐熱性があり傷つきにくい素材です。
トレー、受皿、小物入れなど、どこに置いても素敵なインテリアとして使えます。
●サイズ ： 14cm×14cm 高さ2.2cm ●サイズ ： 15cm×10.5cm 高さ1.2cm

トレー　イタリア製

フキンやテーブルセンターとしても
ご使用いただけます。
●サイズ ： 約45cm×約45cm

ナプキン　英国製

品番 ： 571501　
品名 ： ランチョンマット
　　　ガーデニングフラワー
価格 ： ￥500

品番 ： 570301　
品名 ： カッティングボード
　　　キッチンガーデン
価格 ： ￥500

品番 ： 570623　
品名 ： トレー バジル
　　　GY0623
価格 ： ￥300

品番 ： 570624　
品名 ： トレー ハーブス
　　　GY0624
価格 ： ￥300

品番 ： 570625　
品名 ： トレー ハーブス
　　　GY0625
価格 ： ￥300

●素材 ： 綿

品番 ： 571502　
品名 ： ランチョンマット
　　　マナーハウスガーデン
価格 ： ￥500

●素材 ： 綿

品番 ： 570711　
品名 ： ナプキン
　　　ガーデニングフラワー
価格 ： ￥400

●素材 ： 綿

品番 ： 570721　
品名 ： ナプキン
　　　マナーハウスガーデン
価格 ： ￥400

品番 ： 570904
品名 ： ポスター　メドウ
価格 ： ￥1,500

品番 ： 570905　
品名 ： ポスター　ヘッジローハーベスト
価格 ： ￥1,500

夏の牧場のワイルドフラワー

マナーハウスを囲む自然の生垣を彩る植物

数量限定

お揃いの柄で
テーブル

コーディネートが
可能です

バスパック
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ナチュラルソープ工房 熟練の職人がひとつひとつ手作りする、
植物のパワーを練りこんだやさしい石鹸です。

● 質量 ： 90ｇ　● コールドプロセス製法
● 成分 ： オリーブ油、水、パーム核油、水酸化Na、パーム油、ハチミツ

品番 ： ２７7
品名 ： ナチュラルソープ工房 はちみつ石鹸
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658002775］

はちみつ石鹸
国産天然ハチミツ配合。ハチミツの主成分であ
る果糖は天然の保湿成分でしっとりした洗い上
がり。ビタミンやミネラルも豊富に含みます。乾燥
した季節に大人気のアイテム。

● 質量 ： 90ｇ　● コールドプロセス製法
● 成分 ： パーム核油、水、オリーブ油、水酸化Ｎａ、コメヌカ油、パーム油、ユズ果皮エキス、
ユズ果皮油

品番 ： ２80
品名 ： ナチュラルソープ工房 柚子石鹸
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658002805］

柚子石鹸
国産の新鮮なユズエキスとユズオイル配合。柑
橘系の爽やかな香りで、まるでゆず風呂に入っ
ているような気分に。幅広い年齢層に人気で、乾
燥しやすい方にもおすすめの石鹸です。

● 質量 ： 90ｇ　● コールドプロセス製法
● 成分 ： オリーブ油、水、パーム核油、水酸化Na、パーム油、ヒノキ油、

品番 ： ２81
品名 ： ナチュラルソープ工房 ひのき石鹸
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658002812］

ひのき石鹸
天然ヒノキの精油配合。ヒノキ風呂に入っている
かのようなリラックス感が味わえます。天然のグリ
セリンを生かしたコールドプロセス製法でしっとり
すっきりの洗い上がり。

● 質量 ： 90ｇ　● コールドプロセス製法
● 成分 ： オリーブ油、水、パーム核油、、パーム油、水酸化Na、アーモンド油、アボカド油、
ハチミツ、マカデミアナッツ油、アロエベラエキス、オレンジ油、スペアミント油、BG

品番 ： ２82
品名 ： ナチュラルソープ工房 疲れたお肌石鹸
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658002829］

疲れたお肌石鹸
ちょっとお疲れ気味の肌や、日焼け後のお肌にお
すすめの植物オイルたっぷりの石鹸です。アロエ
ベラエキスが、ダメージを受けた肌にやさしく働き
かけます。

● 質量 ： 90ｇ　● 釜炊き製法
● 成分 ： 石鹸素地

品番 ： ２83
品名 ： ナチュラルソープ工房 赤ちゃんにつかいたいやさしい石鹸
価格 ： ¥700
［JAN ： 4949658002836］

赤ちゃんにつかいたいやさしい石鹸
釜炊き製法の純石鹸。添加物は、一切使わない
ピュアな石鹸です。天然のグリセリンはたっぷり残
っていますので、赤ちゃんにも使ってほしいやさし
い石鹸です。

● 質量 ： 130ｇ　● 釜炊き製法
● 成分 ： 石鹸素地、コメヌカ

品番 ： ２７9
品名 ： ナチュラルソープ工房 米ぬか石鹸
価格 ： ¥800
［JAN ： 4949658002799］

米ぬか石鹸
無農薬栽培の米ぬかを使用したシンプルな無添
加石鹸です。米ぬかに含まれる成分は日本の女
性のお肌を考えた、しっとりやさしい洗い上がり
の石鹸です。

● 質量 ： 90ｇ　● コールドプロセス製法
● 成分 ： パーム核油、水、オリーブ油、水酸化Na、パーム油、コメヌカ油、ヤギ乳、カカオ脂、
アーモンド油、ホホバ油

品番 ： ２84
品名 ： ナチュラルソープ工房 山羊ミルク石鹸
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658002843］

山羊ミルク石鹸
ヤギのミルクは、ラクトフェリンが多く含まれ、母乳
に近い成分といわれます。スイートアーモンド、ホ
ホバ油でクリーミーな泡立ちでやさしい洗い上が
りです。
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シャンプー・リンス

●内容量 ： 300ml

品番 ： 4331　
品名 ： アロマベース アミノシャンプー 
価格 ： ¥750
［JAN ： 4949658043310］
品番 ： 4332　
品名 ： アロマベース リンス
価格 ： ¥750
［JAN ： 4949658043327］

アロマベース

に

無香料のアロマベースタイプと、エッセンシャルオイルを
配合したラベンダータイプの2種類をご用意しました。
無香料タイプは香りの苦手な方にもおすすめです。

自然分解されやすい素材を使
った、環境に優しいシャンプー
です。無香料のため、シャンプ
ー基材・リンス基材としてエッセ
ンシャルオイルを加えてお使い
いただけます。

●内容量 ： 300ml

品番 ： 4335　
品名 ： ラベンダー アミノシャンプー
価格 ： ¥800
［JAN ： 4949658043358］
品番 ： 4336　
品名 ： ラベンダー リンス
価格 ： ¥800
［JAN ： 4949658043365］

ラベンダー
プロヴァンス地方の上質な真正
ラベンダーから抽出したエッセ
ンシャルオイルを配合しました。
低刺激でマイルドなシャンプー
と、天然保湿成分を配合したリ
ンスです。

ナチュラルトゥースペースト

● 配合精油（香味剤） : ティートゥリー、ペパーミント、
ミルラ、ユーカリ
● 配合植物エキス（香味剤）：セージ、ローズマリー
● 内容量 ： 80ｇ

品番 ： 315
品名 ： ナチュラルトゥースペースト
　　　ティートゥリー＆ミント　80ｇ
価格 ： ¥800
［JAN ： 4949658003154］
●内容量 ： 20ｇ
品番 ： 316
品名 ： ナチュラルトゥースペースト
　　　ティートゥリー＆ミント　20ｇ
価格 ： ¥400
［JAN ： 4949658003161］

ティートゥリー＆ミント

天然香 の か り

ホタテの微粒子パウダーをベースに植物エキスと天然由来成分のみで作られた練り歯磨き。
適度な泡立ちで磨きやすく、歯垢を落とし、天然精油のクリアな香りがお口をすっきりと爽やか
に保ちます。お口の中がすっきりさっぱりするブラッシュアップティーも一緒にご展開ください。

ソルトが配合されたタイプ。ティートゥリーのスッキリした
香りです。歯ぐきケアが気になる方におすすめです。

● 配合精油（香味剤） : レモン、ライム、レモンマートル
● 配合植物エキス（香味剤） : ステビア、セージ、ローズマリー
●内容量 ： 80ｇ

品番 ： 317
品名 ： ナチュラルトゥースペースト
　　　レモン＆ライム　80ｇ
価格 ： ¥800
［JAN ： 4949658003178］
●内容量 ： 20ｇ
品番 ： 318
品名 ： ナチュラルトゥースペースト
　　　レモン＆ライム　20ｇ
価格 ： ¥400
［JAN ： 4949658003185］

レモン＆ライム
キシリトールが配合されたタイプ。柑橘の精油の爽やか
な香りで、虫歯予防におすすめです。

● ベースはホタテ貝殻微粒子パウダー
　 食用ホタテの貝殻を活用した地球にもやさしい歯磨き剤です。
● 天然由来研磨剤
　 天然由来成分のやさしい研磨剤は、カルシウムやミネラルを含んでいるので、
　 歯に付着し再石灰化を助けます。
● 天然精油配合のメリット
　 合成香料の強い香りで口臭予防はできますが、食事前の歯磨きには後味が
　 強すぎて不向きです。天然精油の適度な爽やかな香りは、食事前の歯磨きに
　 適しています。口内をきれいにしておいしい朝食を。

５つのオススメポイント

● 化学合成物質不使用
　 体内に吸収される可能性のあるものは、できるだけ天然原料を使ってほしい…。
　 カリスナチュラルトゥースペーストは化学合成物質を使用していません。
● 発泡剤不使用
　 一般の歯磨き粉は泡立ちで磨いた気になってしまったり、泡が多くて磨きづらく、
　 しっかりとブラッシングできない・・・ということはありませんか？
　 カリスナチュラルトゥースペーストは適度な泡立ちでしっかり磨いていただけます。

ココナッツソープ オーガニックココナッツオイルを使用し、手作りのコールドプロセス
製法で作った石鹸です。ココナッツオイル石鹸の特徴は、
洗浄力と泡立ちが良いので、お風呂で一緒にお子様を洗って
あげるお母様にもおすすめです。

● 質量 ： 80ｇ　● コールドプロセス製法
● 成分 ： ヤシ油（ココナッツオイル）、水、
             水酸化Na、ラベンダー油

品番 ： 109
品名 ： ココナッツソープ
　　　ラベンダー
価格 ： ¥900
［JAN ： 4949658001099］

ラベンダー
オーガニックラベンダーオイル配合。

● 質量 ： 80ｇ　● コールドプロセス製法
● 成分 ： ヤシ油（ココナッツオイル）、水、
　　　　水酸化Na、 カミツレ末

品番 ： 110
品名 ： ココナッツソープ
　　　カモマイル
価格 ： ¥900
［JAN ： 4949658001105］

カモマイル
ドライハーブカモマイル配合。

職人が作る釜炊き製法では原材料に含ま
れるミネラルなどの栄養を残すことで優し
い洗い上がりになっています。洗顔から
体、髪の毛まで全身洗うことができます。

火を使わないことで原料の油に含まれる
保湿成分のグルセリンなどの栄養分を豊
富に残した贅沢な石鹸なので、優しくしっと
りと洗い上がります。洗顔から、髪の毛まで
全身洗うことができます。

ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表



ナチュラルソープ工房 熟練の職人がひとつひとつ手作りする、
植物のパワーを練りこんだやさしい石鹸です。

● 質量 ： 90ｇ　● コールドプロセス製法
● 成分 ： オリーブ油、水、パーム核油、水酸化Na、パーム油、ハチミツ

品番 ： ２７7
品名 ： ナチュラルソープ工房 はちみつ石鹸
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658002775］

はちみつ石鹸
国産天然ハチミツ配合。ハチミツの主成分であ
る果糖は天然の保湿成分でしっとりした洗い上
がり。ビタミンやミネラルも豊富に含みます。乾燥
した季節に大人気のアイテム。

● 質量 ： 90ｇ　● コールドプロセス製法
● 成分 ： パーム核油、水、オリーブ油、水酸化Ｎａ、コメヌカ油、パーム油、ユズ果皮エキス、
ユズ果皮油

品番 ： ２80
品名 ： ナチュラルソープ工房 柚子石鹸
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658002805］

柚子石鹸
国産の新鮮なユズエキスとユズオイル配合。柑
橘系の爽やかな香りで、まるでゆず風呂に入っ
ているような気分に。幅広い年齢層に人気で、乾
燥しやすい方にもおすすめの石鹸です。

● 質量 ： 90ｇ　● コールドプロセス製法
● 成分 ： オリーブ油、水、パーム核油、水酸化Na、パーム油、ヒノキ油、

品番 ： ２81
品名 ： ナチュラルソープ工房 ひのき石鹸
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658002812］

ひのき石鹸
天然ヒノキの精油配合。ヒノキ風呂に入っている
かのようなリラックス感が味わえます。天然のグリ
セリンを生かしたコールドプロセス製法でしっとり
すっきりの洗い上がり。

● 質量 ： 90ｇ　● コールドプロセス製法
● 成分 ： オリーブ油、水、パーム核油、、パーム油、水酸化Na、アーモンド油、アボカド油、
ハチミツ、マカデミアナッツ油、アロエベラエキス、オレンジ油、スペアミント油、BG

品番 ： ２82
品名 ： ナチュラルソープ工房 疲れたお肌石鹸
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658002829］

疲れたお肌石鹸
ちょっとお疲れ気味の肌や、日焼け後のお肌にお
すすめの植物オイルたっぷりの石鹸です。アロエ
ベラエキスが、ダメージを受けた肌にやさしく働き
かけます。

● 質量 ： 90ｇ　● 釜炊き製法
● 成分 ： 石鹸素地

品番 ： ２83
品名 ： ナチュラルソープ工房 赤ちゃんにつかいたいやさしい石鹸
価格 ： ¥700
［JAN ： 4949658002836］

赤ちゃんにつかいたいやさしい石鹸
釜炊き製法の純石鹸。添加物は、一切使わない
ピュアな石鹸です。天然のグリセリンはたっぷり残
っていますので、赤ちゃんにも使ってほしいやさし
い石鹸です。

● 質量 ： 130ｇ　● 釜炊き製法
● 成分 ： 石鹸素地、コメヌカ

品番 ： ２７9
品名 ： ナチュラルソープ工房 米ぬか石鹸
価格 ： ¥800
［JAN ： 4949658002799］

米ぬか石鹸
無農薬栽培の米ぬかを使用したシンプルな無添
加石鹸です。米ぬかに含まれる成分は日本の女
性のお肌を考えた、しっとりやさしい洗い上がり
の石鹸です。

● 質量 ： 90ｇ　● コールドプロセス製法
● 成分 ： パーム核油、水、オリーブ油、水酸化Na、パーム油、コメヌカ油、ヤギ乳、カカオ脂、
アーモンド油、ホホバ油

品番 ： ２84
品名 ： ナチュラルソープ工房 山羊ミルク石鹸
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658002843］

山羊ミルク石鹸
ヤギのミルクは、ラクトフェリンが多く含まれ、母乳
に近い成分といわれます。スイートアーモンド、ホ
ホバ油でクリーミーな泡立ちでやさしい洗い上が
りです。
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シャンプー・リンス

●内容量 ： 300ml

品番 ： 4331　
品名 ： アロマベース アミノシャンプー 
価格 ： ¥750
［JAN ： 4949658043310］
品番 ： 4332　
品名 ： アロマベース リンス
価格 ： ¥750
［JAN ： 4949658043327］

アロマベース

に

無香料のアロマベースタイプと、エッセンシャルオイルを
配合したラベンダータイプの2種類をご用意しました。
無香料タイプは香りの苦手な方にもおすすめです。

自然分解されやすい素材を使
った、環境に優しいシャンプー
です。無香料のため、シャンプ
ー基材・リンス基材としてエッセ
ンシャルオイルを加えてお使い
いただけます。

●内容量 ： 300ml

品番 ： 4335　
品名 ： ラベンダー アミノシャンプー
価格 ： ¥800
［JAN ： 4949658043358］
品番 ： 4336　
品名 ： ラベンダー リンス
価格 ： ¥800
［JAN ： 4949658043365］

ラベンダー
プロヴァンス地方の上質な真正
ラベンダーから抽出したエッセ
ンシャルオイルを配合しました。
低刺激でマイルドなシャンプー
と、天然保湿成分を配合したリ
ンスです。

ナチュラルトゥースペースト

● 配合精油（香味剤） : ティートゥリー、ペパーミント、
ミルラ、ユーカリ
● 配合植物エキス（香味剤）：セージ、ローズマリー
● 内容量 ： 80ｇ

品番 ： 315
品名 ： ナチュラルトゥースペースト
　　　ティートゥリー＆ミント　80ｇ
価格 ： ¥800
［JAN ： 4949658003154］
●内容量 ： 20ｇ
品番 ： 316
品名 ： ナチュラルトゥースペースト
　　　ティートゥリー＆ミント　20ｇ
価格 ： ¥400
［JAN ： 4949658003161］

ティートゥリー＆ミント

天然香 の か り

ホタテの微粒子パウダーをベースに植物エキスと天然由来成分のみで作られた練り歯磨き。
適度な泡立ちで磨きやすく、歯垢を落とし、天然精油のクリアな香りがお口をすっきりと爽やか
に保ちます。お口の中がすっきりさっぱりするブラッシュアップティーも一緒にご展開ください。

ソルトが配合されたタイプ。ティートゥリーのスッキリした
香りです。歯ぐきケアが気になる方におすすめです。

● 配合精油（香味剤） : レモン、ライム、レモンマートル
● 配合植物エキス（香味剤） : ステビア、セージ、ローズマリー
●内容量 ： 80ｇ

品番 ： 317
品名 ： ナチュラルトゥースペースト
　　　レモン＆ライム　80ｇ
価格 ： ¥800
［JAN ： 4949658003178］
●内容量 ： 20ｇ
品番 ： 318
品名 ： ナチュラルトゥースペースト
　　　レモン＆ライム　20ｇ
価格 ： ¥400
［JAN ： 4949658003185］

レモン＆ライム
キシリトールが配合されたタイプ。柑橘の精油の爽やか
な香りで、虫歯予防におすすめです。

● ベースはホタテ貝殻微粒子パウダー
　 食用ホタテの貝殻を活用した地球にもやさしい歯磨き剤です。
● 天然由来研磨剤
　 天然由来成分のやさしい研磨剤は、カルシウムやミネラルを含んでいるので、
　 歯に付着し再石灰化を助けます。
● 天然精油配合のメリット
　 合成香料の強い香りで口臭予防はできますが、食事前の歯磨きには後味が
　 強すぎて不向きです。天然精油の適度な爽やかな香りは、食事前の歯磨きに
　 適しています。口内をきれいにしておいしい朝食を。

５つのオススメポイント

● 化学合成物質不使用
　 体内に吸収される可能性のあるものは、できるだけ天然原料を使ってほしい…。
　 カリスナチュラルトゥースペーストは化学合成物質を使用していません。
● 発泡剤不使用
　 一般の歯磨き粉は泡立ちで磨いた気になってしまったり、泡が多くて磨きづらく、
　 しっかりとブラッシングできない・・・ということはありませんか？
　 カリスナチュラルトゥースペーストは適度な泡立ちでしっかり磨いていただけます。

ココナッツソープ オーガニックココナッツオイルを使用し、手作りのコールドプロセス
製法で作った石鹸です。ココナッツオイル石鹸の特徴は、
洗浄力と泡立ちが良いので、お風呂で一緒にお子様を洗って
あげるお母様にもおすすめです。

● 質量 ： 80ｇ　● コールドプロセス製法
● 成分 ： ヤシ油（ココナッツオイル）、水、
             水酸化Na、ラベンダー油

品番 ： 109
品名 ： ココナッツソープ
　　　ラベンダー
価格 ： ¥900
［JAN ： 4949658001099］

ラベンダー
オーガニックラベンダーオイル配合。

● 質量 ： 80ｇ　● コールドプロセス製法
● 成分 ： ヤシ油（ココナッツオイル）、水、
　　　　水酸化Na、 カミツレ末

品番 ： 110
品名 ： ココナッツソープ
　　　カモマイル
価格 ： ¥900
［JAN ： 4949658001105］

カモマイル
ドライハーブカモマイル配合。

職人が作る釜炊き製法では原材料に含ま
れるミネラルなどの栄養を残すことで優し
い洗い上がりになっています。洗顔から
体、髪の毛まで全身洗うことができます。

火を使わないことで原料の油に含まれる
保湿成分のグルセリンなどの栄養分を豊
富に残した贅沢な石鹸なので、優しくしっと
りと洗い上がります。洗顔から、髪の毛まで
全身洗うことができます。
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●店舗スタッフの声から生まれました！

●「女性だって暑い…」

●ハーブ＆アロマ専門店オリジナル

●より良い商品を求めて、バージョンアップ！

シトロネガード シリーズ

〈ご注意〉●適応には個人差がありますので、必ずパッチテストをしてください。　●顔、目のまわりには使用できません。
　　　　●１ヶ所に集中してスプレーすると、布、衣服の素材によっては、変色、変質する場合がありますのでご注意ください。

〈ご使用方法〉
手に取ってなじませてから、首から下の体に付け
て使っていただきます。たくさん汗をかいたり、香
りが分からなくなったら再度付けてください。

品番 ： 101
品名 ： シトロネガード ボディジェル
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658001013］

ボディジェル
ジェルタイプなので、付けたい部分にだけ使っていただけます。シトロネラ
にペパーミントやパルマローザの穏やかな香り。強い香りやアルコールが
苦手な方に。自分で付けることができないお子様にもおすすめです。
●内容量 ： 100g　●アルコールフリー　●100％天然精油使用
●配合精油 ： シトロネラ、ペパーミント、シダーウッド、パルマローザ
●配合植物エキス ： ニーム、カレンデュラ

〈ご使用方法〉首から下の体にスプレーして使っていただけます。たくさ
ん汗をかいたり、香りが分からなくなったら再度スプレーしてください。

品番 ： 262
品名 ： シトロネガード ハーバルボディスプレー100ml
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658002621］

品番 ： 261
品名 ： シトロネガード ハーバルボディスプレー45ml
価格 ： ¥650
［JAN ： 4949658002614］

ボディスプレー
体にスプレーしていただくだけでなく、お部屋の中や網戸等にスプレーして使
っていただけます。シトロネラやゼラニウムの爽やかな香り。夏の気になる臭い
にも。衣服の上からスプレーすれば元気に動き回るお子様にもおすすめです。
●防腐剤フリー　●100％天然精油使用
●配合精油 ： ゼラニウム、シトロネラ、レモングラス、ユーカリレモン
●配合植物エキス ： ニーム、レモンバーム

●内容量 ： 100ml

●内容量 ： 45ml

ブレンドオイルと一緒に
展開できます。

アウトドアには欠かせない、ヒット商品。
精油の香りが、やさしくガードする
バズオフ・アイテムです
＊ディートなどの化学合成昆虫忌避剤は使用していません。

COOLシリーズ
アロマが香る、ひんやりシリーズ。
気になる汗のニオイにもおすすめです

適応年齢の目安 ： 生後６ヶ月以上

適応年齢の目安 ： 生後６ヶ月以上

アルコール
フリー

〔什器サイズ／1基分 : 幅260mm×奥行195mm×高さ190mm〕

初回注文に限り、下記数量にて【専用什器】を無償でお付けします（テスター付き）

什器セット価格 ： ￥16,650
＜セット内容＞　スプレー100ml　×6本
　　　　　　　スプレー45ml　  ×9本
　　　　　　　ジェル　100g　  ×3本

什器セット価格 ： ￥33,000
＜セット内容＞　スプレー100ml　×12本
　　　　　　　スプレー45ml 　 ×12本
　　　　　　　ジェル　100g　  ×9本

シトロネ１基セット シトロネ２基セット

※初回ご注文時に「什器のセット名」をご記入ください。
※什器不要の場合は、１種１個からご発注いただけます。

※バックパネルは外せるので棚にも収まります。

※詳しくは、P24をご覧ください。

●内容量 ： 15枚入（シートサイズ：150×200mm）

品番 ： 1135
品名 ： ハーバルボディシート
　　　ミント＆レモンマートル
価格 ： ¥500
［JAN ： 4949658011357］

●内容量 ： 45ml

品番 ： 1137
品名 ： ハーバルクールコロン
　　　ミント＆レモンマートル
価格 ： ¥900
［JAN ： 4949658011371］

●内容量 ： 45ml

品番 ： 1138
品名 ： ハーバルクールコロン
　　　シークヮーサー＆月桃
価格 ： ¥900
［JAN ： 4949658011388］

ハーバルボディシート ハーバルクールコロン

ボディシート　4つのこだわり

クール度：★★★★★★★ クール度：★★★★★★☆

クール度：★★★☆☆☆☆ クール度：★★★★☆☆☆

オーガニック精油で香りづけした
シャキッと爽快な汗拭きシート。
冷涼感を最大限に追求した
超クールタイプです。

コロンのように香りを楽しむ
超冷感ボディミストです。
オーガニック精油で
シャキッとリフレッシュ！

コロンのように香りを楽しむ
ひんやりボディミストです。
ジューシーに香る南国の精油で
すっきりリラックス。

●内容量 ： 15枚入（シートサイズ：150×200mm）

品番 ： 1136
品名 ： ハーバルフェイス＆ボディシート
　　　シークヮーサー＆月桃
価格 ： ¥500
［JAN ： 4949658011364］

リゾート感あふれる沖縄産精油が
ジューシーに香る汗拭きシート。
顔にも使えるひんやりタイプです。
アロマの香りも楽しみたい方に。

実際にお客様の声を聴いている店舗スタッフの声を元に
開発した商品です

ナチュラルブランドや、女性向けのクール商材は冷涼感も
穏やかなものが多い中で、本来の悩みを解決するために、
クールに振り切ったタイプもご用意しました。

専門店ならではのオーガニック精油や、南国の精油をブレンド。
植物エキスもたっぷり配合しています。

旧パッケージから「精油配合量UP」「柿渋エキスUP」「植物
エキスを12種にUP」「丸まりにくいシート」に改良しています。

ハーバルUV

● 内容量 ： 30ｇ
● 保湿植物エキス ： カモマイル、カレンデュラ
● 美肌保湿成分 : オーガニックホホバオイル、ノイバラ果実、
スクワラン
● 配合精油 : ベルガモット（ベルガプテンフリー）、
ラベンダー、ゼラニウム、ローズマリー

品番 ： 119
品名 ： ハーバルUVクリーム
価格 ： ¥1,600
［JAN ： 4949658001198］

UVクリーム

お肌に負担をかける「紫外線吸収剤」を使用せず、「紫外線散乱剤」で紫外線を防ぎ、植物エキスで
やさしくケアします。日常生活はもちろん、屋外でのスポーツ、レジャーにもお使いいただけます

フェイス用クリームタイプ
は、ベタつかず、適度に
肌に密着して、植物エキ
スが肌を潤いながら紫
外線を防ぎます。ナチュ
ラルな仕上がりのベージ
ュ系クリームは、肌色を
整え、毎日の化粧下地と
してもおすすめです。

● 内容量 ： 50ml
● 保湿植物エキス ： カモマイル、カレンデュラ
● 美肌保湿成分 : オーガニックホホバオイル、ルイボス
● 配合精油 : ラベンダー

品番 ： 118
品名 ： ハーバルUVローション30フェイス＆ボディ
価格 ： ¥2,000
［JAN ： 4949658001181］

UVローション30
家族で使っていただけ
る、フェイス＆ボディ両用
タイプ。白くならずに、
瑞 し々くさらっとした伸
びの良いローションで
す。植物エキスが肌を
健やかに保ちながら紫
外線を防ぎます。

● 内容量 ： 50ｍｌ
● 保湿植物エキス ： カモマイル、カレンデュラ
● 美肌保湿成分 : オーガニックホホバオイル、アロエベラ葉
● 配合精油 : ラベンダー、カモマイルローマン、レモンマートル

品番 ： 252
品名 ： ハーバルUVローション50フェイス＆ボディ
価格 ： ¥2,000
［JAN ： 4949658002522］

UVローション50
日差しの強い屋外での
スポーツ、レジャーはもち
ろん、ウォータープルーフ
なので海水浴にも。日常
使いにも負担なくお使
いいただける、フェイス
＆ボディタイプのUVロ
ーションです。

適応年齢の目安 ： 1才以上

※適応には個人差がありますので必ずパッチテストをしてください。

適応年齢の目安 ： 3才以上

SPF25/PA++ SPF30/PA++ SPF50/PA++＋

初回注文に限り、下記数量にて【専用什器】を無償でお付けします
ハーバルボディシート

サンケア什器セット

初回ご注文時に「ボディシート
什器」または「クールコロン什
器」とご記入ください。
什器不要の場合は１個から承り
ます。

条件 ： 初回のみ10個以上
什器セット価格 ： ￥5,000

什器セット価格 ： ￥33,600
＜セット内容＞
UVクリーム30ｇ ×6本
UVローション30フェイス＆ボディ ×6本
UVローション50フェイス＆ボディ ×6本

什器本体サイズ ： 
幅105mm×高さ225mm※1
×奥行120mm
※フロントPOP含む最大奥行180mm

※商品が８個入ります

ハーバルクールコロン

条件：初回のみ9本以上
什器セット価格：¥8,100

※商品が9本入ります

（ボディ用）

（フェイス＆ボディ用）

●アロマを楽しむ冷感ミスト

●家ではなく、汗が止まらない外出先で使えるように

●エチケットスプレーとしても

●気分に合わせて選べる リフレッシュorリラックス

クールコロン　4つのこだわり

似たような香りが多い冷感剤ではなく、コロンのように香りを
楽しみながら使えるひんやりミストです。

ポーチにも入る細長のコンパクト容器で、気軽に持ち歩き
いただけます。

蒸れる夏場はいろんな臭いが気になります。天然精油と
消臭成分配合で、化粧室などでも役立ちます。

ミント＆レモンマートルのクールな香りと、シークワーサー＆月桃の
ジューシーな香り。気分に合わせて使い分けると臭いのケアも
楽しくなります。
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ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表

●店舗スタッフの声から生まれました！

●「女性だって暑い…」

●ハーブ＆アロマ専門店オリジナル

●より良い商品を求めて、バージョンアップ！

シトロネガード シリーズ

〈ご注意〉●適応には個人差がありますので、必ずパッチテストをしてください。　●顔、目のまわりには使用できません。
　　　　●１ヶ所に集中してスプレーすると、布、衣服の素材によっては、変色、変質する場合がありますのでご注意ください。

〈ご使用方法〉
手に取ってなじませてから、首から下の体に付け
て使っていただきます。たくさん汗をかいたり、香
りが分からなくなったら再度付けてください。

品番 ： 101
品名 ： シトロネガード ボディジェル
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658001013］

ボディジェル
ジェルタイプなので、付けたい部分にだけ使っていただけます。シトロネラ
にペパーミントやパルマローザの穏やかな香り。強い香りやアルコールが
苦手な方に。自分で付けることができないお子様にもおすすめです。
●内容量 ： 100g　●アルコールフリー　●100％天然精油使用
●配合精油 ： シトロネラ、ペパーミント、シダーウッド、パルマローザ
●配合植物エキス ： ニーム、カレンデュラ

〈ご使用方法〉首から下の体にスプレーして使っていただけます。たくさ
ん汗をかいたり、香りが分からなくなったら再度スプレーしてください。

品番 ： 262
品名 ： シトロネガード ハーバルボディスプレー100ml
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658002621］

品番 ： 261
品名 ： シトロネガード ハーバルボディスプレー45ml
価格 ： ¥650
［JAN ： 4949658002614］

ボディスプレー
体にスプレーしていただくだけでなく、お部屋の中や網戸等にスプレーして使
っていただけます。シトロネラやゼラニウムの爽やかな香り。夏の気になる臭い
にも。衣服の上からスプレーすれば元気に動き回るお子様にもおすすめです。
●防腐剤フリー　●100％天然精油使用
●配合精油 ： ゼラニウム、シトロネラ、レモングラス、ユーカリレモン
●配合植物エキス ： ニーム、レモンバーム

●内容量 ： 100ml

●内容量 ： 45ml

ブレンドオイルと一緒に
展開できます。

アウトドアには欠かせない、ヒット商品。
精油の香りが、やさしくガードする
バズオフ・アイテムです
＊ディートなどの化学合成昆虫忌避剤は使用していません。

COOLシリーズ
アロマが香る、ひんやりシリーズ。
気になる汗のニオイにもおすすめです

適応年齢の目安 ： 生後６ヶ月以上

適応年齢の目安 ： 生後６ヶ月以上

アルコール
フリー

〔什器サイズ／1基分 : 幅260mm×奥行195mm×高さ190mm〕

初回注文に限り、下記数量にて【専用什器】を無償でお付けします（テスター付き）

什器セット価格 ： ￥16,650
＜セット内容＞　スプレー100ml　×6本
　　　　　　　スプレー45ml　  ×9本
　　　　　　　ジェル　100g　  ×3本

什器セット価格 ： ￥33,000
＜セット内容＞　スプレー100ml　×12本
　　　　　　　スプレー45ml 　 ×12本
　　　　　　　ジェル　100g　  ×9本

シトロネ１基セット シトロネ２基セット

※初回ご注文時に「什器のセット名」をご記入ください。
※什器不要の場合は、１種１個からご発注いただけます。

※バックパネルは外せるので棚にも収まります。

※詳しくは、P24をご覧ください。

●内容量 ： 15枚入（シートサイズ：150×200mm）

品番 ： 1135
品名 ： ハーバルボディシート
　　　ミント＆レモンマートル
価格 ： ¥500
［JAN ： 4949658011357］

●内容量 ： 45ml

品番 ： 1137
品名 ： ハーバルクールコロン
　　　ミント＆レモンマートル
価格 ： ¥900
［JAN ： 4949658011371］

●内容量 ： 45ml

品番 ： 1138
品名 ： ハーバルクールコロン
　　　シークヮーサー＆月桃
価格 ： ¥900
［JAN ： 4949658011388］

ハーバルボディシート ハーバルクールコロン

ボディシート　4つのこだわり

クール度：★★★★★★★ クール度：★★★★★★☆

クール度：★★★☆☆☆☆ クール度：★★★★☆☆☆

オーガニック精油で香りづけした
シャキッと爽快な汗拭きシート。
冷涼感を最大限に追求した
超クールタイプです。

コロンのように香りを楽しむ
超冷感ボディミストです。
オーガニック精油で
シャキッとリフレッシュ！

コロンのように香りを楽しむ
ひんやりボディミストです。
ジューシーに香る南国の精油で
すっきりリラックス。

●内容量 ： 15枚入（シートサイズ：150×200mm）

品番 ： 1136
品名 ： ハーバルフェイス＆ボディシート
　　　シークヮーサー＆月桃
価格 ： ¥500
［JAN ： 4949658011364］

リゾート感あふれる沖縄産精油が
ジューシーに香る汗拭きシート。
顔にも使えるひんやりタイプです。
アロマの香りも楽しみたい方に。

実際にお客様の声を聴いている店舗スタッフの声を元に
開発した商品です

ナチュラルブランドや、女性向けのクール商材は冷涼感も
穏やかなものが多い中で、本来の悩みを解決するために、
クールに振り切ったタイプもご用意しました。

専門店ならではのオーガニック精油や、南国の精油をブレンド。
植物エキスもたっぷり配合しています。

旧パッケージから「精油配合量UP」「柿渋エキスUP」「植物
エキスを12種にUP」「丸まりにくいシート」に改良しています。

ハーバルUV

● 内容量 ： 30ｇ
● 保湿植物エキス ： カモマイル、カレンデュラ
● 美肌保湿成分 : オーガニックホホバオイル、ノイバラ果実、
スクワラン
● 配合精油 : ベルガモット（ベルガプテンフリー）、
ラベンダー、ゼラニウム、ローズマリー

品番 ： 119
品名 ： ハーバルUVクリーム
価格 ： ¥1,600
［JAN ： 4949658001198］

UVクリーム

お肌に負担をかける「紫外線吸収剤」を使用せず、「紫外線散乱剤」で紫外線を防ぎ、植物エキスで
やさしくケアします。日常生活はもちろん、屋外でのスポーツ、レジャーにもお使いいただけます

フェイス用クリームタイプ
は、ベタつかず、適度に
肌に密着して、植物エキ
スが肌を潤いながら紫
外線を防ぎます。ナチュ
ラルな仕上がりのベージ
ュ系クリームは、肌色を
整え、毎日の化粧下地と
してもおすすめです。

● 内容量 ： 50ml
● 保湿植物エキス ： カモマイル、カレンデュラ
● 美肌保湿成分 : オーガニックホホバオイル、ルイボス
● 配合精油 : ラベンダー

品番 ： 118
品名 ： ハーバルUVローション30フェイス＆ボディ
価格 ： ¥2,000
［JAN ： 4949658001181］

UVローション30
家族で使っていただけ
る、フェイス＆ボディ両用
タイプ。白くならずに、
瑞 し々くさらっとした伸
びの良いローションで
す。植物エキスが肌を
健やかに保ちながら紫
外線を防ぎます。

● 内容量 ： 50ｍｌ
● 保湿植物エキス ： カモマイル、カレンデュラ
● 美肌保湿成分 : オーガニックホホバオイル、アロエベラ葉
● 配合精油 : ラベンダー、カモマイルローマン、レモンマートル

品番 ： 252
品名 ： ハーバルUVローション50フェイス＆ボディ
価格 ： ¥2,000
［JAN ： 4949658002522］

UVローション50
日差しの強い屋外での
スポーツ、レジャーはもち
ろん、ウォータープルーフ
なので海水浴にも。日常
使いにも負担なくお使
いいただける、フェイス
＆ボディタイプのUVロ
ーションです。

適応年齢の目安 ： 1才以上

※適応には個人差がありますので必ずパッチテストをしてください。

適応年齢の目安 ： 3才以上

SPF25/PA++ SPF30/PA++ SPF50/PA++＋

初回注文に限り、下記数量にて【専用什器】を無償でお付けします
ハーバルボディシート

サンケア什器セット

初回ご注文時に「ボディシート
什器」または「クールコロン什
器」とご記入ください。
什器不要の場合は１個から承り
ます。

条件 ： 初回のみ10個以上
什器セット価格 ： ￥5,000

什器セット価格 ： ￥33,600
＜セット内容＞
UVクリーム30ｇ ×6本
UVローション30フェイス＆ボディ ×6本
UVローション50フェイス＆ボディ ×6本

什器本体サイズ ： 
幅105mm×高さ225mm※1
×奥行120mm
※フロントPOP含む最大奥行180mm

※商品が８個入ります

ハーバルクールコロン

条件：初回のみ9本以上
什器セット価格：¥8,100

※商品が9本入ります

（ボディ用）

（フェイス＆ボディ用）

●アロマを楽しむ冷感ミスト

●家ではなく、汗が止まらない外出先で使えるように

●エチケットスプレーとしても

●気分に合わせて選べる リフレッシュorリラックス

クールコロン　4つのこだわり

似たような香りが多い冷感剤ではなく、コロンのように香りを
楽しみながら使えるひんやりミストです。

ポーチにも入る細長のコンパクト容器で、気軽に持ち歩き
いただけます。

蒸れる夏場はいろんな臭いが気になります。天然精油と
消臭成分配合で、化粧室などでも役立ちます。

ミント＆レモンマートルのクールな香りと、シークワーサー＆月桃の
ジューシーな香り。気分に合わせて使い分けると臭いのケアも
楽しくなります。
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ココナッツリップクリーム

● 内容量 ： 約4ｇ
● 配合精油 ： オレンジスイート
● 保湿成分 ： ココナッツオイル、オリーブスクワラン、
カカオ脂、ホホバオイル

品番 ： 120
品名 ： ココナッツリップクリーム
　　　オレンジ
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658001204］

オーガニックココナッツオイルを使用したリップクリームです。その他にも、植物性スクワラン、ミツロウ、カカオ脂、
ホホバ油など、保湿効果の高い天然成分を配合しました。乾燥から唇を守り、ハリと潤いを与えるだけでなく、
口紅の下地としてもおすすめです。

オーガニックココナッツオイルを主原料とした、ハンド＆リップのケアシリーズ。
ラウリン酸とビタミンEが豊富に含まれるといわれ、美容オイルとしても注目
されています。肌を乾燥や外気から守り、潤いを導きます。
べとつかず、サラッとした付けごこちが特長です。

オーガニックオレンジスイート精油を配合した
瑞 し々い香り。乾燥だけでなく、唇のくすみが
気になる方にもおすすめです。

● 内容量 ： 約4ｇ
● 配合精油 ： ローズ
● 保湿成分 ： ココナッツオイル、オリーブスクワラン、
カカオ脂、ホホバオイル

品番 ： 121
品名 ： ココナッツリップクリーム
　　　ローズ
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658001211］

ローズ精油を配合したやさしく華やかな香り。
乾燥、年齢を感じる方におすすめです。

● 内容量 ： 約4ｇ
● 配合精油 ： ペパーミント
● 保湿成分 ： ココナッツオイル、オリーブスクワラン、カカオ脂、
ホホバオイル

品番 ： 122
品名 ： ココナッツリップクリーム
　　　ペパーミント
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658001228］

オーガニックペパーミント精油を配合した爽
やかな香り。乾燥だけでなく、気分をすっきり
させたい時におすすめです。

ココナッツハンドクリーム

● 内容量 ： 50ｇ
● 配合精油 ： オレンジスイート、マンダリン
● 配合植物エキス ： ユズ果実、モモ葉、
　　　　　　　　　ノイバラ果実
● 保湿成分 ： ココナッツオイル、
　　　　　　グリチルリチン酸2K（甘草由来）

品番 ： 335
品名 ： ココナッツハンドクリーム
　　　オレンジ
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658003352］

ココナッツオイルの浸透しやすくベタつきの無い使用感は乾燥しやすい手肌を一日中守ります。美容保湿成分である
オーガニックココナッツオイルと甘草由来成分（グリチルリチン酸2K）が肌荒れ、炎症を抑えます。

美肌作用があるモモ葉
やユズ果実などのエキス
と精油が、柔らかなハリ
のある肌に整えます。

初回ご注文時に「ココナッツ什器セット」とご記入ください。
什器不要の場合は１個から承ります。

● 内容量 ： 50ｇ
● 配合精油 ： ラベンダー、ラバンジン
● 配合植物エキス ： フユボダイジュ、
　　　　　　　　　セージ葉、カレンデュラ
● 保湿成分 ： ココナッツオイル、
　　　　　　グリチルリチン酸2K（甘草由来）

品番 ： 336
品名 ： ココナッツハンドクリーム
　　　ラベンダー
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658003369］

肌を修復し調整するフユ
ボダイジュやセージなどの
エキスと精油が、すこやか
でなめらかに整えます。

● 内容量 ： 50ｇ
● 配合精油 ： レモン、カモマイルローマン
● 配合植物エキス ： カモマイル、
　　　　　　　　　リンゴ果実、ユキノシタ
● 保湿成分 ： ココナッツオイル、
　　　　　　グリチルリチン酸2K（甘草由来）

品番 ： 337
品名 ： ココナッツハンドクリーム
　　　カモマイル＆レモン
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658003376］

美白作用のあるカモマイ
ルやリンゴなどのエキスと
精油が、紫外線から肌を
守りクリアに整えます。

〔什器サイズ／1基分 : 幅260mm×奥行195mm×高さ190mm〕 ※バックパネルは外せるので棚にも収まります。

什器セット価格 ： ￥18,000
＜セット内容＞
リップクリーム　オレンジ ×3本
リップクリーム　ローズ ×3本　　
リップクリーム　ペパーミント ×3本　　
ハンドクリーム　オレンジ ×3本　　
ハンドクリーム　ラベンダー ×3本　　
ハンドクリーム　カモマイル＆レモン ×3本

初回注文に限り、下記数量にて
【専用什器】を無償でお付け致します。（テスター付き）

ハーバルマッサージオイル

● 内容量 ： 50ml
● 配合精油 ： ラベンダー､レモングラス､
マジョラム､ジュニパーベリー、
ローズマリー、ジンジャー
● 配合キャリアオイル（保湿成分）：
オリーブオイル、セサミオイル 

品番 ： 332
品名 ： ハーバルマッサージオイル 肩＆腰
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4949658003321］

オーガニックの植物油とエッセンシャルオイルをブレンドしたマッサージオイル。
肩、腰、足、全身…と、お悩みの部位に合わせてお選びいただけます。

肩、腰をほぐし、デコルテをなめらかに。
温かみのある香り。

● 内容量 ： 50ml
● 配合精油 ： グレープフルーツ、
ペパーミント、ジュニパーベリー、
サイプレス
● 配合キャリアオイル（保湿成分）：
オリーブオイル、セサミオイル 

品番 ： 333
品名 ： ハーバルマッサージオイル 足
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4949658003338］

疲れたふくらはぎや足裏をスッキリと爽快に。
爽やかな香り。

● 内容量 ： 50ml
● 配合精油 ： オレンジスイート、
　 ラベンダー、カモマイルローマン、
　 マジョラム、フランキンセンス
● 配合キャリアオイル（保湿成分）：
オリーブオイル、アーモンドオイル 

品番 ： 334
品名 ： ハーバルマッサージオイル
　　　 フェイス＆ボディ
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4949658003345］

顔､全身に潤いを与え、リラックスタイムを。
穏やかな香り。

はじめよう、セルフマッサージ
＜基本的な使い方＞　適量を手に取り、気になる部分をやさしくマッサージします

マッサージオイルを使って、自宅で手軽にセルフケア。
毎日ほんの数分で出来るリラックス習慣、はじめませんか？

＜部分別 おすすめマッサージ＞

※他にもおすすめマッサージ方法をご紹介しているリーフレットをお入れしております

手のひらを親指で小さい円を描くように全体的にマッサージします。

①首の後のくぼみを下から上へ円を描くように押し上げていきます。
②首から肩先のラインを押したりもみほぐします。

足の裏を親指で交互に動かして、全体的にマッサージします。

①

②

手 ／気分転換したい時におすすめ

肩 ／デスクワークで固まった肩へ

足 ／立ち仕事で疲れた足へおすすめ

月の満ち欠けを楽しみながら自宅で手軽にマッサージ。

●内容量 ： 50ml
●配合精油 ： オレンジスイート、ゼラニウム、フランキンセンス、
　マンダリン、ライム
●配合キャリアオイル（保湿成分）：
　オリーブオイル、ホホバオイル、マカデミアナッツオイル、
　グレープシードオイル

品番 ： 1132
品名 ： マッサージオイル 満月
価格 ： ￥１,８００
［JAN ： 4949658011326］

●内容量 ： 50ml
●配合精油 ： グレープフルーツ、ローズマリー、ジュニパーベリー、
ラベンダー、レモン、ベルガモット（ベルガプテンフリー）
●配合キャリアオイル（保湿成分）：
　オリーブオイル、ホホバオイル、セサミオイル、
　グレープシードオイル

品番 ： 1131
品名 ： マッサージオイル 新月
価格 ： ￥１,８００
［JAN ： 4949658011319］

P48～50に「Moon & Herb」シリーズを記載しています。

ボディ用 フェイス & ボディ用

フットスプレー
クールな使用感の足もと専用
リフレッシュスプレー。靴蒸れ
した脚をすっきり爽やかに。ロ
ーズマリーエキスと森の香り
で心地よい微香タイプ。

品番 ： 121006
品名 ： 森の生活 フットスプレー   
価格 ： ¥480
［JAN ： 4938922130054］

●内容量 ： 20ml

ココナッツシリーズ

月の動きとパワーを感じながら、香りとともに心身をリラックスさせるセルフケア。
ハーブティーやブレンドオイルとともに、カテゴリー展開でお客様にアピールするシリーズです。

ムーンマッサージオイル

用途に合わせてセレクトした植物オイルをベースに、ご自分でケアしていただけるハーバルオイルケアシリーズです。
部位別のラインと「月の満ち欠け」に合わせてケアするライン。店販でも、サロン様の物販用にもおすすめです。

セルフケア・マッサージオイル

ハーブティー

ハーブ
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フラワー
エッセンス

ハーブ
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ココナッツリップクリーム

● 内容量 ： 約4ｇ
● 配合精油 ： オレンジスイート
● 保湿成分 ： ココナッツオイル、オリーブスクワラン、
カカオ脂、ホホバオイル

品番 ： 120
品名 ： ココナッツリップクリーム
　　　オレンジ
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658001204］

オーガニックココナッツオイルを使用したリップクリームです。その他にも、植物性スクワラン、ミツロウ、カカオ脂、
ホホバ油など、保湿効果の高い天然成分を配合しました。乾燥から唇を守り、ハリと潤いを与えるだけでなく、
口紅の下地としてもおすすめです。

オーガニックココナッツオイルを主原料とした、ハンド＆リップのケアシリーズ。
ラウリン酸とビタミンEが豊富に含まれるといわれ、美容オイルとしても注目
されています。肌を乾燥や外気から守り、潤いを導きます。
べとつかず、サラッとした付けごこちが特長です。

オーガニックオレンジスイート精油を配合した
瑞 し々い香り。乾燥だけでなく、唇のくすみが
気になる方にもおすすめです。

● 内容量 ： 約4ｇ
● 配合精油 ： ローズ
● 保湿成分 ： ココナッツオイル、オリーブスクワラン、
カカオ脂、ホホバオイル

品番 ： 121
品名 ： ココナッツリップクリーム
　　　ローズ
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658001211］

ローズ精油を配合したやさしく華やかな香り。
乾燥、年齢を感じる方におすすめです。

● 内容量 ： 約4ｇ
● 配合精油 ： ペパーミント
● 保湿成分 ： ココナッツオイル、オリーブスクワラン、カカオ脂、
ホホバオイル

品番 ： 122
品名 ： ココナッツリップクリーム
　　　ペパーミント
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658001228］

オーガニックペパーミント精油を配合した爽
やかな香り。乾燥だけでなく、気分をすっきり
させたい時におすすめです。

ココナッツハンドクリーム

● 内容量 ： 50ｇ
● 配合精油 ： オレンジスイート、マンダリン
● 配合植物エキス ： ユズ果実、モモ葉、
　　　　　　　　　ノイバラ果実
● 保湿成分 ： ココナッツオイル、
　　　　　　グリチルリチン酸2K（甘草由来）

品番 ： 335
品名 ： ココナッツハンドクリーム
　　　オレンジ
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658003352］

ココナッツオイルの浸透しやすくベタつきの無い使用感は乾燥しやすい手肌を一日中守ります。美容保湿成分である
オーガニックココナッツオイルと甘草由来成分（グリチルリチン酸2K）が肌荒れ、炎症を抑えます。

美肌作用があるモモ葉
やユズ果実などのエキス
と精油が、柔らかなハリ
のある肌に整えます。

初回ご注文時に「ココナッツ什器セット」とご記入ください。
什器不要の場合は１個から承ります。

● 内容量 ： 50ｇ
● 配合精油 ： ラベンダー、ラバンジン
● 配合植物エキス ： フユボダイジュ、
　　　　　　　　　セージ葉、カレンデュラ
● 保湿成分 ： ココナッツオイル、
　　　　　　グリチルリチン酸2K（甘草由来）

品番 ： 336
品名 ： ココナッツハンドクリーム
　　　ラベンダー
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658003369］

肌を修復し調整するフユ
ボダイジュやセージなどの
エキスと精油が、すこやか
でなめらかに整えます。

● 内容量 ： 50ｇ
● 配合精油 ： レモン、カモマイルローマン
● 配合植物エキス ： カモマイル、
　　　　　　　　　リンゴ果実、ユキノシタ
● 保湿成分 ： ココナッツオイル、
　　　　　　グリチルリチン酸2K（甘草由来）

品番 ： 337
品名 ： ココナッツハンドクリーム
　　　カモマイル＆レモン
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658003376］

美白作用のあるカモマイ
ルやリンゴなどのエキスと
精油が、紫外線から肌を
守りクリアに整えます。

〔什器サイズ／1基分 : 幅260mm×奥行195mm×高さ190mm〕 ※バックパネルは外せるので棚にも収まります。

什器セット価格 ： ￥18,000
＜セット内容＞
リップクリーム　オレンジ ×3本
リップクリーム　ローズ ×3本　　
リップクリーム　ペパーミント ×3本　　
ハンドクリーム　オレンジ ×3本　　
ハンドクリーム　ラベンダー ×3本　　
ハンドクリーム　カモマイル＆レモン ×3本

初回注文に限り、下記数量にて
【専用什器】を無償でお付け致します。（テスター付き）

ハーバルマッサージオイル

● 内容量 ： 50ml
● 配合精油 ： ラベンダー､レモングラス､
マジョラム､ジュニパーベリー、
ローズマリー、ジンジャー
● 配合キャリアオイル（保湿成分）：
オリーブオイル、セサミオイル 

品番 ： 332
品名 ： ハーバルマッサージオイル 肩＆腰
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4949658003321］

オーガニックの植物油とエッセンシャルオイルをブレンドしたマッサージオイル。
肩、腰、足、全身…と、お悩みの部位に合わせてお選びいただけます。

肩、腰をほぐし、デコルテをなめらかに。
温かみのある香り。

● 内容量 ： 50ml
● 配合精油 ： グレープフルーツ、
ペパーミント、ジュニパーベリー、
サイプレス
● 配合キャリアオイル（保湿成分）：
オリーブオイル、セサミオイル 

品番 ： 333
品名 ： ハーバルマッサージオイル 足
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4949658003338］

疲れたふくらはぎや足裏をスッキリと爽快に。
爽やかな香り。

● 内容量 ： 50ml
● 配合精油 ： オレンジスイート、
　 ラベンダー、カモマイルローマン、
　 マジョラム、フランキンセンス
● 配合キャリアオイル（保湿成分）：
オリーブオイル、アーモンドオイル 

品番 ： 334
品名 ： ハーバルマッサージオイル
　　　 フェイス＆ボディ
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4949658003345］

顔､全身に潤いを与え、リラックスタイムを。
穏やかな香り。

はじめよう、セルフマッサージ
＜基本的な使い方＞　適量を手に取り、気になる部分をやさしくマッサージします

マッサージオイルを使って、自宅で手軽にセルフケア。
毎日ほんの数分で出来るリラックス習慣、はじめませんか？

＜部分別 おすすめマッサージ＞

※他にもおすすめマッサージ方法をご紹介しているリーフレットをお入れしております

手のひらを親指で小さい円を描くように全体的にマッサージします。

①首の後のくぼみを下から上へ円を描くように押し上げていきます。
②首から肩先のラインを押したりもみほぐします。

足の裏を親指で交互に動かして、全体的にマッサージします。

①

②

手 ／気分転換したい時におすすめ

肩 ／デスクワークで固まった肩へ

足 ／立ち仕事で疲れた足へおすすめ

月の満ち欠けを楽しみながら自宅で手軽にマッサージ。

●内容量 ： 50ml
●配合精油 ： オレンジスイート、ゼラニウム、フランキンセンス、
　マンダリン、ライム
●配合キャリアオイル（保湿成分）：
　オリーブオイル、ホホバオイル、マカデミアナッツオイル、
　グレープシードオイル

品番 ： 1132
品名 ： マッサージオイル 満月
価格 ： ￥１,８００
［JAN ： 4949658011326］

●内容量 ： 50ml
●配合精油 ： グレープフルーツ、ローズマリー、ジュニパーベリー、
ラベンダー、レモン、ベルガモット（ベルガプテンフリー）
●配合キャリアオイル（保湿成分）：
　オリーブオイル、ホホバオイル、セサミオイル、
　グレープシードオイル

品番 ： 1131
品名 ： マッサージオイル 新月
価格 ： ￥１,８００
［JAN ： 4949658011319］

P48～50に「Moon & Herb」シリーズを記載しています。

ボディ用 フェイス & ボディ用

フットスプレー
クールな使用感の足もと専用
リフレッシュスプレー。靴蒸れ
した脚をすっきり爽やかに。ロ
ーズマリーエキスと森の香り
で心地よい微香タイプ。

品番 ： 121006
品名 ： 森の生活 フットスプレー   
価格 ： ¥480
［JAN ： 4938922130054］

●内容量 ： 20ml

ココナッツシリーズ

月の動きとパワーを感じながら、香りとともに心身をリラックスさせるセルフケア。
ハーブティーやブレンドオイルとともに、カテゴリー展開でお客様にアピールするシリーズです。

ムーンマッサージオイル

用途に合わせてセレクトした植物オイルをベースに、ご自分でケアしていただけるハーバルオイルケアシリーズです。
部位別のラインと「月の満ち欠け」に合わせてケアするライン。店販でも、サロン様の物販用にもおすすめです。

セルフケア・マッサージオイル
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ハーブ
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ハーブ
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はじまりの新月は気持ちの切替えに適し
た時期。ミントやレモングラスなどの爽やか
なハーブで、リフレッシュしましょう。新月の
日を中心に７日間で飲むのがおすすめ。

パワーを蓄える上弦の月は美容におすすめ
の時期。ローズヒップやハイビスカスなどのビ
ューティハーブで、自分磨きを。上弦の月を中
心に７日間で飲むのがおすすめ。

欠けていく月のときにおすすめの香り。
気分をリセットしたいときに。

満ちていく月のときにおすすめの香り。
リラックスしたいときに。

陽と陰の力があふれる満月は感情が乱れ
やすい時期。カモマイルやリンデンなどのリ
ラックスハーブで、上手にコントロールを。満
月の日を中心に７日間で飲むのがおすすめ。

パワーを放出する下弦の月は余分なものを
手放すのに適した時期。ジンジャーやジュニ
パーなどのスッキリハーブで、軽やかに。下弦
の月を中心に７日間で飲むのがおすすめ。

月が満ち欠けする神秘的な動きは、自然や気候の変化、
また人のこころや体にも影響するといわれます。
この「月の満ち欠け」に着目したムーン・シリーズは、年間
通じて人気のアイテム。
様 な々組み合わせで、ご展開ください

●1.6g×7包
●ブレンド内容：スペアミント、レモンピール、
　レモングラス、フェンネル、マリーゴールド

品番：2334
品名：ハーブティー 新月 7TB
価格：￥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658023343］

●内容量：1.6g×7包
●ブレンド内容：ネトルリーフ、レモングラス、
　ローズレッド、ジュニパベリー、ジンジャー

品番：2337
品名：ハーブティー 下弦ノ月 7TB
価格：¥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658023374］

●内容量：2.6g×7包
●ブレンド内容：レモンバーム、オレンジビターピール、
　エルダーフラワー、ローズヒップ、ハイビスカス、ステビア

品番：2335
品名：ハーブティー 上弦ノ月 7TB
価格：¥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658023350］

●内容量：1.6g×7包
●ブレンド内容：オレンジマンダリンピール、
　カモマイルジャーマン、リンデン、
　レディースマントル、オレンジフラワー

品番：2336
品名：ハーブティー 満月 7TB
価格：¥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658023367］

ハーブティー 月のリズムに合わせて、飲み分けを楽しんでいただけるブレンドです。
自分の内面に耳を澄ませて、ティータイムを

ピローミスト

●内容量 ： 50ｍｌ
●配合精油 ： パチュリ、ライム、グレープフルーツ、ホーウッド
品番：1126
品名：ピローミスト 満月 50ｍｌ
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658011265］

●内容量 ： 50ｍｌ
●配合精油 ： ベルガモット、レモン、ラベンダー、フランキンセンス
品番：1125
品名：ピローミスト 新月 50ｍｌ
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658011258］

月のイメージに合わせてブレンドした、神秘的な香りのピローミスト。
おやすみ前の寝室に、気分を変えたい時に、シュッとひと吹き

マッサージオイル 月の満ち欠けを楽しみながら自宅で手軽にマッサージ。
植物オイルと天然精油をブレンドしたマッサージオイルです

●内容量：50ml
●配合精油：オレンジスイート、ゼラニウム、フランキンセンス、
　マンダリン、ライム
●配合キャリアオイル（保湿成分）：オリーブオイル、ホホバオイル、
　マカデミアナッツオイル、グレープシードオイル
品番：1132
品名：マッサージオイル 満月
価格：￥１,８００
［JAN ： 4949658011326］

●内容量：50ml
●配合精油：グレープフルーツ、ローズマリー、ジュニパーベリー、
　ラベンダー、レモン、ベルガモット（ベルガプテンフリー）
●配合キャリアオイル（保湿成分）：オリーブオイル、ホホバオイル、
　セサミオイル、グレープシードオイル
品番：1131
品名：マッサージオイル 新月
価格：￥１,８００
［JAN ： 4949658011319］

初回注文時に限り、下記数量にて
【専用什器】を無償でお付けします（テスター付き）

〔什器サイズ／1基分 : 幅260mm×奥行195mm×高さ330mm〕 ※バックパネルは外すことも可能です。

バスソルト

●内容量：１００ｇ（２～３回分）
●配合精油：ラベンダー、オレンジスイート、
サイプレス、ホーウッド、レモン
品番：1130
品名：死海の塩バスソルト 下弦ノ月
価格：¥500
［JAN ： 4949658011302］

●内容量：１００ｇ（２～３回分）
●配合精油：オレンジスイート、
レモングラス、イランイラン、
マジョラム、カモマイルローマン
品番：1128
品名：死海の塩バスソルト 上弦ノ月
価格：¥500
［JAN ： 4949658011289］

●内容量：１００ｇ（２～３回分）
●配合精油：ベルガモット、レモン、ジュニパーベリー、
ラベンダー、ローズマリー
品番：1127
品名：死海の塩バスソルト 新月
価格：¥500
［JAN ： 4949658011272］

●内容量：１００ｇ（２～３回分）
●配合精油：グレープフルーツ、ライム、
ゼラニウム、ホーウッド、パチュリ
品番：1129
品名：死海の塩バスソルト 満月
価格：¥500
［JAN ： 4949658011296］

イスラエルの死海から採れる、ミネラル豊富なクリスタル塩とアロマに癒されるバスソルト。
新月～上弦～満月～下弦、月の変化に合わせて、４つの香りのバスタイムをお楽しみください

ギフトに

オススメ

ボディ用 フェイス＆ボディ用

什器セット価格：￥25,800
＜セット内容＞
月のバスソルト　4種（下弦、新月、上弦、満月）　　×各3袋
月のピローミスト　2種（新月、満月）　　　　　　×各3本
月のマッサージオイル　2種（新月、満月）　　　　×各3本
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～ MOON & HERB ～

月の満ち欠けとハーブ

※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。
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はじまりの新月は気持ちの切替えに適し
た時期。ミントやレモングラスなどの爽やか
なハーブで、リフレッシュしましょう。新月の
日を中心に７日間で飲むのがおすすめ。

パワーを蓄える上弦の月は美容におすすめ
の時期。ローズヒップやハイビスカスなどのビ
ューティハーブで、自分磨きを。上弦の月を中
心に７日間で飲むのがおすすめ。

欠けていく月のときにおすすめの香り。
気分をリセットしたいときに。

満ちていく月のときにおすすめの香り。
リラックスしたいときに。

陽と陰の力があふれる満月は感情が乱れ
やすい時期。カモマイルやリンデンなどのリ
ラックスハーブで、上手にコントロールを。満
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品番：2337
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価格：¥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658023374］
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品番：2335
品名：ハーブティー 上弦ノ月 7TB
価格：¥600　（税率8%）
［JAN ： 4949658023350］

●内容量：1.6g×7包
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●配合精油 ： パチュリ、ライム、グレープフルーツ、ホーウッド
品番：1126
品名：ピローミスト 満月 50ｍｌ
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658011265］
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おやすみ前の寝室に、気分を変えたい時に、シュッとひと吹き
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価格：￥１,８００
［JAN ： 4949658011326］
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［JAN ： 4949658011319］

初回注文時に限り、下記数量にて
【専用什器】を無償でお付けします（テスター付き）
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［JAN ： 4949658011302］
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※藍染めの特徴・・・吸湿/抗菌/消臭/保温

染料原料にこだわった徳島の藍染め
一般的に藍染めは、強アルカリを保つために石灰を多量に使用します。
「月の羽衣」は石灰の使用を極限まで抑え、アルカリ濃度を低くして染
めています。その為、生地が傷まず色が長持ちし、経皮吸収率が高く
デリケートゾーンにも安心です

岩手の女性達のこだわりの縫製
被災地の女性雇用支援団体より立ちあがった布ナプキン
専門の製造会社で、１枚１枚手作りで仕上げています。
女性だからこその、研究を重ねた使いやすい形状です。

日本の藍とオーガニックコットンの良さを体で感じる藍染め布ナプキン

＊ガーゼと起毛ネルが１枚になった布を２枚重ねで使用。
＊生地、糸、レース全てがオーガニックコットン。
＊金属アレルギーも安心、樹脂スナップ使用。

品番 ： 7080011
品名 ： 藍染め布ナプキンセット ホルダー1枚＆パット1枚 ★
価格 ： ¥3,100
［JAN ： 4573422320019］

使いやすいホルダー＆パット。
布ナプ初心者は、紙ナプキンをはさんで使ってもOK。

●サイズ ： 縦23cm×横9cm
　　　　　羽部分18.5cm

●サイズ ： 縦21.5cm×横8.5cm

裏面 ： 白 裏面 ： 白

品番 ： 7080012
品名 ： 藍染め布ナプキンパット3枚セット ★
価格 ： ¥2,900
［JAN ： 4573422320026］

替えパットの3枚セットです。

●サイズ ： 縦21.5cm×横8.5cm

布と同じ生地の
ハギレで結ばれています。

ハーブティーを積み重ねると迫力のあるディスプレイ展開ができます。

品番 ： 7080013
品名 ： 藍染め布ナプキン
　　　ハンカチタイプＭ ★
価格 ： ¥1,700
［JAN ： 4573422320033］

折り方で様々な使い方ができるハンカチタイプ。横に、ななめ
に、折り方で厚さや長さを調節できます。

●サイズ ： 縦26.5cm×23cm
　両面 ： 藍染め

＜セット内容＞
●ホルダー１枚
●パット１枚
●ハンカチタイプ１枚
●ランドリーソープ１個（約20ｇ）

品番 ： 7080014
品名 ： 藍染め布ナプキン
　　　ハンカチタイプＬ ★
価格 ： ¥2,100
［JAN ： 4573422320040］

●サイズ ： 縦28cm×横28.5cm
　両面 ： 藍染め

品番 ： 7080015
品名 ： 藍染め布ヒエトリセット ホルダー1枚＆パット2枚 ★
価格 ： ¥3,200
［JAN ： 4573422320057］

品番 ： 7080016
品名 ： 藍染め布ナプキン はじめましてセット ★
価格 ： ¥4,500
［JAN ： 4573422320064］

品番 ： 1133
品名 ： なでしこバイブル ★
価格 ： ¥７００
［JAN ： 4949658011333］

生理でない時もおしりから温めるヒエトリセット。
オリモノシート代わりや、軽い日の布ナプにも。

藍染の原料「すくも」に浮いている泡は、「藍の華」と
呼ばれ、抗菌・消臭作用が高いと言われています。
「藍の華」配合のランドリーソープは、布ナプキンの洗
濯にぴったり。パーム油、米油、ココナッツ油など、手肌
を保湿する成分がたっぷりで、泡立ちは控えめです
が、手と布にやさしい石けんです。

お手入れ用ソープ付きセットでお得！
初心者の方におすすめのセットです。
紙ナプキンとの併用、軽い日、多い日、使い勝手
の良いセットです。

布ナプを使った自然療法の
お話が満載の書籍

●サイズ ：
　縦15.5cm×横18cm
　裏面 ： 白

●サイズ ：
　縦16.5cm×横6.5cm
　裏面 ： 白

裏面 ： 白

※ソープの柄には個体差があります。

藍染め布ナプキン　月の羽衣　indigo × hietori

“さらふわ”のオーガニックコットン
表はさらりとしたガーゼ、裏はふんわり起毛ネル。
ホルダーもパットも、全てリバーシブルで使用していただけます。

＜成分＞
純石けん成分、脂肪酸ナトリウ
ム、藍エキス、アルカリ剤(セキ
ス炭酸ソーダ)、精油（ティーツ
リー、ラベンダー、レモン）

＜洗い方＞
汚れている部分に軽くこすりつけ、もみ
洗いします。石けんをつけて10～15
分置いてからもみ洗いすると落ちやす
くなります。

● お手入れソープ
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ブレンドオイル

●ブレンド内容：
オレンジスイート、レモングラス、イランイラン、
マジョラム、カモマイルローマン 
品番：7660
品名：ブレンドオイル 上弦ノ月 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076608］

●ブレンド内容：
ラベンダー、レモン、サイプレス、
ライム、パルマローザ、ホーウッド
品番：7662
品名：ブレンドオイル 下弦ノ月 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076622］

月の神秘的な動きをイメージした、４つの香り。その満ち欠けとアロマのパワーをリンクさせて、
心と身体に素敵な変化を呼び込みましょう。芳香に、手浴、足浴にもお使いください

●ブレンド内容：
グレープフルーツ、パチュリ、
ライム、ホーウッド  
品番：7661
品名：ブレンドオイル 満月 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076615］

品番：6470001
品名：チラシ 月のカレンダー

●ブレンド内容：
ベルガモット、レモン、ラベンダー、
ローズマリー、ジュニパー、フランキンセンス  
品番：7659
品名：ブレンドオイル 新月 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076592］

アロマランプ

月の満ち欠けカレンダー

POP

●サイズ：直径７.５ｃｍ×高さ９ｃｍ
●電球：５Ｗ　●芳香範囲：半径１ｍ位
品番：１１１
品名：月のアロマランプ コンセントタイプ
価格：¥2,000
［JAN ： 4949658001112］

品番：４２３１０２０
品名：交換用
月のアロマランプ コンセントタイプ 上皿
価格：¥300

●サイズ：直径９．５ｃｍ×高さ１０ｃｍ
●電球：１０Ｗ　●芳香範囲：約６畳
品番：４８
品名：月のアロマランプ コードタイプ
価格：¥2,900
［JAN ： 4949658000481］

品番：４２３１０２１
品名：交換用
月のアロマランプ コードタイプ 上皿
価格：¥300

天体を動く月の姿をかたどった、アロマランプ。
星のきらめきが周りを彩ります

月の満ち欠けと商品を紹介したリーフレット。
巻末には、月の満ち欠けカレンダーが付いています（9月～翌年8月）

満ちる月に向かって、華やかな柑橘
でエネルギーアップ

フルパワーの月の時は、
落ち着いた香りでバランスを

月が欠けて行く時は、自分を取り戻
す、すっきりした香りを

新たなスタートを切るために、リフレ
ッシュする香りを

初回ご導入時に、「各月の説明ＰＯＰ」をお付け致します。
ご注文時に「ＰＯＰ希望」とご記載ください

 品番：6470001
品名：チラシ 月のカレンダー
品番：6470001
品名：チラシ 月のカレンダー

※デザイン・内容は予告なく変更となる場合があります
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［JAN ： 4573422320064］

品番 ： 1133
品名 ： なでしこバイブル ★
価格 ： ¥７００
［JAN ： 4949658011333］

生理でない時もおしりから温めるヒエトリセット。
オリモノシート代わりや、軽い日の布ナプにも。

藍染の原料「すくも」に浮いている泡は、「藍の華」と
呼ばれ、抗菌・消臭作用が高いと言われています。
「藍の華」配合のランドリーソープは、布ナプキンの洗
濯にぴったり。パーム油、米油、ココナッツ油など、手肌
を保湿する成分がたっぷりで、泡立ちは控えめです
が、手と布にやさしい石けんです。

お手入れ用ソープ付きセットでお得！
初心者の方におすすめのセットです。
紙ナプキンとの併用、軽い日、多い日、使い勝手
の良いセットです。

布ナプを使った自然療法の
お話が満載の書籍

●サイズ ：
　縦15.5cm×横18cm
　裏面 ： 白

●サイズ ：
　縦16.5cm×横6.5cm
　裏面 ： 白

裏面 ： 白

※ソープの柄には個体差があります。

藍染め布ナプキン　月の羽衣　indigo × hietori

“さらふわ”のオーガニックコットン
表はさらりとしたガーゼ、裏はふんわり起毛ネル。
ホルダーもパットも、全てリバーシブルで使用していただけます。

＜成分＞
純石けん成分、脂肪酸ナトリウ
ム、藍エキス、アルカリ剤(セキ
ス炭酸ソーダ)、精油（ティーツ
リー、ラベンダー、レモン）

＜洗い方＞
汚れている部分に軽くこすりつけ、もみ
洗いします。石けんをつけて10～15
分置いてからもみ洗いすると落ちやす
くなります。

● お手入れソープ
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ブレンドオイル

●ブレンド内容：
オレンジスイート、レモングラス、イランイラン、
マジョラム、カモマイルローマン 
品番：7660
品名：ブレンドオイル 上弦ノ月 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076608］

●ブレンド内容：
ラベンダー、レモン、サイプレス、
ライム、パルマローザ、ホーウッド
品番：7662
品名：ブレンドオイル 下弦ノ月 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076622］

月の神秘的な動きをイメージした、４つの香り。その満ち欠けとアロマのパワーをリンクさせて、
心と身体に素敵な変化を呼び込みましょう。芳香に、手浴、足浴にもお使いください

●ブレンド内容：
グレープフルーツ、パチュリ、
ライム、ホーウッド  
品番：7661
品名：ブレンドオイル 満月 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076615］

品番：6470001
品名：チラシ 月のカレンダー

●ブレンド内容：
ベルガモット、レモン、ラベンダー、
ローズマリー、ジュニパー、フランキンセンス  
品番：7659
品名：ブレンドオイル 新月 5ml
価格：¥1,500
［JAN ： 4949658076592］

アロマランプ

月の満ち欠けカレンダー

POP

●サイズ：直径７.５ｃｍ×高さ９ｃｍ
●電球：５Ｗ　●芳香範囲：半径１ｍ位
品番：１１１
品名：月のアロマランプ コンセントタイプ
価格：¥2,000
［JAN ： 4949658001112］

品番：４２３１０２０
品名：交換用
月のアロマランプ コンセントタイプ 上皿
価格：¥300

●サイズ：直径９．５ｃｍ×高さ１０ｃｍ
●電球：１０Ｗ　●芳香範囲：約６畳
品番：４８
品名：月のアロマランプ コードタイプ
価格：¥2,900
［JAN ： 4949658000481］

品番：４２３１０２１
品名：交換用
月のアロマランプ コードタイプ 上皿
価格：¥300

天体を動く月の姿をかたどった、アロマランプ。
星のきらめきが周りを彩ります

月の満ち欠けと商品を紹介したリーフレット。
巻末には、月の満ち欠けカレンダーが付いています（9月～翌年8月）

満ちる月に向かって、華やかな柑橘
でエネルギーアップ

フルパワーの月の時は、
落ち着いた香りでバランスを

月が欠けて行く時は、自分を取り戻
す、すっきりした香りを

新たなスタートを切るために、リフレ
ッシュする香りを

初回ご導入時に、「各月の説明ＰＯＰ」をお付け致します。
ご注文時に「ＰＯＰ希望」とご記載ください

 品番：6470001
品名：チラシ 月のカレンダー
品番：6470001
品名：チラシ 月のカレンダー

※デザイン・内容は予告なく変更となる場合があります





天然由来100％、殺虫成分や合成化合物不使用のファブリックスプレー。
ラベンダー、シトロネラ、ニームなどのエッセンシャルオイルの香りが、約９割のダニ
を忌避。小さいお子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。

木曽の自然林が育んだ、100%天然成分のヒノキ蒸留水。
原料は、樹齢を重ねた木曽ヒノキのチップと天然湧水。化学合成物質
を一切使用しない製法でつくりました。木曽檜の香りを楽しみながら、天
然成分で消臭、除菌できるアルコールフリーのハウスケアスプレーです。
布製品に吹き付けたり、ルームスプレーとして幅広くご使用頂けます。

品番 ： 1109
品名 ： 木曽檜三百年の眠り 500ｍｌ
価格 ： ¥2,800
［JAN ： 4949658011098］

品番 ： 1108
品名 ： 木曽檜三百年の眠り 60ｍｌ
価格 ： ¥980
［JAN ： 4949658011081］

＊この製品は、ボディー用ではありません。
  直接お肌にスプレーしないでください。

国内最高峰と言われる木質の檜を生み出す、険し
い山並みで寒暖の差が大きい木曽の森。営林署よ
り伐採が許される樹齢300年を超えた木曽檜の枝
部を使用した、貴重なチップ材を使用しています。

アルコールを使用していないので、赤ちゃんや
ペットのいるご家庭でも安心のやさしさです。

消臭 除菌 リラックス

アロマの香りでダニ対策 天然成分で虫対策

品番 ： 4721173
品名 ： MO ダニオフファブリックスプレー
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4528636411732］

●内容量 ： 300ｍｌ
●配合精油 ： シトロネラ、ゼラニウム、タイム、ラベンダー、ニーム
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ハイパープロテックス

ダニオフスプレー

木曽檜三百年の眠り
消臭・除菌するスプレー

ウィルス除去、除菌、消臭するスプレー

品番 ： 7038
品名 ： ハイパープロテックス
　　　300ml
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4949658070385］

品番 ： 7039
品名 ： ハイパープロテックス
　　　詰め替え用300ml
価格 ： ¥1,600
［JAN ： 4949658070392］

品番 ： 7063
品名 ： ハイパープロテックス
　　　30ml
価格 ： ¥500
［JAN ： 4949658070637］

業務用から生まれた製品「ハイパープロテックス」は、病院や介護施設などで
も利用されています。消臭目的として、布製品に噴霧したり、風邪が流行る時
期には、お部屋の空間やドアノブなどへご使用ください。
※香料不使用

●内容量 ： 約40g×2個
●成分 ： オイルゲル
　　　　（植物精油フィトンα、他）

ゴキのテキ

品番 ： 121007
品名 ： 森の生活
　　　ゴキのテキ （2個）
価格 ： ¥800
［JAN ： 4938922150342］

天然成分の力でゴキブリを寄せ付けません（忌
避効果）。ゴキブリの通りそうな場所、住み着き
そうな場所に置いておくだけです。
（有効期限：約2～3ヶ月）

●用途：室内空間の除菌・消臭、手の触れる
所などの除菌、ウイルス除去

●成分：電解処理精製水99.9％以上、二酸
化塩素0.01％未満、その他安定化化合
物0.09％未満

サプリブレンド（ティーバッグ）
品番 ： 7763
品名 ： ネトルシーズン　16TB
価格 ： ¥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658077636］

品番 ： 7768
品名 ： ネトルシーズン　60TB
価格 ： ¥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658077681］

品番 ： 2918
品名 ： レターハーブティー
　　   ネトルシーズン 2TB
価格 ： ￥250　（税率8％）
ロット : 15
［JAN ： 4949658029185］

ネトルをメインに、花粉シーズンにおすすめのハーブをブレンド。
毎日飲んで頂けるよう、飲みやすさにもこだわりました。

　

品番 ： 3900014　ネトル 45cap ★
［JAN ： 0023363437276］
価格 ： ¥2,800　（税率8％）

品番 ： 3902001　アイブライト 1ozチンキ ★
［JAN ： 0023363245277］
価格 ： ¥2,800　（税率8％）

ブレンドハーブティー
ハーブの恵みをギュッと凝縮させた
飲みやすいドリンク。
お水やお湯、ソーダ水で希釈して
お気軽にお召し上がりいただけます。

ハーブコーディアル ハーブサプリメント

品番 ： 6509
品名 ： ブレンドオイル スースー ストロング 5ml
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658065091］

品番 ： 6506
品名 ： ブレンドオイル スースー マイルド 5ml
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658065060］

ブレンドオイル 気分をリフレッシュしたい時に。すっきりとした香りのブレンドオイル。

●ブレンド内容 ： ユーカリ、パインシルベスター、
　ペパーミント、ミルラ、カモマイルローマン

ユーカリ・ペパーミントのスースー感が
心地良いブレンドオイルです。

品番 ： 6527
品名 ： ブレンドオイル スーパースースーストロング 5ml
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658065275］

●ブレンド内容 ： ペパーミント、ユーカリラジアータ、
　和ハッカ、カユプテ、スペアミント

3種類のミントを配合した、清涼感
抜群のブレンドです。

スースーストロング

●ブレンド内容 ： ユーカリ、ラベンダー、
　パインシルベスター、カモマイルローマン、ゼラニウム

ユーカリの爽快感に、ラベンダーや
ゼラニウムの花の優しい香りをプラ
スしました。

スースーマイルドスーパースースーストロング

●原材料 ： ローズヒップ、ネトルリーフ、エルダーフラワー、
　　　　　エキナセアルート、レモンバーベナ、ペパーミント

● 内容量 ： 355ml
品番 ： 3503
品名 ： ハーブコーディアル
　　　ネトルシーズン
価格 ： ¥2,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658035032］

ネトルシーズン

ネトルや甜茶、エキナセ
ア、ルイボス茶など11種の
ハーブエキスを配合。季
節の変わり目もすっきり爽
やかに。

人口の約3割、約3300万人といわれる花粉症ターゲット。春と秋の年2回、
「アロマとハーブでやさしくケアする」テーマ展開が狙えます

● 内容量 ： 15ｇ
● 配合精油 ： ユーカリ、ティートゥリー、
ヨーロッパモミ、カモマイルローマン、
ラベンダー
品番 ： 308
品名 ： スースーバーム
価格 ： ¥2,000
［JAN ： 4949658003086］

天然エッセンシャルオイルですっきり爽やか快適
な毎日をサポートするスキンバームです。ヒッポファ
ン油とカレンデュラエキスが肌をやさしく保護し、
肌荒れから守ります。いつでもどこでも気になった
らつけていただける携帯サイズです。

シーズン商品

花粉シーズン

スースーミスト スースーバーム

●内容量 ： 50ml
●配合精油 ： ティートリー、ユーカリラジアータ、
　ゼラニウム、和ハッカ、ペパーミント
●コメ発酵エキス（植物性アルコール）使用
品番 ： 1101
品名 ： スースーミスト
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658011012］

ご希望の卸先様にPOPをご用意します ご希望の卸先様にPOPをご用意します

マスクにシュ ! ! つらい季節もアロマで爽やか。
風邪や花粉の季節、マスクやハンカチ、枕にシ
ュッと吹きかけてスッキリ爽やかな気分に。天
然精油の香りが、心身をリラックス！携帯にも便
利な50ｍｌサイズです。

マスクに
シュ!!

P24に10ml・20mlも記載しています。

1.20cmほど離して、マスクやハンカ
チの表面にシュッと吹きかけます。
2.水分、アルコール分(植物由来)を軽
く飛ばすために、空中で2～3回振
ります。
3.マスクを装着したり、鼻に近づけた
りして、香りを楽しみます。
4.空中に散布して、ルームミストとし
ても楽しめます。

爽やかな
柑橘系の
香り

※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。

30ml スプレー300ml スプレー つめかえ用 300ml
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天然由来100％、殺虫成分や合成化合物不使用のファブリックスプレー。
ラベンダー、シトロネラ、ニームなどのエッセンシャルオイルの香りが、約９割のダニ
を忌避。小さいお子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。

木曽の自然林が育んだ、100%天然成分のヒノキ蒸留水。
原料は、樹齢を重ねた木曽ヒノキのチップと天然湧水。化学合成物質
を一切使用しない製法でつくりました。木曽檜の香りを楽しみながら、天
然成分で消臭、除菌できるアルコールフリーのハウスケアスプレーです。
布製品に吹き付けたり、ルームスプレーとして幅広くご使用頂けます。

品番 ： 1109
品名 ： 木曽檜三百年の眠り 500ｍｌ
価格 ： ¥2,800
［JAN ： 4949658011098］

品番 ： 1108
品名 ： 木曽檜三百年の眠り 60ｍｌ
価格 ： ¥980
［JAN ： 4949658011081］

＊この製品は、ボディー用ではありません。
  直接お肌にスプレーしないでください。

国内最高峰と言われる木質の檜を生み出す、険し
い山並みで寒暖の差が大きい木曽の森。営林署よ
り伐採が許される樹齢300年を超えた木曽檜の枝
部を使用した、貴重なチップ材を使用しています。

アルコールを使用していないので、赤ちゃんや
ペットのいるご家庭でも安心のやさしさです。

消臭 除菌 リラックス

アロマの香りでダニ対策 天然成分で虫対策

品番 ： 4721173
品名 ： MO ダニオフファブリックスプレー
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4528636411732］

●内容量 ： 300ｍｌ
●配合精油 ： シトロネラ、ゼラニウム、タイム、ラベンダー、ニーム
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ハイパープロテックス

ダニオフスプレー

木曽檜三百年の眠り
消臭・除菌するスプレー

ウィルス除去、除菌、消臭するスプレー

品番 ： 7038
品名 ： ハイパープロテックス
　　　300ml
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4949658070385］

品番 ： 7039
品名 ： ハイパープロテックス
　　　詰め替え用300ml
価格 ： ¥1,600
［JAN ： 4949658070392］

品番 ： 7063
品名 ： ハイパープロテックス
　　　30ml
価格 ： ¥500
［JAN ： 4949658070637］

業務用から生まれた製品「ハイパープロテックス」は、病院や介護施設などで
も利用されています。消臭目的として、布製品に噴霧したり、風邪が流行る時
期には、お部屋の空間やドアノブなどへご使用ください。
※香料不使用

●内容量 ： 約40g×2個
●成分 ： オイルゲル
　　　　（植物精油フィトンα、他）

ゴキのテキ

品番 ： 121007
品名 ： 森の生活
　　　ゴキのテキ （2個）
価格 ： ¥800
［JAN ： 4938922150342］

天然成分の力でゴキブリを寄せ付けません（忌
避効果）。ゴキブリの通りそうな場所、住み着き
そうな場所に置いておくだけです。
（有効期限：約2～3ヶ月）

●用途：室内空間の除菌・消臭、手の触れる
所などの除菌、ウイルス除去

●成分：電解処理精製水99.9％以上、二酸
化塩素0.01％未満、その他安定化化合
物0.09％未満

サプリブレンド（ティーバッグ）
品番 ： 7763
品名 ： ネトルシーズン　16TB
価格 ： ¥850　（税率8％）
［JAN ： 4949658077636］

品番 ： 7768
品名 ： ネトルシーズン　60TB
価格 ： ¥2,800　（税率8％）
［JAN ： 4949658077681］

品番 ： 2918
品名 ： レターハーブティー
　　   ネトルシーズン 2TB
価格 ： ￥250　（税率8％）
ロット : 15
［JAN ： 4949658029185］

ネトルをメインに、花粉シーズンにおすすめのハーブをブレンド。
毎日飲んで頂けるよう、飲みやすさにもこだわりました。

　

品番 ： 3900014　ネトル 45cap ★
［JAN ： 0023363437276］
価格 ： ¥2,800　（税率8％）

品番 ： 3902001　アイブライト 1ozチンキ ★
［JAN ： 0023363245277］
価格 ： ¥2,800　（税率8％）

ブレンドハーブティー
ハーブの恵みをギュッと凝縮させた
飲みやすいドリンク。
お水やお湯、ソーダ水で希釈して
お気軽にお召し上がりいただけます。

ハーブコーディアル ハーブサプリメント

品番 ： 6509
品名 ： ブレンドオイル スースー ストロング 5ml
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658065091］

品番 ： 6506
品名 ： ブレンドオイル スースー マイルド 5ml
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658065060］

ブレンドオイル 気分をリフレッシュしたい時に。すっきりとした香りのブレンドオイル。

●ブレンド内容 ： ユーカリ、パインシルベスター、
　ペパーミント、ミルラ、カモマイルローマン

ユーカリ・ペパーミントのスースー感が
心地良いブレンドオイルです。

品番 ： 6527
品名 ： ブレンドオイル スーパースースーストロング 5ml
価格 ： ¥1,500
［JAN ： 4949658065275］

●ブレンド内容 ： ペパーミント、ユーカリラジアータ、
　和ハッカ、カユプテ、スペアミント

3種類のミントを配合した、清涼感
抜群のブレンドです。

スースーストロング

●ブレンド内容 ： ユーカリ、ラベンダー、
　パインシルベスター、カモマイルローマン、ゼラニウム

ユーカリの爽快感に、ラベンダーや
ゼラニウムの花の優しい香りをプラ
スしました。

スースーマイルドスーパースースーストロング

●原材料 ： ローズヒップ、ネトルリーフ、エルダーフラワー、
　　　　　エキナセアルート、レモンバーベナ、ペパーミント

● 内容量 ： 355ml
品番 ： 3503
品名 ： ハーブコーディアル
　　　ネトルシーズン
価格 ： ¥2,000　（税率8％）
［JAN ： 4949658035032］

ネトルシーズン

ネトルや甜茶、エキナセ
ア、ルイボス茶など11種の
ハーブエキスを配合。季
節の変わり目もすっきり爽
やかに。

人口の約3割、約3300万人といわれる花粉症ターゲット。春と秋の年2回、
「アロマとハーブでやさしくケアする」テーマ展開が狙えます

● 内容量 ： 15ｇ
● 配合精油 ： ユーカリ、ティートゥリー、
ヨーロッパモミ、カモマイルローマン、
ラベンダー
品番 ： 308
品名 ： スースーバーム
価格 ： ¥2,000
［JAN ： 4949658003086］

天然エッセンシャルオイルですっきり爽やか快適
な毎日をサポートするスキンバームです。ヒッポファ
ン油とカレンデュラエキスが肌をやさしく保護し、
肌荒れから守ります。いつでもどこでも気になった
らつけていただける携帯サイズです。

シーズン商品

花粉シーズン

スースーミスト スースーバーム

●内容量 ： 50ml
●配合精油 ： ティートリー、ユーカリラジアータ、
　ゼラニウム、和ハッカ、ペパーミント
●コメ発酵エキス（植物性アルコール）使用
品番 ： 1101
品名 ： スースーミスト
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658011012］

ご希望の卸先様にPOPをご用意します ご希望の卸先様にPOPをご用意します

マスクにシュ ! ! つらい季節もアロマで爽やか。
風邪や花粉の季節、マスクやハンカチ、枕にシ
ュッと吹きかけてスッキリ爽やかな気分に。天
然精油の香りが、心身をリラックス！携帯にも便
利な50ｍｌサイズです。

マスクに
シュ!!

P24に10ml・20mlも記載しています。

1.20cmほど離して、マスクやハンカ
チの表面にシュッと吹きかけます。
2.水分、アルコール分(植物由来)を軽
く飛ばすために、空中で2～3回振
ります。
3.マスクを装着したり、鼻に近づけた
りして、香りを楽しみます。
4.空中に散布して、ルームミストとし
ても楽しめます。

爽やかな
柑橘系の
香り

※表示金額は本体価格です。軽減税率対象商品のみに、税率を記載しています。

30ml スプレー300ml スプレー つめかえ用 300ml
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べビーマグちゃんを洗濯機に、ポンといれるだけ。洗剤を使わずにお洗濯
ができるので、赤ちゃんの肌着やオーガニック素材を洗うのにもオススメで
す。 人にも環境にもやさしい「新しいお洗濯」です。

※WEB販売をご希望の方は、事前に登録が必要です。
　詳しくは担当営業にお問い合わせください。

マグちゃんを洗濯機に入れて洗濯物と一緒に洗うだけ。“マグちゃん”とは、純度99.95％のマ
グネシウムによってご家庭の水道水を洗浄力のある水に変えて洗う新しい洗濯用品です。

品番 ： 7591003
品名 ： 洗濯ベビーマグちゃん ブルー
価格 ： ￥2,400
［JAN ： 4582453410033］

品番 ： 7591001
品名 ： 洗濯マグちゃん ブルー
価格 ： ￥1,800
［JAN ： 4582453410019］

品番 ： 7591002
品名 ： 洗濯マグちゃん ピンク
価格 ： ￥1,800
［JAN ： 4582453410026］

品番 ： 7591004
品名 ： 洗濯ベビーマグちゃん ピンク
価格 ： ￥2,400
［JAN ： 4582453410040］

品番 ： 7591005
品名 ： 洗濯ベビーマグちゃん イエロー
価格 ： ￥2,400
［JAN ： 4582453410057］

■洗濯後は干してください。
■乾燥機での使用も可能ですが、メッシュを傷めるため、極力使用はお控え
ください。 
■使用後は不燃物として処理していただくか、肥料と同じようにお庭や鉢の
植物などにマグネシウムの粒を与えてください。マグネシウムは光合成に
欠かせないもので、植物を元気にしてくれます。 

【使用上の注意】
・混ぜるな危険と表示されている塩素系の洗剤との併用はおやめください。
・洗濯以外の目的には使用しないでください。

成　分 マグネシウム（純度99.95％）
液　性 弱アルカリ性
正味量 約70g
材　質 旭化成フュージョン（ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ）
用　途 綿・麻・合成繊維用

成　分 マグネシウム（純度99.95％）
液　性 弱アルカリ性
正味量 約50g
材　質 旭化成フュージョン
　　　　　（ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ）

用　途 綿・麻・合成繊維用

〔使用量の目安〕
●洗剤と併用の場合：マグちゃん１個+半分の洗剤量
●マグちゃんのみ：2個使用（洗濯物5ｋｇまで）
●マグちゃんのみ：3個使用（洗濯物7ｋｇまで）
●マグちゃんのみ：4個使用（洗濯物9ｋｇまで）
（使用量については、お客様の使用環境によって変わる場
合がありますので、あくまで目安としてお考えください。）
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洗濯ベビーマグちゃん

洗濯マグちゃん

高純度のピュアマグネシウムを水道水の中に入れると水素の気泡が発生し、弱アルカ
リ性のイオン水を生成します。この水には非常に高い洗浄力があり、「洗い」から「す
すぎ」まで、このイオンの水で洗っています。
皮脂汚れの分解率は、洗剤と同様の 30％もあり、臭い成分の分解率は洗剤の約 10倍。
だから「洗濯ベビーマグちゃん」を入れるだけで汚れや臭いがキレイに落ちます。そ
のため、お肌がデリケートな赤ちゃんのお洋服や、オーガニックコットン製品を洗う
際にオススメです。しかも、この洗浄力のある水は流れる場所すべてをキレイにします。
洗濯槽や排水ホースのカビ汚れ、排水された後の川や海の水までキレイにするので、
衣類にやさしく、水を汚さない、人にも環境にも【やさしいお洗濯】です。

臭い成分の分解力は、
合成洗剤よりも強い！

■ 臭い成分除去試験：汗にまみれたユニフォームの臭気の減少量を測定
                               ※水洗い [添加試薬残量　37mg/m3を基準とする ]

洗たくベビーマグちゃん 除去率 70.1％
除去率 6.2％市販の洗剤 [粉末 ]　

[検査機関：日立化成テクノサービス株式会社 ]

0 10 20 30 40 50 60 70 80

消臭 洗濯物に付着した皮脂汚れ、
驚異の分解率！

■皮脂汚れ試験：試料を使用したときの皮脂汚れ
　　　　　　　　（トリオレイン）の減量を測定

抗菌（大腸菌）試験（短時間） レジオネラ菌の繁殖抑制

〈使用前〉

〈100回使用後〉

生理食塩水
ベビーマグちゃん

使うだけで洗濯槽もキレイに！

試験開始 10分後
0

200

400

600

800 X10E3/CFU/KL

20分後 30分後

洗浄

使うだけで洗濯槽もキレイに！
Mg
マグネシウム

・洗濯槽のカビや汚れを徐々に除去します。
 （毎日使用で 2～ 3週間）
・洗濯機の除水ホースや排水溝の汚れが徐々に取れます。

短時間でも菌の抑制に効果大！除菌

試験開始 10分後
0

5

10

15

20

25 X10E6/CFU/KL

20分後 30分後

残り湯を使っても安心
部屋干しのイヤな
臭いをスッキリ解消！

[ 検査機関：一般社団法人日本食品分析センター ]

2時間後
には

ほぼ抑制

※商品のパッケージデザインや仕様が変わることがあります。ご了承ください。

手作りお香キット

手作りお香キット

品番 ： 6849　
品名 ： 手作りお香パウダー 15g×3色　
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658068498］

手作りお香パウダー
タブの木（クスノキ科）の樹皮をパウダー加工したものです。水で練ると粘
りが出て固まり易くなります。各色ともに砂色に見えますが、練るとそれぞ
れの色（イエロー・ブルー・ピンク）に変化します。

品番 ： 977　
品名 ： ポマンダーミックス
　　　トラディショナル 20g
価格 ： ¥600
［JAN ： 4949658009774］

品番 ： 979　
品名 ： ポマンダーミックス
　　　ノスタルジック 20g
価格 ： ¥600
［JAN ： 4949658009798］

品番 ： 978　
品名 ： ポマンダーミックス
　　　トラディショナル 500g
価格 ： ¥12,500
［JAN ： 4949658009781］

品番 ： 980　
品名 ： ポマンダーミックス
　　　ノスタルジック 500g
価格 ： ¥12,500
［JAN ： 4949658009804］

ポマンダーミックス
ポマンダーとは仏語のポム・ダンブルに由来し、
「アンバーのリンゴ」の意味があります。
英国エリザベス朝では、疫病除けや厄除けのお守りとして持ち歩きました。
もともとは、金や象牙で出来た穴の開いた容器の中にハーブなどを詰めて
使用しましたが、オレンジやリンゴにクローブを刺し、スパイスミックスのパウ
ダーをつけて乾燥させて作ることが一般的になりました。このパウダーをポ
マンダーミックスといいます。出来上がったポマンダーは台所に置いたり、
部屋や玄関の香りのアクセントとしてご使用ください。

◎トラディショナル シナモン、カルダモン、
  オールスパイスなどを
 使用した伝統的な香り
◎ノスタルジック フェンネル、アニス、
 ジンジャーなどを使用
 した懐かしい香り

品番 ： 6839　
品名 ： 手作りお香キット オレンジ （イエローパウダー）
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658068399］
品番 ： 6840　
品名 ： 手作りお香キット ラベンダー （ブルーパウダー）
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658068405］
品番 ： 6841　
品名 ： 手作りお香キット ゼラニウム （ピンクパウダー）
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658068412］

簡単に手作りのお香を楽しめるキットです。お香パウダー10gで添付の石
膏型を使用すると、約20個のコーン型のお香が出来上がります。
【キット内容】
お香パウダー 15g／エッセンシャルオイル １ml／石コウ型（コーンタイプ） 1個／取扱説明書

品番 ： 4703　　
品名 ： キャンドルの素 1kg ★　　
価格 ： ¥1,300
［JAN ： 4949658047035］

品番 ： 1911002　
品名 ： キャンドルの素 10kg ★　
価格 ： ¥10,000

品番 ： 1911005　
品名 ： キャンドルの芯 1m　
価格 ： ¥350

品番 ： 1911003　
品名 ： キャンドルの芯 10m　
価格 ： ¥3,000

品番 ： 1911006　
品名 ： キャンドルの座金 1個入　
価格 ： ¥30

品番 ： 1911004　
品名 ： キャンドルの座金 100個入　
価格 ： ¥2,400

キャンドルの素
手作りキャンドルの材料となるキャンドルの素（粉状パラフィン）とキャンドル
の芯、座金です。エッセンシャルオイルやハーブを加えて、香りのキャンドル
作りにご利用ください。

※着色料は食品用です。

品番 ： 3980009　
品名 ： コーン型石膏型　
価格 ： ¥540

石膏型
コーン型のお香を作成するときに使用する型です。

手作りお香キットの作り方
①お香パウダー10gを容器に静かに入れます。
②①に8～10ml（約小さじ2）の水を静かに入れます。
③お香パウダーが飛ばないようにゆっくりと混ぜ合わせます。
④全体に水が行き渡ったところで、エッセンシャルオイル1mlを
　入れます。さらに粘土状になり色むらがなくなるまでよく練ります。
⑤少しずつ手に取り、もう一度よく練ってから石膏型に押し込み、
　コーン状になったお香を取り外します。また、コーン型だけでなく、
　クッキーの型抜き等を使用したり、棒状に伸ばしたり自由なかたち
　でお楽しみいただけます。
⑥風通しのよいところで2～3日ほど乾燥してからお楽しみください。
保管は香りが飛ばないように密閉容器などに入れることをお勧め
いたします。

※食用ではありません。

● サイズ ： 約直径21mm×高さ10mm

品番 ： 3980008
品名 ： 交換用 香立て陶器ホワイト
価格 ： ¥120

香炉
大地に根をおろす木とその周りに集う鳥たちを象った香炉。
スティックタイプでもコーンタイプでも使えます。

● サイズ ： 約直径94mm×高さ78mm
● 材質 : 陶器
● 香立て1個付き

品番：1032
品名：ヒーリングインセンス 香炉
価格：￥2,700
［JAN ： 4949658010329］

コーン型や線香が立てられる香立てです。
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べビーマグちゃんを洗濯機に、ポンといれるだけ。洗剤を使わずにお洗濯
ができるので、赤ちゃんの肌着やオーガニック素材を洗うのにもオススメで
す。 人にも環境にもやさしい「新しいお洗濯」です。

※WEB販売をご希望の方は、事前に登録が必要です。
　詳しくは担当営業にお問い合わせください。

マグちゃんを洗濯機に入れて洗濯物と一緒に洗うだけ。“マグちゃん”とは、純度99.95％のマ
グネシウムによってご家庭の水道水を洗浄力のある水に変えて洗う新しい洗濯用品です。

品番 ： 7591003
品名 ： 洗濯ベビーマグちゃん ブルー
価格 ： ￥2,400
［JAN ： 4582453410033］

品番 ： 7591001
品名 ： 洗濯マグちゃん ブルー
価格 ： ￥1,800
［JAN ： 4582453410019］

品番 ： 7591002
品名 ： 洗濯マグちゃん ピンク
価格 ： ￥1,800
［JAN ： 4582453410026］

品番 ： 7591004
品名 ： 洗濯ベビーマグちゃん ピンク
価格 ： ￥2,400
［JAN ： 4582453410040］

品番 ： 7591005
品名 ： 洗濯ベビーマグちゃん イエロー
価格 ： ￥2,400
［JAN ： 4582453410057］

■洗濯後は干してください。
■乾燥機での使用も可能ですが、メッシュを傷めるため、極力使用はお控え
ください。 
■使用後は不燃物として処理していただくか、肥料と同じようにお庭や鉢の
植物などにマグネシウムの粒を与えてください。マグネシウムは光合成に
欠かせないもので、植物を元気にしてくれます。 

【使用上の注意】
・混ぜるな危険と表示されている塩素系の洗剤との併用はおやめください。
・洗濯以外の目的には使用しないでください。

成　分 マグネシウム（純度99.95％）
液　性 弱アルカリ性
正味量 約70g
材　質 旭化成フュージョン（ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ）
用　途 綿・麻・合成繊維用

成　分 マグネシウム（純度99.95％）
液　性 弱アルカリ性
正味量 約50g
材　質 旭化成フュージョン
　　　　　（ﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ）

用　途 綿・麻・合成繊維用

〔使用量の目安〕
●洗剤と併用の場合：マグちゃん１個+半分の洗剤量
●マグちゃんのみ：2個使用（洗濯物5ｋｇまで）
●マグちゃんのみ：3個使用（洗濯物7ｋｇまで）
●マグちゃんのみ：4個使用（洗濯物9ｋｇまで）
（使用量については、お客様の使用環境によって変わる場
合がありますので、あくまで目安としてお考えください。）
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洗濯ベビーマグちゃん

洗濯マグちゃん

高純度のピュアマグネシウムを水道水の中に入れると水素の気泡が発生し、弱アルカ
リ性のイオン水を生成します。この水には非常に高い洗浄力があり、「洗い」から「す
すぎ」まで、このイオンの水で洗っています。
皮脂汚れの分解率は、洗剤と同様の 30％もあり、臭い成分の分解率は洗剤の約 10倍。
だから「洗濯ベビーマグちゃん」を入れるだけで汚れや臭いがキレイに落ちます。そ
のため、お肌がデリケートな赤ちゃんのお洋服や、オーガニックコットン製品を洗う
際にオススメです。しかも、この洗浄力のある水は流れる場所すべてをキレイにします。
洗濯槽や排水ホースのカビ汚れ、排水された後の川や海の水までキレイにするので、
衣類にやさしく、水を汚さない、人にも環境にも【やさしいお洗濯】です。

臭い成分の分解力は、
合成洗剤よりも強い！

■ 臭い成分除去試験：汗にまみれたユニフォームの臭気の減少量を測定
                               ※水洗い [添加試薬残量　37mg/m3を基準とする ]

洗たくベビーマグちゃん 除去率 70.1％
除去率 6.2％市販の洗剤 [粉末 ]　

[検査機関：日立化成テクノサービス株式会社 ]

0 10 20 30 40 50 60 70 80

消臭 洗濯物に付着した皮脂汚れ、
驚異の分解率！

■皮脂汚れ試験：試料を使用したときの皮脂汚れ
　　　　　　　　（トリオレイン）の減量を測定

抗菌（大腸菌）試験（短時間） レジオネラ菌の繁殖抑制

〈使用前〉

〈100回使用後〉

生理食塩水
ベビーマグちゃん

使うだけで洗濯槽もキレイに！

試験開始 10分後
0

200

400

600

800 X10E3/CFU/KL

20分後 30分後

洗浄

使うだけで洗濯槽もキレイに！
Mg
マグネシウム

・洗濯槽のカビや汚れを徐々に除去します。
 （毎日使用で 2～ 3週間）
・洗濯機の除水ホースや排水溝の汚れが徐々に取れます。

短時間でも菌の抑制に効果大！除菌

試験開始 10分後
0

5

10

15

20

25 X10E6/CFU/KL

20分後 30分後

残り湯を使っても安心
部屋干しのイヤな
臭いをスッキリ解消！

[ 検査機関：一般社団法人日本食品分析センター ]

2時間後
には

ほぼ抑制

※商品のパッケージデザインや仕様が変わることがあります。ご了承ください。

手作りお香キット

手作りお香キット

品番 ： 6849　
品名 ： 手作りお香パウダー 15g×3色　
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658068498］

手作りお香パウダー
タブの木（クスノキ科）の樹皮をパウダー加工したものです。水で練ると粘
りが出て固まり易くなります。各色ともに砂色に見えますが、練るとそれぞ
れの色（イエロー・ブルー・ピンク）に変化します。

品番 ： 977　
品名 ： ポマンダーミックス
　　　トラディショナル 20g
価格 ： ¥600
［JAN ： 4949658009774］

品番 ： 979　
品名 ： ポマンダーミックス
　　　ノスタルジック 20g
価格 ： ¥600
［JAN ： 4949658009798］

品番 ： 978　
品名 ： ポマンダーミックス
　　　トラディショナル 500g
価格 ： ¥12,500
［JAN ： 4949658009781］

品番 ： 980　
品名 ： ポマンダーミックス
　　　ノスタルジック 500g
価格 ： ¥12,500
［JAN ： 4949658009804］

ポマンダーミックス
ポマンダーとは仏語のポム・ダンブルに由来し、
「アンバーのリンゴ」の意味があります。
英国エリザベス朝では、疫病除けや厄除けのお守りとして持ち歩きました。
もともとは、金や象牙で出来た穴の開いた容器の中にハーブなどを詰めて
使用しましたが、オレンジやリンゴにクローブを刺し、スパイスミックスのパウ
ダーをつけて乾燥させて作ることが一般的になりました。このパウダーをポ
マンダーミックスといいます。出来上がったポマンダーは台所に置いたり、
部屋や玄関の香りのアクセントとしてご使用ください。

◎トラディショナル シナモン、カルダモン、
  オールスパイスなどを
 使用した伝統的な香り
◎ノスタルジック フェンネル、アニス、
 ジンジャーなどを使用
 した懐かしい香り

品番 ： 6839　
品名 ： 手作りお香キット オレンジ （イエローパウダー）
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658068399］
品番 ： 6840　
品名 ： 手作りお香キット ラベンダー （ブルーパウダー）
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658068405］
品番 ： 6841　
品名 ： 手作りお香キット ゼラニウム （ピンクパウダー）
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658068412］

簡単に手作りのお香を楽しめるキットです。お香パウダー10gで添付の石
膏型を使用すると、約20個のコーン型のお香が出来上がります。
【キット内容】
お香パウダー 15g／エッセンシャルオイル １ml／石コウ型（コーンタイプ） 1個／取扱説明書

品番 ： 4703　　
品名 ： キャンドルの素 1kg ★　　
価格 ： ¥1,300
［JAN ： 4949658047035］

品番 ： 1911002　
品名 ： キャンドルの素 10kg ★　
価格 ： ¥10,000

品番 ： 1911005　
品名 ： キャンドルの芯 1m　
価格 ： ¥350

品番 ： 1911003　
品名 ： キャンドルの芯 10m　
価格 ： ¥3,000

品番 ： 1911006　
品名 ： キャンドルの座金 1個入　
価格 ： ¥30

品番 ： 1911004　
品名 ： キャンドルの座金 100個入　
価格 ： ¥2,400

キャンドルの素
手作りキャンドルの材料となるキャンドルの素（粉状パラフィン）とキャンドル
の芯、座金です。エッセンシャルオイルやハーブを加えて、香りのキャンドル
作りにご利用ください。

※着色料は食品用です。

品番 ： 3980009　
品名 ： コーン型石膏型　
価格 ： ¥540

石膏型
コーン型のお香を作成するときに使用する型です。

手作りお香キットの作り方
①お香パウダー10gを容器に静かに入れます。
②①に8～10ml（約小さじ2）の水を静かに入れます。
③お香パウダーが飛ばないようにゆっくりと混ぜ合わせます。
④全体に水が行き渡ったところで、エッセンシャルオイル1mlを
　入れます。さらに粘土状になり色むらがなくなるまでよく練ります。
⑤少しずつ手に取り、もう一度よく練ってから石膏型に押し込み、
　コーン状になったお香を取り外します。また、コーン型だけでなく、
　クッキーの型抜き等を使用したり、棒状に伸ばしたり自由なかたち
　でお楽しみいただけます。
⑥風通しのよいところで2～3日ほど乾燥してからお楽しみください。
保管は香りが飛ばないように密閉容器などに入れることをお勧め
いたします。

※食用ではありません。

● サイズ ： 約直径21mm×高さ10mm

品番 ： 3980008
品名 ： 交換用 香立て陶器ホワイト
価格 ： ¥120

香炉
大地に根をおろす木とその周りに集う鳥たちを象った香炉。
スティックタイプでもコーンタイプでも使えます。

● サイズ ： 約直径94mm×高さ78mm
● 材質 : 陶器
● 香立て1個付き

品番：1032
品名：ヒーリングインセンス 香炉
価格：￥2,700
［JAN ： 4949658010329］

コーン型や線香が立てられる香立てです。
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品番 ： 6412　
品名 ： ソープの素 クリアタイプ 1kg
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4949658064124］　
品番 ： 3050003　
品名 ： ソープの素 クリアタイプ 10kg
価格 ： ¥16,000

クリアタイプ
電子レンジや湯せんで簡単に透明石鹸が
作れます。ドライハーブやハーブのパウダー
を入れたり、エッセンシャルオイルで香りをつ
けたりして、お楽しみください。

粒タイプ
植物石鹸の粒タイプ。手作り石鹸の材料として
ご利用ください。特異臭はなく、色、香りをお好
みでつけることができます。きめ細かい泡立ち
の石鹸です。

●成分 ： 水、植物性石鹸素地、グリセリン、プロピレングリコール、ショ糖、ソルビトール、ポリオ
キシエチレンラウリエーテル硫酸Na、ラウリル硫酸Na、塩、ステアリン酸、ラウリン酸、エデト
酸4Na、ペンテト酸5Na、エチドロン酸4Na

＊当商品は雑貨扱いとなります。 品番 ： 970　
品名 ： ソープの素 粒タイプ 1kg
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658009705］　
品番 ： 3050001　
品名 ： ソープの素 粒タイプ 25kg
価格 ： ¥19,000

●成分 ： 植物性石鹸素地、水、グリセリン、塩化Na、エデト酸4Na、エチドロン酸4Na
＊当商品は雑貨扱いとなります。

ソープの素　

針状タイプ
植物石鹸の針状タイプ。手作り石鹸の材料と
してご利用ください。粒タイプよりも細かく柔ら
かいタイプです。特異臭はなく、色、香りをお好
みでつけることができます。きめ細かい泡立ち
の石鹸です。

●成分 ： 植物性石鹸素地、水、塩化Na、グリセリン、エデト酸４Ｎａ、エチドロン酸４Ｎａ
＊当商品は雑貨扱いとなります。

品番 ： 6414
品名 ： ソープの素 針状タイプ 1kg
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658064148］　
品番 ： 3050004　
品名 ： ソープの素 針状タイプ 10kg
価格 ： ¥11,000

品番 ： 6410　
品名 ： ソープの素 パウダータイプ 1kg
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658064100］　
品番 ： 3050005　
品名 ： ソープの素　パウダータイプ15kg
価格 ： ¥17,250

パウダータイプ
植物石鹸のパウダータイプ。手作り石鹸の
材料としてご利用ください。パウダーなのでよ
り他の材料と混ざり易く、色々な形の成形が
楽しめます。特異臭はなく、色、香りをお好み
でつけることができます。きめ細かい泡立ち
の石鹸です。

●成分 ： 植物性石鹸素地、水、グリセリン、塩化Na、エデト酸4Na、エチドロン酸
＊当商品は雑貨扱いとなります。

※商品のパッケージデザインや仕様が変わることがあります。ご了承ください。

クリアソープの作り方 ハーブソープの作り方

パウダータイプの簡単な作り方 ！

①ソープの素クリアタイプを2cm×2cmぐら
いのサイコロ状にカットしておく。（ナイフ
で簡単に切ることができます。）

②①を電子レンジ容器に入れて溶かす。
500w電子レンジで約20秒から30秒くら
い。（泡立てないように様子を見ながら）
※湯せんで溶かすこともできます。その場
合も泡立てないようにしましょう。

③溶けた液に好みでエッセンシャルオイル
やハーブのパウダーなどを加える。（ハー
ブパウダーは小さじ1/8くらいを目安にし
て）
※ソープ素地70～100gに対してエッセン
シャルオイルは10～15滴くらい
※割り箸などでよく混ぜます

④③を仕上げ用の型に流し込む。1時間程
度で固まってくるので完全に固まったら
型から外す。（急ぐときは冷蔵庫で冷やし
てから外してもOK）

⑤気になる部分があれば表面をカッター
ナイフなどで成形し、綿布などで軽く
磨いてできあがり。保存はラップで
きっちりと包む。

①ソープの素を250gくらい用意する。
※粒タイプのソープの素はビニール袋など
に入れ、ビンなどでたたいて細かくする。

②ドライハーブをカップに入れ、熱湯60mlを
注ぎフタをしておく。

③①が冷めたら漉してハーブエキスを取
る。

④大きめの丈夫なビニール袋にソープの
素を入れ、ハチミツ大さじ1杯と、ハーブ
エキスを少しずつ加える。

⑤手でよくもむ。残りのハーブエキスも加え
ながら、固さを調節する。

⑥好みの型にラップを敷いて薄くホホバオ
イルなどのオイルを塗る。

⑦できたソープを少しずつ
　しっかり型に詰めてゆく。

⑧すみずみまできっちりと詰め終わったら、
そっとラップを持ち上げる。（型から抜く）

⑨割り箸を2～3本並べた上に置いて
　完全に乾かしてできあがり。

①

②

②

④

⑥ ・ ⑦

⑨

③

④ ・ ⑤

石けんキット

たのしい石けんキット（パウダータイプ・ドライハーブ付き）

ラベンダーエキスが入った
白い石鹸が出来ます

ソープの素パウダー、ドライハーブ１種のキットです。
（約80gの石けんが2個作れます）

とうめい石けんキット（クリアタイプ・ドライハーブ＆精油付き）
ソープの素クリア、ドライハーブ２種、エッセンシャルオイルのキットです。　（セットの容器で石けんが4個作れます）
ハーブパウダーを混ぜると色付きのクリアソープが出来ます

販売用や教材としても便利なキットです。夏休みの宿題にもオススメ！
ハーブ液を抽出して練りこむパウダータイプと、溶かして型に流し込むクリアタイプがあります。
＊出来上がりの色は天然ハーブの色素なので、石けんの乾燥とともに変色します。

●内容 : ソープの素パウダー110ｇ×１、
　ドライハーブ（ラベンダー）
品番 ： 1011
品名 ： たのしい石けんキット
　　　ラベンダー
価格 ： ¥500
［JAN ： 4949658010114］

バタフライピーエキスが入った
ほんのり青い石鹸が出来ます

●内容 : ソープの素パウダー110ｇ×1、
　ドライハーブ(バタフライピー)
品番 ： 1017
品名 ： たのしい石けんキット
　　　バタフライピー
価格 ： ¥500
［JAN ： 4949658010176］

ローズエキスが入った
薄いベージュ色の石鹸が出来ます

●内容 : ソープの素パウダー110ｇ×１、
　ドライハーブ（ローズ）
品番 ： 1013
品名 ： たのしい石けんキット
　　　ローズ
価格 ： ¥500
［JAN ： 4949658010138］

ローズマリーの香りがする、透明な石けんが出来ます

●内容 : ソープの素クリア200ｇ×1、
ドライハーブ（ラベンダー、ターメリックパウダー）、
エッセンシャルオイル（ローズマリー 1ml・スポイト付き）、
電子レンジ用カップ×１、成形用カップ×２
品番 ： 1007
品名 ： とうめい石けんキット
　　　ラベンダー＆ターメリック
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658010077］

オレンジの香りがする、透明な石けんが出来ます

●内容 : ソープの素クリア200ｇ×1、
ドライハーブ（カモマイル、パプリカパウダー）、
エッセンシャルオイル（オレンジ 1ml・スポイト付き）、
電子レンジ用カップ×１、成形用カップ×２
品番 ： 1008
品名 ： とうめい石けんキット
　　　カモマイル＆パプリカ
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658010084］

ローズヒップエキスが入った
ピンク色の石鹸が出来ます

●内容 : ソープの素パウダー110ｇ×１、
　ドライハーブ（ローズヒップ）
品番 ： 1015
品名 ： たのしい石けんキット
　　　ローズヒップ
価格 ： ¥500
［JAN ： 4949658010152］

付属のハーブを熱湯で抽出
しハーブ液を作り、ビニール袋
に入ったソープの素に混ぜこ
みます（ハーブは、デコレーシ
ョン用に取り分けておいても）

ソープの素とハーブ液をよ
く揉み、粘土状になるまで
練りこみます。
※香りづけする場合は、精
油も混ぜて練りこみます

お好きな形に成型します。
お好みで、取り分けたハー
ブを表面にデコレーション
したり、混ぜこんでも。
風通しのいい場所でしっ
かり乾かしたら完成です

① ② ③
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品番 ： 6412　
品名 ： ソープの素 クリアタイプ 1kg
価格 ： ¥1,800
［JAN ： 4949658064124］　
品番 ： 3050003　
品名 ： ソープの素 クリアタイプ 10kg
価格 ： ¥16,000

クリアタイプ
電子レンジや湯せんで簡単に透明石鹸が
作れます。ドライハーブやハーブのパウダー
を入れたり、エッセンシャルオイルで香りをつ
けたりして、お楽しみください。

粒タイプ
植物石鹸の粒タイプ。手作り石鹸の材料として
ご利用ください。特異臭はなく、色、香りをお好
みでつけることができます。きめ細かい泡立ち
の石鹸です。

●成分 ： 水、植物性石鹸素地、グリセリン、プロピレングリコール、ショ糖、ソルビトール、ポリオ
キシエチレンラウリエーテル硫酸Na、ラウリル硫酸Na、塩、ステアリン酸、ラウリン酸、エデト
酸4Na、ペンテト酸5Na、エチドロン酸4Na

＊当商品は雑貨扱いとなります。 品番 ： 970　
品名 ： ソープの素 粒タイプ 1kg
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658009705］　
品番 ： 3050001　
品名 ： ソープの素 粒タイプ 25kg
価格 ： ¥19,000

●成分 ： 植物性石鹸素地、水、グリセリン、塩化Na、エデト酸4Na、エチドロン酸4Na
＊当商品は雑貨扱いとなります。

ソープの素　

針状タイプ
植物石鹸の針状タイプ。手作り石鹸の材料と
してご利用ください。粒タイプよりも細かく柔ら
かいタイプです。特異臭はなく、色、香りをお好
みでつけることができます。きめ細かい泡立ち
の石鹸です。

●成分 ： 植物性石鹸素地、水、塩化Na、グリセリン、エデト酸４Ｎａ、エチドロン酸４Ｎａ
＊当商品は雑貨扱いとなります。

品番 ： 6414
品名 ： ソープの素 針状タイプ 1kg
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658064148］　
品番 ： 3050004　
品名 ： ソープの素 針状タイプ 10kg
価格 ： ¥11,000

品番 ： 6410　
品名 ： ソープの素 パウダータイプ 1kg
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658064100］　
品番 ： 3050005　
品名 ： ソープの素　パウダータイプ15kg
価格 ： ¥17,250

パウダータイプ
植物石鹸のパウダータイプ。手作り石鹸の
材料としてご利用ください。パウダーなのでよ
り他の材料と混ざり易く、色々な形の成形が
楽しめます。特異臭はなく、色、香りをお好み
でつけることができます。きめ細かい泡立ち
の石鹸です。

●成分 ： 植物性石鹸素地、水、グリセリン、塩化Na、エデト酸4Na、エチドロン酸
＊当商品は雑貨扱いとなります。

※商品のパッケージデザインや仕様が変わることがあります。ご了承ください。

クリアソープの作り方 ハーブソープの作り方

パウダータイプの簡単な作り方 ！

①ソープの素クリアタイプを2cm×2cmぐら
いのサイコロ状にカットしておく。（ナイフ
で簡単に切ることができます。）

②①を電子レンジ容器に入れて溶かす。
500w電子レンジで約20秒から30秒くら
い。（泡立てないように様子を見ながら）
※湯せんで溶かすこともできます。その場
合も泡立てないようにしましょう。

③溶けた液に好みでエッセンシャルオイル
やハーブのパウダーなどを加える。（ハー
ブパウダーは小さじ1/8くらいを目安にし
て）
※ソープ素地70～100gに対してエッセン
シャルオイルは10～15滴くらい
※割り箸などでよく混ぜます

④③を仕上げ用の型に流し込む。1時間程
度で固まってくるので完全に固まったら
型から外す。（急ぐときは冷蔵庫で冷やし
てから外してもOK）

⑤気になる部分があれば表面をカッター
ナイフなどで成形し、綿布などで軽く
磨いてできあがり。保存はラップで
きっちりと包む。

①ソープの素を250gくらい用意する。
※粒タイプのソープの素はビニール袋など
に入れ、ビンなどでたたいて細かくする。

②ドライハーブをカップに入れ、熱湯60mlを
注ぎフタをしておく。

③①が冷めたら漉してハーブエキスを取
る。

④大きめの丈夫なビニール袋にソープの
素を入れ、ハチミツ大さじ1杯と、ハーブ
エキスを少しずつ加える。

⑤手でよくもむ。残りのハーブエキスも加え
ながら、固さを調節する。

⑥好みの型にラップを敷いて薄くホホバオ
イルなどのオイルを塗る。

⑦できたソープを少しずつ
　しっかり型に詰めてゆく。

⑧すみずみまできっちりと詰め終わったら、
そっとラップを持ち上げる。（型から抜く）

⑨割り箸を2～3本並べた上に置いて
　完全に乾かしてできあがり。

①

②

②

④

⑥ ・ ⑦

⑨

③

④ ・ ⑤

石けんキット

たのしい石けんキット（パウダータイプ・ドライハーブ付き）

ラベンダーエキスが入った
白い石鹸が出来ます

ソープの素パウダー、ドライハーブ１種のキットです。
（約80gの石けんが2個作れます）

とうめい石けんキット（クリアタイプ・ドライハーブ＆精油付き）
ソープの素クリア、ドライハーブ２種、エッセンシャルオイルのキットです。　（セットの容器で石けんが4個作れます）
ハーブパウダーを混ぜると色付きのクリアソープが出来ます

販売用や教材としても便利なキットです。夏休みの宿題にもオススメ！
ハーブ液を抽出して練りこむパウダータイプと、溶かして型に流し込むクリアタイプがあります。
＊出来上がりの色は天然ハーブの色素なので、石けんの乾燥とともに変色します。

●内容 : ソープの素パウダー110ｇ×１、
　ドライハーブ（ラベンダー）
品番 ： 1011
品名 ： たのしい石けんキット
　　　ラベンダー
価格 ： ¥500
［JAN ： 4949658010114］

バタフライピーエキスが入った
ほんのり青い石鹸が出来ます

●内容 : ソープの素パウダー110ｇ×1、
　ドライハーブ(バタフライピー)
品番 ： 1017
品名 ： たのしい石けんキット
　　　バタフライピー
価格 ： ¥500
［JAN ： 4949658010176］

ローズエキスが入った
薄いベージュ色の石鹸が出来ます

●内容 : ソープの素パウダー110ｇ×１、
　ドライハーブ（ローズ）
品番 ： 1013
品名 ： たのしい石けんキット
　　　ローズ
価格 ： ¥500
［JAN ： 4949658010138］

ローズマリーの香りがする、透明な石けんが出来ます

●内容 : ソープの素クリア200ｇ×1、
ドライハーブ（ラベンダー、ターメリックパウダー）、
エッセンシャルオイル（ローズマリー 1ml・スポイト付き）、
電子レンジ用カップ×１、成形用カップ×２
品番 ： 1007
品名 ： とうめい石けんキット
　　　ラベンダー＆ターメリック
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658010077］

オレンジの香りがする、透明な石けんが出来ます

●内容 : ソープの素クリア200ｇ×1、
ドライハーブ（カモマイル、パプリカパウダー）、
エッセンシャルオイル（オレンジ 1ml・スポイト付き）、
電子レンジ用カップ×１、成形用カップ×２
品番 ： 1008
品名 ： とうめい石けんキット
　　　カモマイル＆パプリカ
価格 ： ¥1,000
［JAN ： 4949658010084］

ローズヒップエキスが入った
ピンク色の石鹸が出来ます

●内容 : ソープの素パウダー110ｇ×１、
　ドライハーブ（ローズヒップ）
品番 ： 1015
品名 ： たのしい石けんキット
　　　ローズヒップ
価格 ： ¥500
［JAN ： 4949658010152］

付属のハーブを熱湯で抽出
しハーブ液を作り、ビニール袋
に入ったソープの素に混ぜこ
みます（ハーブは、デコレーシ
ョン用に取り分けておいても）

ソープの素とハーブ液をよ
く揉み、粘土状になるまで
練りこみます。
※香りづけする場合は、精
油も混ぜて練りこみます

お好きな形に成型します。
お好みで、取り分けたハー
ブを表面にデコレーション
したり、混ぜこんでも。
風通しのいい場所でしっ
かり乾かしたら完成です

① ② ③
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品番 ： 1868　
品名 ： みつろう 20g
価格 ： ¥300
［JAN ： 4949658018684］

品番 ： 2832　
品名 ： みつろう 100g
価格 ： ¥1,150
［JAN ： 4949658028324］

品番 ： 4622　
品名 ： みつろう 500g
価格 ： ¥4,300
［JAN ： 4949658046229］

蜜蜂の巣から採取したロウ。手作りのハンドクリームやリップクリーム、また、
キャンドルの材料としてもご利用いただけます。

みつろう

品番 ： 4700　
品名 ： カオリン 20g
価格 ： ¥160
［JAN ： 4949658047004］　

品番 ： 4701　
品名 ： カオリン 100g
価格 ： ¥580
［JAN ： 4949658047011］

品番 ： 4702　
品名 ： カオリン 500g
価格 ： ¥2,300
［JAN ： 4949658047028］

カオリン
別名・白陶土とも言い、長石、雲母などの風化したもので、天然に産する
含水ケイ酸アルミニウムです。吸収力、吸着力、カバー力に富むため、手作
りパックの材料としてご利用いただけます。

ココアバター
煎ったココア豆から採れるバター状の油脂。ビタミンA、B、B2、ミネラルが
豊富で保湿性があるといわれています。手作りクリームの材料としてご利
用いただけます。

品番 ： 1866　
品名 ： キサンタンガム 20g
価格 ： ¥500
［JAN ： 4949658018660］

品番 ： 4704　
品名 ： ココアバター 粒タイプ 20g
価格 ： ¥400
［JAN ： 4949658047042］

キサンタンガム
デンプン等の糖質を発酵して得た天然の増粘剤です。
手作りジェルローションやジェル乳液の材料としてご利用いただけます。

その他基材

手作りスキンケアなどに使用でき
る植物性の無水エタノールです。
サトウキビ・甜菜などの糖質と、サツ
マイモ・トウモロコシ・麦などのデンプ
ン質を原料としています。
品番 ： 1019
品名 ： 無水エタノール植物性 100ml
価格 ： ￥1,000
［JAN ： 4949658010190］

無水エタノール植物性
手作りスキンケアなどに使用できる
植物性のグリセリンです。肌荒れの
方にもおすすめです。ヤシ、パー
ム、ひまわり、菜種などを原料として
います。（医薬部外品です）
品番 ： 1020
品名 ： グリセリン植物性 100ml
価格 ： ￥850
［JAN ： 4949658010206］

グリセリン植物性 化粧用水（精製水）
洗顔や手作りスキンケアなど
に使用できる、化粧品登録さ
れた化粧用精製水です。

品番 ： 1021
品名 ： 精製水化粧用 500ml
価格 ： ￥350
［JAN ： 4949658010213］

バスボムやボディパウダーの基材として
使用できるコーンスターチ。トウモロコシ
から作られたさらさらとしたデンプンで
す。食用グレードのものです。

品番 ： 1022
品名 ： コーンスターチ 50g
価格 ： ￥300
［JAN ： 4949658010220］

品番 ： 1029
品名 ： コーンスターチ 1ｋｇ
価格 ： ￥1,000
［JAN ： 4949658010299］

コーンスターチ 消臭剤やバスボムなどの基材として使用できる、
内モンゴルの地下から掘り出した天然ソーダ灰
100％の重曹です。

品番 ： 1023
品名 ： 重曹 200ｇ
価格 ： ￥350
［JAN ： 4949658010237］

品番 ： 1030
品名 ： 重曹 1ｋｇ
価格 ： ￥1,000
［JAN ： 4949658010305］

重曹

お掃除スプレーやバスボムなどの基材として使
用できるクエン酸です。サトウキビ由来の食品
グレードのものです。
品番 ： 1024
品名 ： クエン酸 100ｇ
価格 ： ￥400
［JAN ： 4949658010244］

品番 ： 1031
品名 ： クエン酸 1ｋｇ
価格 ： ￥1,200
［JAN ： 4949658010312］

クエン酸

品番 ： 1070　　
品名 ： イスラエル 死海産ミネラル塩 500ｇ
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658010701］

死海ミネラル塩 イスラエルの死海から採れるミネラル塩です。
ナトリウムが少なく、マグネシウム、カリウム、カル
シウムなどのミネラルが豊富に含まれていま
す。そのまま入浴剤としてやクラフト基材として
バスソルト作りにもご使用いただけます。

○パーム油100％で、地球にやさしい
○カップの中でロウが液化、最後まで使い切れます
○ススが少なく、お手入れ簡単
○アルミカップに折り返しがついて滑らかな手触り
○芯がずれないので、炎がいつも真ん中に
○燃焼時間：約4時間

ティーキャンドル

キャンドル式のウォーマーやアロマランプにお使いいただけるティーキャンドル。
パーム油100％の植物生まれです。

アルミカップキャンドル

品番 ： 1917483
品名 ： 植物生まれのキャンドルアルミカップ 30個 
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4901435874838］
●箱サイズ ： 幅78ｍｍ×奥行192ｍｍ×高さ62ｍｍ 

品番 ： 1917484
品名 ： 植物生まれのキャンドルアルミカップ 10個
価格 ： ¥450
［JAN ： 4901435874845］
●箱サイズ ： 幅78ｍｍ×奥行192ｍｍ×高さ22ｍｍ 

●キャンドルサイズ ： 直径38ｍｍ×厚み20ｍｍ

アロマスターターキット 基本編（2級対応） アロマスターターキット 応用編（1級対応）

※1級香りのテスト対象精油は、2級(9種)と合わせた17種です。

アロマスターターキット

内容量：9種類 各1ml 
スポイト（1滴≒0.025ml）1本 
ムエット（試香紙）10枚 
セット内容：オレンジスイート、ゼラニウム、
ティートゥリー、フランキンセンス、ペパーミント、
ユーカリ、ラベンダー、レモン、ローズマリー 

内容量：8種類 各1ml
（カモマイルローマンは0.3ml） 
スポイト（1滴≒0.025ml）1本 
ムエット（試香紙）10枚 
セット内容：イランイラン、カモマイルローマン、
ジュニパーベリー、クラリセージ、
ベルガモット、グレープフルーツ、
マジョラムスイート、レモングラス

品番 ： 340 
品名 ： カリス アロマスターターキット 応用編
価格 ： ¥2,600
［JAN ： 4949658003406］

初めてアロマを始める方にもお楽しみいただけるエッセンシャルオイルのセットです。 
公益社団法人 アロマ環境協会が行っているアロマテラピー検定のテスト対象となるエッセンシャルオイルです。

品番 ： 341
品名 ： カリス アロマスターターキット 基本編
価格 ： ¥2,300
［JAN ： 4949658003413］

※商品のパッケージデザインや仕様が変わることがあります。ご了承ください。

美容業界で話題を集める、「エプソムソルト」。

基本の入浴方法
浴槽にぬるめのお湯をため、お好みで約100ｇのエプソムソルトを加え、良く混ぜてまんべんなく溶かす。
浴槽につかる時間は、10～20分くらいを目安に。入浴後は、シャワーで洗い流す。
＊長く入ると、代謝がよくなりのぼせる場合もあるので、
体調に注意して水分をとりながら短めに入りましょう。

品番 ： 1105
品名 ： エプソムソルト 1ｋｇ
価格 ： ￥800
［JAN ： 4949658011050］

品番 ： 1106
品名 ： エプソムソルト 100ｇ
価格 ： ￥250
［JAN ： 4949658011067］

エプソムソルト

～エプソムソルトの使い方～

「ソルト」という名称ですが「塩」ではなく、硫酸マグネシウムを成分とする天然ミネラルの結晶です。
イギリスのエプソム地方で発見されたことから「エプソムソルト」と呼ばれます。
欧米では、バスソルトとして一般的に使われています。肌ケアの効果が再注目され、雑誌やSNSでも取り上げられています。

～エプソムソルトとは？～

粒は細かく、
さらっとしています

炭酸バス
エプソムソルト1：重曹1：クエ
ン酸1の割合でブレンドして、
泡のお風呂が楽しめます

アロマバス
重曹1：エプソムソルト2にお
好みの精油をプラスして、香
りのバスタイムに

マッサージソルト
エプソムソルトをオリーブ油
などのキャリアオイルで希釈
し、ひざやかかとをやさしくマ
ッサージ

エプソムソルト

活用法

クリームの作り方 ちょっと贅沢な
　　フェイスパック

※手作りクリームは防腐剤を使用していないので早めに使い切るようにしましょう。

ハンドクリーム

材料： アーモンド油 25ml
 みつろう 5g
 精油 5滴
 （ラベンダー3滴、
　　　　　ティートリー2滴）

①ヒースは乳鉢ですりつぶしたり、ミル等で粉末にしておきます。
②ボウルにカオリンを入れ、ヒースを茶漉しでふるい入れてよく混ぜ合わせます。
③②にフローラルウォーターを入れよく混ぜてから、キャリアオイルと
　精油を入れてさらによく混ぜるとパックのできあがり。
【使い方】
①目の周りと口の周りをさけて、指でていねいに塗ります。
②5～10分程度そのままにしておき、あとは水かぬるま湯で洗い流します。

リップクリーム

材料： アーモンド油 8ml
 ココアバター 1g
 みつろう 2g
 ハチミツ   耳かき1杯

※手作りパックは防腐剤を使用していないので一度で使い切るようにしましょう。

材料： カオリン　10g ヒース　3g
 フローラルウォーター 20ml（ローズウォーター）
 キャリアオイル　1ml（ローズヒップオイル）
 精油　1滴（ローズ）

①アーモンド油とみつろうを容器に入れ、湯せ
んにかけて溶かし、混ぜながら粗熱をとる。
②精油を加え、よく混ぜ合わせる。
③容器に入れて完全に冷ましてできあがり。

①アーモンド油、ココアバター、みつろうを容
器に入れ、湯せんにかけて溶かし、混ぜな
がら粗熱をとる。
②ハチミツを加え、よく混ぜ合わせる。
③容器に入れて完全に冷ましてできあがり。
※お好みでエッセンシャルオイルを1滴加えても 
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品番 ： 1868　
品名 ： みつろう 20g
価格 ： ¥300
［JAN ： 4949658018684］

品番 ： 2832　
品名 ： みつろう 100g
価格 ： ¥1,150
［JAN ： 4949658028324］

品番 ： 4622　
品名 ： みつろう 500g
価格 ： ¥4,300
［JAN ： 4949658046229］

蜜蜂の巣から採取したロウ。手作りのハンドクリームやリップクリーム、また、
キャンドルの材料としてもご利用いただけます。

みつろう

品番 ： 4700　
品名 ： カオリン 20g
価格 ： ¥160
［JAN ： 4949658047004］　

品番 ： 4701　
品名 ： カオリン 100g
価格 ： ¥580
［JAN ： 4949658047011］

品番 ： 4702　
品名 ： カオリン 500g
価格 ： ¥2,300
［JAN ： 4949658047028］

カオリン
別名・白陶土とも言い、長石、雲母などの風化したもので、天然に産する
含水ケイ酸アルミニウムです。吸収力、吸着力、カバー力に富むため、手作
りパックの材料としてご利用いただけます。

ココアバター
煎ったココア豆から採れるバター状の油脂。ビタミンA、B、B2、ミネラルが
豊富で保湿性があるといわれています。手作りクリームの材料としてご利
用いただけます。

品番 ： 1866　
品名 ： キサンタンガム 20g
価格 ： ¥500
［JAN ： 4949658018660］

品番 ： 4704　
品名 ： ココアバター 粒タイプ 20g
価格 ： ¥400
［JAN ： 4949658047042］

キサンタンガム
デンプン等の糖質を発酵して得た天然の増粘剤です。
手作りジェルローションやジェル乳液の材料としてご利用いただけます。

その他基材

手作りスキンケアなどに使用でき
る植物性の無水エタノールです。
サトウキビ・甜菜などの糖質と、サツ
マイモ・トウモロコシ・麦などのデンプ
ン質を原料としています。
品番 ： 1019
品名 ： 無水エタノール植物性 100ml
価格 ： ￥1,000
［JAN ： 4949658010190］

無水エタノール植物性
手作りスキンケアなどに使用できる
植物性のグリセリンです。肌荒れの
方にもおすすめです。ヤシ、パー
ム、ひまわり、菜種などを原料として
います。（医薬部外品です）
品番 ： 1020
品名 ： グリセリン植物性 100ml
価格 ： ￥850
［JAN ： 4949658010206］

グリセリン植物性 化粧用水（精製水）
洗顔や手作りスキンケアなど
に使用できる、化粧品登録さ
れた化粧用精製水です。

品番 ： 1021
品名 ： 精製水化粧用 500ml
価格 ： ￥350
［JAN ： 4949658010213］

バスボムやボディパウダーの基材として
使用できるコーンスターチ。トウモロコシ
から作られたさらさらとしたデンプンで
す。食用グレードのものです。

品番 ： 1022
品名 ： コーンスターチ 50g
価格 ： ￥300
［JAN ： 4949658010220］

品番 ： 1029
品名 ： コーンスターチ 1ｋｇ
価格 ： ￥1,000
［JAN ： 4949658010299］

コーンスターチ 消臭剤やバスボムなどの基材として使用できる、
内モンゴルの地下から掘り出した天然ソーダ灰
100％の重曹です。

品番 ： 1023
品名 ： 重曹 200ｇ
価格 ： ￥350
［JAN ： 4949658010237］

品番 ： 1030
品名 ： 重曹 1ｋｇ
価格 ： ￥1,000
［JAN ： 4949658010305］

重曹

お掃除スプレーやバスボムなどの基材として使
用できるクエン酸です。サトウキビ由来の食品
グレードのものです。
品番 ： 1024
品名 ： クエン酸 100ｇ
価格 ： ￥400
［JAN ： 4949658010244］

品番 ： 1031
品名 ： クエン酸 1ｋｇ
価格 ： ￥1,200
［JAN ： 4949658010312］

クエン酸

品番 ： 1070　　
品名 ： イスラエル 死海産ミネラル塩 500ｇ
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4949658010701］

死海ミネラル塩 イスラエルの死海から採れるミネラル塩です。
ナトリウムが少なく、マグネシウム、カリウム、カル
シウムなどのミネラルが豊富に含まれていま
す。そのまま入浴剤としてやクラフト基材として
バスソルト作りにもご使用いただけます。

○パーム油100％で、地球にやさしい
○カップの中でロウが液化、最後まで使い切れます
○ススが少なく、お手入れ簡単
○アルミカップに折り返しがついて滑らかな手触り
○芯がずれないので、炎がいつも真ん中に
○燃焼時間：約4時間

ティーキャンドル

キャンドル式のウォーマーやアロマランプにお使いいただけるティーキャンドル。
パーム油100％の植物生まれです。

アルミカップキャンドル

品番 ： 1917483
品名 ： 植物生まれのキャンドルアルミカップ 30個 
価格 ： ¥1,200
［JAN ： 4901435874838］
●箱サイズ ： 幅78ｍｍ×奥行192ｍｍ×高さ62ｍｍ 

品番 ： 1917484
品名 ： 植物生まれのキャンドルアルミカップ 10個
価格 ： ¥450
［JAN ： 4901435874845］
●箱サイズ ： 幅78ｍｍ×奥行192ｍｍ×高さ22ｍｍ 

●キャンドルサイズ ： 直径38ｍｍ×厚み20ｍｍ

アロマスターターキット 基本編（2級対応） アロマスターターキット 応用編（1級対応）

※1級香りのテスト対象精油は、2級(9種)と合わせた17種です。

アロマスターターキット

内容量：9種類 各1ml 
スポイト（1滴≒0.025ml）1本 
ムエット（試香紙）10枚 
セット内容：オレンジスイート、ゼラニウム、
ティートゥリー、フランキンセンス、ペパーミント、
ユーカリ、ラベンダー、レモン、ローズマリー 

内容量：8種類 各1ml
（カモマイルローマンは0.3ml） 
スポイト（1滴≒0.025ml）1本 
ムエット（試香紙）10枚 
セット内容：イランイラン、カモマイルローマン、
ジュニパーベリー、クラリセージ、
ベルガモット、グレープフルーツ、
マジョラムスイート、レモングラス

品番 ： 340 
品名 ： カリス アロマスターターキット 応用編
価格 ： ¥2,600
［JAN ： 4949658003406］

初めてアロマを始める方にもお楽しみいただけるエッセンシャルオイルのセットです。 
公益社団法人 アロマ環境協会が行っているアロマテラピー検定のテスト対象となるエッセンシャルオイルです。

品番 ： 341
品名 ： カリス アロマスターターキット 基本編
価格 ： ¥2,300
［JAN ： 4949658003413］

※商品のパッケージデザインや仕様が変わることがあります。ご了承ください。

美容業界で話題を集める、「エプソムソルト」。

基本の入浴方法
浴槽にぬるめのお湯をため、お好みで約100ｇのエプソムソルトを加え、良く混ぜてまんべんなく溶かす。
浴槽につかる時間は、10～20分くらいを目安に。入浴後は、シャワーで洗い流す。
＊長く入ると、代謝がよくなりのぼせる場合もあるので、
体調に注意して水分をとりながら短めに入りましょう。

品番 ： 1105
品名 ： エプソムソルト 1ｋｇ
価格 ： ￥800
［JAN ： 4949658011050］

品番 ： 1106
品名 ： エプソムソルト 100ｇ
価格 ： ￥250
［JAN ： 4949658011067］

エプソムソルト

～エプソムソルトの使い方～

「ソルト」という名称ですが「塩」ではなく、硫酸マグネシウムを成分とする天然ミネラルの結晶です。
イギリスのエプソム地方で発見されたことから「エプソムソルト」と呼ばれます。
欧米では、バスソルトとして一般的に使われています。肌ケアの効果が再注目され、雑誌やSNSでも取り上げられています。

～エプソムソルトとは？～

粒は細かく、
さらっとしています

炭酸バス
エプソムソルト1：重曹1：クエ
ン酸1の割合でブレンドして、
泡のお風呂が楽しめます

アロマバス
重曹1：エプソムソルト2にお
好みの精油をプラスして、香
りのバスタイムに

マッサージソルト
エプソムソルトをオリーブ油
などのキャリアオイルで希釈
し、ひざやかかとをやさしくマ
ッサージ

エプソムソルト

活用法

クリームの作り方 ちょっと贅沢な
　　フェイスパック

※手作りクリームは防腐剤を使用していないので早めに使い切るようにしましょう。

ハンドクリーム

材料： アーモンド油 25ml
 みつろう 5g
 精油 5滴
 （ラベンダー3滴、
　　　　　ティートリー2滴）

①ヒースは乳鉢ですりつぶしたり、ミル等で粉末にしておきます。
②ボウルにカオリンを入れ、ヒースを茶漉しでふるい入れてよく混ぜ合わせます。
③②にフローラルウォーターを入れよく混ぜてから、キャリアオイルと
　精油を入れてさらによく混ぜるとパックのできあがり。
【使い方】
①目の周りと口の周りをさけて、指でていねいに塗ります。
②5～10分程度そのままにしておき、あとは水かぬるま湯で洗い流します。

リップクリーム

材料： アーモンド油 8ml
 ココアバター 1g
 みつろう 2g
 ハチミツ   耳かき1杯

※手作りパックは防腐剤を使用していないので一度で使い切るようにしましょう。

材料： カオリン　10g ヒース　3g
 フローラルウォーター 20ml（ローズウォーター）
 キャリアオイル　1ml（ローズヒップオイル）
 精油　1滴（ローズ）

①アーモンド油とみつろうを容器に入れ、湯せ
んにかけて溶かし、混ぜながら粗熱をとる。
②精油を加え、よく混ぜ合わせる。
③容器に入れて完全に冷ましてできあがり。

①アーモンド油、ココアバター、みつろうを容
器に入れ、湯せんにかけて溶かし、混ぜな
がら粗熱をとる。
②ハチミツを加え、よく混ぜ合わせる。
③容器に入れて完全に冷ましてできあがり。
※お好みでエッセンシャルオイルを1滴加えても 
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遮光瓶・容器・その他 遮光瓶類はエッセンシャルオイルの保存や、手作り化粧品（マッサージオイルなど）、エアーフレッシュナーな
どの保存容器としてご利用頂けます。それぞれの用途、ご使用量に合った容器をお求めください。

20ml 30ml 50ml 100ml10ml

●素材：ポリエステル、ポリエチレン
●サイズ ： 120mm×95mm

品番 ： 4350001
品名 ： お茶だしパック50枚入
価格 ： ¥260

お茶だしパック
●容量 ： 30ml
●キャップ ： プラスチック
●本体 ： ガラス
●サイズ : 直径40mm×高さ47mm
品番 ： 59
品名 ： コスメティックジャー
　　　キャップセット
価格 ： ¥250
［JAN ： 4949658000597］

コスメティックジャー 

30ml

※商品のパッケージデザインや仕様が変わることがあります。ご了承ください。

5ml 10ml 20ml 30ml 50ml 100ml1ml 500ml

遮光瓶30ml・50mlにご利用になれます。

品番 ： 7365
品名 ： 遮光瓶30ml用スポイト
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073652］

品番 ： 7366
品名 ： 遮光瓶50ml用スポイト
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073669］

スポイト

手作りクリーム用の保存容器としてご利用ください。クリーム容器

30ml5ml

●容量 ： 30ml
●キャップ、内ブタ、本体 ： プラスチック
●サイズ : 直径47mm×高さ39mm
品番 ： 7368
品名 ： クリーム容器　30ｍｌ
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073683］

●容量 ： 5ml
●キャップ、内ブタ、本体 ： プラスチック
●サイズ : 直径33mm×高さ28mm 
品番 ： 7370
品名 ： クリーム容器　5ｍｌ
価格 ： ¥150
［JAN ： 4949658073706］

品番 ： 7376
品名 ： 遮光瓶共用アトマイザー　白
価格 ： ￥250
［JAN ： 4949658073768］

遮光瓶20ml～100mlにご利用になれます。
※遮光瓶のサイズに合わせて管の長さを切っ
てご使用ください。

アトマイザー茶色遮光瓶 青色遮光瓶

密閉性のあるポリ栓になってい
る角瓶です
●本体 ： ガラス、キャップ：ガラス・プラスチック
●サイズ : 61mm×61mm×高さ110mm

品番 ： 3300012
品名 ： アメ角ポリ栓瓶
価格 ： ¥200

アメ角ポリ栓瓶

約190ml

●容量 ： 20ml　
●本体 ： ガラス、キャップ : コルク
●サイズ（本体） ： 直径30mm×45mm
品番 ： 7373
品名 ： スナップカップ（コルク栓付）
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073737］

スナップカップ

●サイズ ：直径65mm×高さ32mm

品番 ： 75020001
品名 ： リコ丸缶
価格 ： ¥500

裏面に磁石が付いています

丸缶

●ガラス、天然ゴム　●一滴 ： 約0.025ml

品番 ： 3300010
品名 ： ms-1 ゴムピペット
価格 ： ¥250

エッセンシャルオイルの計量など
にご利用ください。

手作りパウダーに使用していただける、パフ付パウダー容器です。
穴あきの中栓を外していただくと、クリーム容器としてもご利用になれます。

●ガラス、シリコン製スポイト
●一目盛り : 0.1ml

品番 ： 3300019　ロット ： 10
品名 ： ピペット 1ml
価格 ： ¥350

ピペット

エッセンシャルオイルの
香りを確かめたいとき
などにご使用ください。

●１枚のサイズ ： 140㎜×7㎜
●内容量 ： 200枚（50枚×4束）

品番 ： 1110
品名 ： ムエット 200枚
価格 ： ￥900
［JAN ： 4949658011104］

ムエット（試香紙）

1ml

●セット内容：容器、穴あき中栓、蓋、パフ
　＊パフはどちらも白です。リボン部分が
　  ホワイト、ピンクの2色になります。
●容器 : ポリプロピレン
●サイズ ： 直径64mm×35mm
●容量 ： パウダー約10g
　　　　クリーム約50g

品番 ： 4511001 
品名 ： パウダー容器 ホワイトリボン パフ
価格 ： ¥450

品番 ： 4511002 
品名 ： パウダー容器 ピンクリボン パフ
価格 ： ¥450

パウダー容器セット（パフ付）

※サイズは、製造上多少の誤差があります。予めご了承ください。

1ml

●サイズ : 直径10mm×高さ29mm
品番 ： 7081
品名 ： 遮光瓶 1ml
価格 ： ¥100
［JAN ： 4949658070811］

●サイズ : 直径21mm×高さ58mm
品番 ： 7372
品名 ： 茶色遮光瓶 5ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥150
［JAN ： 4949658073720］

●サイズ : 直径24mm×高さ65mm
品番 ： 7377
品名 ： 茶色遮光瓶 10ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥150
［JAN ： 4949658073775］

●サイズ : 直径32mm×高さ85mm
品番 ： 7379
品名 ： 茶色遮光瓶 30ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥150
［JAN ： 4949658073799］

●サイズ : 直径37mm×高さ95mm
品番 ： 7380
品名 ： 茶色遮光瓶 50ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073805］

●サイズ : 直径46mm×高さ115mm
品番 ： 7381
品名 ： 茶色遮光瓶 100ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥300
［JAN ： 4949658073812］

●サイズ : 直径25mm×高さ62mm
品番 ： 60
品名 ： 青色遮光瓶 10ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658000603］
●サイズ : 直径28mm×高さ78mm
品番 ： 7360
品名 ： 青色遮光瓶 20ml
　　　 （ドロッパー付）
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073607］

●サイズ : 直径30mm×高さ90mm
品番 ： 7361
品名 ： 青色遮光瓶 30ml
　　　 （ドロッパー付）
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073614］

●サイズ : 直径35mm×高さ94mm
品番 ： 7362
品名 ： 青色遮光瓶 50ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥300
［JAN ： 4949658073621］

●サイズ : 直径45mm×高さ130mm
品番 ： 7363　
品名 ： 青色遮光瓶 100ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥400
［JAN ： 4949658073638］

●サイズ : 直径29mm×高さ75mm
品番 ： 7378
品名 ： 茶色遮光瓶 20ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥150
［JAN ： 4949658073782］

●サイズ : 直径70mm×高さ182mm
品番 ： 3961
品名 ： 遮光瓶 500ml 
　　　（中栓付）
価格 ： ¥250
［JAN ： 4949658039610］ 液体の体積を測る際にご利用

ください。細かく目盛りが付いて
いるため、汎用性があります。

●容量 ： 20ml　●最小目盛り0.2ml
●サイズ ： 直径16mm×200mm
●耐熱ガラス　

品番 ： 2120003
品名 ： メスシリンダー20ml ★
価格 ： ¥1,400

メスシリンダー

●容量 ： 10ml　
●フタ、ロール部分 ： プラスチック　
●本体 ： ガラス
●サイズ ：直径19mm×85mm
品番 ： 7369
品名 ：ロールオンボトル
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073690］

●容量 ： 10ml　
●フタ、ロール部分 ： プラスチック　
●本体 ： ガラス
●サイズ ：直径19mm×85mm
品番 ： 7382
品名 ： ロールオンボトル ブラウン
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073829］

先端にロールが付いているので、手作り香水などに
ご利用ください。ロールオンボトル

●サイズ ： 直径約90mm×高さ約45mm　
●磁器
品番 ： 4820008
品名 ： 乳鉢M　乳棒付き
価格 ： ¥940
［JAN ： 4529258811412］
●サイズ ： 直径約120mm×高さ約58mm　
●磁器
品番 ： 4820009
品名 ： 乳鉢L　乳棒付き
価格 ： ¥1,600
［JAN ： 4529258811405］

乳鉢

LM

液体、オイルなどを混ぜるときにお使いください。

●ガラス
●サイズ ： 直径5mm×170mm

品番 ： 2120004
品名 ： ガラス攪拌棒 ★
価格 ： ¥180

ガラス攪拌棒

※±40℃の急冷、急熱を加えると破損の原因に
　なります。

●サイズ : 直径32mm×40mm
●耐熱ガラス　●耐熱温度差 ：120℃
品番 ： 3062001　ロット ： 6
品名 ： ビーカー 10ml ★
価格 ： ¥600
［JAN ： 4977642005068］

●サイズ : 直径53mm×61mm
●耐熱ガラス　●耐熱温度差 ：120℃
品番 ： 3062003　ロット ： 6　
品名 ： ビーカー 50ml ★
価格 ： ¥450
［JAN ： 4977642001152］

●サイズ : 直径41mm×51mm
●耐熱ガラス　●耐熱温度差 ：120℃
品番 ： 3062002　ロット ： 6　
品名 ： ビーカー 30ml ★
価格 ： ¥600
［JAN ： 4977642005006］

●サイズ : 直径63mm×71mm
●耐熱ガラス　●耐熱温度差 ：120℃
品番 ： 3062004　ロット ： 6　
品名 ： ビーカー 100ml ★
価格 ： ¥450
［JAN ： 4977642001206］

ビーカー

10ml 30ml 50ml 100ml

●容量 ： 4g　
●フタ、本体 ： プラスチック
●耐熱温度差 ： 約60℃
●サイズ ： 直径16mm×67mm
品番 ： 4400001
品名 ： リップクリーム容器 ★
価格 ： ¥150

手作りリップクリームなど
にご利用ください。

リップクリーム容器

※シリコン部部分の色が、半透明に変わりました。
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遮光瓶・容器・その他 遮光瓶類はエッセンシャルオイルの保存や、手作り化粧品（マッサージオイルなど）、エアーフレッシュナーな
どの保存容器としてご利用頂けます。それぞれの用途、ご使用量に合った容器をお求めください。

20ml 30ml 50ml 100ml10ml

●素材：ポリエステル、ポリエチレン
●サイズ ： 120mm×95mm

品番 ： 4350001
品名 ： お茶だしパック50枚入
価格 ： ¥260

お茶だしパック
●容量 ： 30ml
●キャップ ： プラスチック
●本体 ： ガラス
●サイズ : 直径40mm×高さ47mm
品番 ： 59
品名 ： コスメティックジャー
　　　キャップセット
価格 ： ¥250
［JAN ： 4949658000597］

コスメティックジャー 

30ml

※商品のパッケージデザインや仕様が変わることがあります。ご了承ください。

5ml 10ml 20ml 30ml 50ml 100ml1ml 500ml

遮光瓶30ml・50mlにご利用になれます。

品番 ： 7365
品名 ： 遮光瓶30ml用スポイト
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073652］

品番 ： 7366
品名 ： 遮光瓶50ml用スポイト
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073669］

スポイト

手作りクリーム用の保存容器としてご利用ください。クリーム容器

30ml5ml

●容量 ： 30ml
●キャップ、内ブタ、本体 ： プラスチック
●サイズ : 直径47mm×高さ39mm
品番 ： 7368
品名 ： クリーム容器　30ｍｌ
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073683］

●容量 ： 5ml
●キャップ、内ブタ、本体 ： プラスチック
●サイズ : 直径33mm×高さ28mm 
品番 ： 7370
品名 ： クリーム容器　5ｍｌ
価格 ： ¥150
［JAN ： 4949658073706］

品番 ： 7376
品名 ： 遮光瓶共用アトマイザー　白
価格 ： ￥250
［JAN ： 4949658073768］

遮光瓶20ml～100mlにご利用になれます。
※遮光瓶のサイズに合わせて管の長さを切っ
てご使用ください。

アトマイザー茶色遮光瓶 青色遮光瓶

密閉性のあるポリ栓になってい
る角瓶です
●本体 ： ガラス、キャップ：ガラス・プラスチック
●サイズ : 61mm×61mm×高さ110mm

品番 ： 3300012
品名 ： アメ角ポリ栓瓶
価格 ： ¥200

アメ角ポリ栓瓶

約190ml

●容量 ： 20ml　
●本体 ： ガラス、キャップ : コルク
●サイズ（本体） ： 直径30mm×45mm
品番 ： 7373
品名 ： スナップカップ（コルク栓付）
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073737］

スナップカップ

●サイズ ：直径65mm×高さ32mm

品番 ： 75020001
品名 ： リコ丸缶
価格 ： ¥500

裏面に磁石が付いています

丸缶

●ガラス、天然ゴム　●一滴 ： 約0.025ml

品番 ： 3300010
品名 ： ms-1 ゴムピペット
価格 ： ¥250

エッセンシャルオイルの計量など
にご利用ください。

手作りパウダーに使用していただける、パフ付パウダー容器です。
穴あきの中栓を外していただくと、クリーム容器としてもご利用になれます。

●ガラス、シリコン製スポイト
●一目盛り : 0.1ml

品番 ： 3300019　ロット ： 10
品名 ： ピペット 1ml
価格 ： ¥350

ピペット

エッセンシャルオイルの
香りを確かめたいとき
などにご使用ください。

●１枚のサイズ ： 140㎜×7㎜
●内容量 ： 200枚（50枚×4束）

品番 ： 1110
品名 ： ムエット 200枚
価格 ： ￥900
［JAN ： 4949658011104］

ムエット（試香紙）

1ml

●セット内容：容器、穴あき中栓、蓋、パフ
　＊パフはどちらも白です。リボン部分が
　  ホワイト、ピンクの2色になります。
●容器 : ポリプロピレン
●サイズ ： 直径64mm×35mm
●容量 ： パウダー約10g
　　　　クリーム約50g

品番 ： 4511001 
品名 ： パウダー容器 ホワイトリボン パフ
価格 ： ¥450

品番 ： 4511002 
品名 ： パウダー容器 ピンクリボン パフ
価格 ： ¥450

パウダー容器セット（パフ付）

※サイズは、製造上多少の誤差があります。予めご了承ください。

1ml

●サイズ : 直径10mm×高さ29mm
品番 ： 7081
品名 ： 遮光瓶 1ml
価格 ： ¥100
［JAN ： 4949658070811］

●サイズ : 直径21mm×高さ58mm
品番 ： 7372
品名 ： 茶色遮光瓶 5ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥150
［JAN ： 4949658073720］

●サイズ : 直径24mm×高さ65mm
品番 ： 7377
品名 ： 茶色遮光瓶 10ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥150
［JAN ： 4949658073775］

●サイズ : 直径32mm×高さ85mm
品番 ： 7379
品名 ： 茶色遮光瓶 30ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥150
［JAN ： 4949658073799］

●サイズ : 直径37mm×高さ95mm
品番 ： 7380
品名 ： 茶色遮光瓶 50ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073805］

●サイズ : 直径46mm×高さ115mm
品番 ： 7381
品名 ： 茶色遮光瓶 100ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥300
［JAN ： 4949658073812］

●サイズ : 直径25mm×高さ62mm
品番 ： 60
品名 ： 青色遮光瓶 10ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658000603］
●サイズ : 直径28mm×高さ78mm
品番 ： 7360
品名 ： 青色遮光瓶 20ml
　　　 （ドロッパー付）
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073607］

●サイズ : 直径30mm×高さ90mm
品番 ： 7361
品名 ： 青色遮光瓶 30ml
　　　 （ドロッパー付）
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073614］

●サイズ : 直径35mm×高さ94mm
品番 ： 7362
品名 ： 青色遮光瓶 50ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥300
［JAN ： 4949658073621］

●サイズ : 直径45mm×高さ130mm
品番 ： 7363　
品名 ： 青色遮光瓶 100ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥400
［JAN ： 4949658073638］

●サイズ : 直径29mm×高さ75mm
品番 ： 7378
品名 ： 茶色遮光瓶 20ml 
　　　（ドロッパー付）
価格 ： ¥150
［JAN ： 4949658073782］

●サイズ : 直径70mm×高さ182mm
品番 ： 3961
品名 ： 遮光瓶 500ml 
　　　（中栓付）
価格 ： ¥250
［JAN ： 4949658039610］ 液体の体積を測る際にご利用

ください。細かく目盛りが付いて
いるため、汎用性があります。

●容量 ： 20ml　●最小目盛り0.2ml
●サイズ ： 直径16mm×200mm
●耐熱ガラス　

品番 ： 2120003
品名 ： メスシリンダー20ml ★
価格 ： ¥1,400

メスシリンダー

●容量 ： 10ml　
●フタ、ロール部分 ： プラスチック　
●本体 ： ガラス
●サイズ ：直径19mm×85mm
品番 ： 7369
品名 ：ロールオンボトル
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073690］

●容量 ： 10ml　
●フタ、ロール部分 ： プラスチック　
●本体 ： ガラス
●サイズ ：直径19mm×85mm
品番 ： 7382
品名 ： ロールオンボトル ブラウン
価格 ： ¥200
［JAN ： 4949658073829］

先端にロールが付いているので、手作り香水などに
ご利用ください。ロールオンボトル

●サイズ ： 直径約90mm×高さ約45mm　
●磁器
品番 ： 4820008
品名 ： 乳鉢M　乳棒付き
価格 ： ¥940
［JAN ： 4529258811412］
●サイズ ： 直径約120mm×高さ約58mm　
●磁器
品番 ： 4820009
品名 ： 乳鉢L　乳棒付き
価格 ： ¥1,600
［JAN ： 4529258811405］

乳鉢

LM

液体、オイルなどを混ぜるときにお使いください。

●ガラス
●サイズ ： 直径5mm×170mm

品番 ： 2120004
品名 ： ガラス攪拌棒 ★
価格 ： ¥180

ガラス攪拌棒

※±40℃の急冷、急熱を加えると破損の原因に
　なります。

●サイズ : 直径32mm×40mm
●耐熱ガラス　●耐熱温度差 ：120℃
品番 ： 3062001　ロット ： 6
品名 ： ビーカー 10ml ★
価格 ： ¥600
［JAN ： 4977642005068］

●サイズ : 直径53mm×61mm
●耐熱ガラス　●耐熱温度差 ：120℃
品番 ： 3062003　ロット ： 6　
品名 ： ビーカー 50ml ★
価格 ： ¥450
［JAN ： 4977642001152］

●サイズ : 直径41mm×51mm
●耐熱ガラス　●耐熱温度差 ：120℃
品番 ： 3062002　ロット ： 6　
品名 ： ビーカー 30ml ★
価格 ： ¥600
［JAN ： 4977642005006］

●サイズ : 直径63mm×71mm
●耐熱ガラス　●耐熱温度差 ：120℃
品番 ： 3062004　ロット ： 6　
品名 ： ビーカー 100ml ★
価格 ： ¥450
［JAN ： 4977642001206］

ビーカー

10ml 30ml 50ml 100ml

●容量 ： 4g　
●フタ、本体 ： プラスチック
●耐熱温度差 ： 約60℃
●サイズ ： 直径16mm×67mm
品番 ： 4400001
品名 ： リップクリーム容器 ★
価格 ： ¥150

手作りリップクリームなど
にご利用ください。

リップクリーム容器

※シリコン部部分の色が、半透明に変わりました。
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【ハーブ名】 カタカナ表記＋形状を記載しております。また「英名」「学名」を商品下部に記載しております。

（学名は、産地の変更やその他の要因により、予告なしに変更する場合がありますので、

予めご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。）

【形状】 品名の中に含まれる下記の表記は、形状を表しています。

類似した形状もその範ちゅうに含まれます。詳しくは、お問い合わせください。

ホール … ＷＨ 原材料の原形を維持しているもの

カット（大） … ＣＵＴ 数ｃｍ大に刻み加工したもの

カット … ＣＵＴ 刻み加工したもの

ティーバッグカット … Ｔ／Ｂ ３ｍｍメッシュを通過するもの 及び 同等サイズのもの

ファインカット … Ｆ／Ｃ ２ｍｍメッシュを通過するもの 及び 同等サイズのもの

パウダー … ＰＷＤ 粉末状のもの

・「食用不可」と記載のあるハーブについては、食用・飲用にはご使用になれません。

・ ハーブ名の末尾に「オーガニック」と表記しているものは、日本の有機ＪＡＳ認証を取得した商品です。（食用不可のハーブを除く）

・ ハーブ名の末尾に「ＫＢＡ」と表記しているものは、海外の有機認証を取得した商品です。日本の有機ＪＡＳ認証は取得しておりませんので、

「オーガニック」と表記しておりません。

・「食用不可」のハーブで「オーガニック」と表記しているものは、食品にのみ適用される有機ＪＡＳの規格外になります。

有機ＪＡＳ認証の商品ではなく、海外の有機認証を取得した商品です。

【ＫＧ(キログラム）単位の製品について】

選別機械による異物除去のみを行った原料を使用しており、人手による異物除去（目視選別）を行っておりません。

ご使用の用途により、適切な異物除去を実施の上、ご使用ください。

価格表記に無い １０ＫＧなど、ＫＧ単位での価格につきましては、別途お見積となりますので、お問い合わせください。

【品番】 商品発注時に必ずご記入ください。

【価格と産地】 本価格表に記載しているドライハーブ・スパイス類は天産物ですので、気候やその他の要因により価格や産地に

変動が生じる場合がございます。そのため、予告なしに価格を変更する場合がありますので、予めご理解賜りま

すよう よろしくお願い申し上げます。また、価格は税抜価格を記載しております。

【ご注文ロット】 全てのドライハーブ製品を1個単位でご注文頂けます。

【ＪＡＮコード】 各価格の横の欄に記載しております。

【ラベル】 ドライハーブの名前のところにある「ハーブ 又は 青汁素材」「スパイス」「フルーツ類のパウダー」

「クラフト・その他」という分類によって、 それぞれ、製品に貼っておりますラベルの種類をかえております。

ラベルのイメージは、それぞれ以下の通りになります。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ ﾊｰﾌﾞ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4049

#4050

4949658040494

4949658040500
Artichoke Herb, Cut, Organic

\500

\1.500

\6.800

20g

100g

500g #4051

有機ハーブ

4949658040517

ｱｲｽﾗﾝﾄﾞﾓｽ ｶｯﾄ CUT KBA #8729

#8730

4949658087291

4949658087307
Icelandic Moss, Cut, KBA

\550

\2.000

\8.700

20g

100g

500g #8731

ハーブ

4949658087314

ｱｲﾌﾞﾗｲﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4086

#4087

#4089 \70.000

4949658040869

4949658040876
Eyebright Herb, Cut, Organic

\450

\1.500

\6.400

20g

100g

500g #4088
10kg

有機ハーブ

4949658040883

ｱｲﾘｯｼｭﾓｽ ｶｯﾄ CUT #358

#359

4949658003581

4949658003598
Irish Moss, Cut

\550

\1.800

\8.100

20g

100g

500g #4445

ハーブ

4949658044454

ｱｶﾌﾞﾄﾞｳ/信州産赤ﾌﾞﾄﾞｳ ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ ﾊﾟｳﾀﾞｰ FD/PWD #868

#867

4949658008685

4949658008678
Red Grape, Freeze Dry, Powder

\500

\1.600

\6.600

20g

100g

500g #866

フリーズドライ グレープパウダー

4949658008661

ｱｻｲｰｴｷｽ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #880

#879

4949658008807

4949658008791
Acai Extract, Powder

\800

\3.200

\13.900

20g

100g

500g #878

アサイーエキスパウダー

4949658008784

ｱｼﾀﾊﾞ/明日葉 ｶｯﾄ大 CUT #1241

#4448

4949658012415

4949658044485
Ashitaba, Cut

\700

\2.300

\9.600

20g

100g

500g #1242

ハーブ

4949658012422

ｱｼﾀﾊﾞ/明日葉 ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4017

#4018

4949658040173

4949658040180
Ashitaba, Powder、Organic

\450

\1.400

\5.700

20g

100g

500g #4019

有機青汁素材 明日葉

4949658040197

ｱｼﾞｮﾜﾝｼｰﾄﾞ ﾎｰﾙ WH #3937

#3938

4949658039375

4949658039382
Ajowan Seed, Whole

\350

\1.000

\3.900

20g

100g

500g #4449

スパイス

4949658044492

ｱｯﾌﾟﾙﾌﾙｰﾂ ｶｯﾄ CUT #365

#4450

4949658003659

4949658044508
Apple Fruit, Cut

\350

\900

\2.833

20g

100g

500g #902

#206003 \33.33310kgハーブ

4949658009026

ｱｯﾌﾟﾙﾌﾙｰﾂ ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞｶｯﾄ T/B #351

#352

4949658003512

4949658003529
Apple Fruit, T/B Cut

\350

\1.000

\3.600

20g

100g

500g #353

ハーブ

4949658003536

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ｱﾆｽ ｼｰﾄﾞ ﾎｰﾙ WH #368

#4451

4949658003680

4949658044515
Anise Seed, Whole

\400

\1.000

\3.666

20g

100g

500g #903

#206004 \48.33310kgスパイス

4949658009033

ｱﾆｽ ｼｰﾄﾞ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4177

#4178

4949658041774

4949658041781
Anise Seed, Whole, Organic

\500

\1.500

\6.700

20g

100g

500g #4179

有機スパイス

4949658041798

ｱﾆｽ ｼｰﾄﾞ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #371

#372

4949658003710

4949658003727
Anise Seed, Powder

\400

\1.100

\4.600

20g

100g

500g #4390

スパイス

4949658043907

ｱﾏﾁｬ/甘茶 ｽﾓｰﾙ ﾎｰﾙ WH #674

#673

4949658006742

4949658006735
Amacha small, Whole

\500

\1.500

\5.900

20g

100g

500g #672

ハーブ

4949658006728

ｱﾏﾁｬﾂﾞﾙ ｶｯﾄ大 CUT #1243

#1244

4949658012439

4949658012446
Amachazuru, Cut

\700

\2.500

20g

100g

ハーブ

ｱﾏﾗﾝｻｽ ｼｰﾄﾞ ﾎｰﾙ WH KBA #342

#343

4949658003420

4949658003437
Amaranthus Seed, Whole, KBA

\350

\800

\2.600

20g

100g

500g #344

ハーブ

4949658003444

ｱﾙｶﾈｯﾄ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT #374

#375

4949658003741

4949658003758

食用不可

Alkanet Root, Cut

\400

\1.100

\4.700

20g

100g

500g #4453

クラフト・その他

4949658044539

(税率10%)

ｱﾙﾆｶ ﾌﾗﾜｰ ﾎｰﾙ WH KBA #8732

#8733

4949658087321

4949658087338

食用不可

Arnica flowers, Whole, KBA

\1.100

\4.600

\22.500

20g

100g

500g #8734

クラフト・その他

4949658087345

(税率10%)

ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ ｶｯﾄ CUT #376

#4455

4949658003765

4949658044553
Alfalfa Leaf, Cut

\350

\1.000

\3.333

20g

100g

500g #904

#206005 \36.66710kgハーブ

4949658009040

ｱﾝｼﾞｪﾘｶ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4052

#4053

4949658040524

4949658040531
Angelica Root, Cut, Organic

\450

\1.300

\5.500

20g

100g

500g #4054

有機ハーブ

4949658040548

ｲｸﾞｻ/い草 ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #893

#894

4949658008937

4949658008944
Rush, Powder

\700

\2.500

\11.000

20g

100g

500g #895

青汁素材 イグサ

4949658008951

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表

名称 品番 価格 JANコード内容量

ｲﾁｺﾞ/苺 ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #871

#870

4949658008715

4949658008708
Strawberry, Powder

\500

\1.600

\7.300

20g

100g

500g #869

イチゴパウダー

4949658008692

ｲﾁｮｳの葉 ｶｯﾄ大 CUT #8141

#8140

4949658081411

4949658081404
Ginkgo Leaf, Cut

\400

\1.200

\4.500

20g

100g

500g #7222

ハーブ

4949658072228

ｳｨｯﾁﾍｲｾﾞﾙ ﾊﾞｰｸ ｶｯﾄ CUT #382

#383

4949658003826

4949658003833

食用不可

Witch Hazel Bark, Cut

\500

\1.400

\5.800

20g

100g

500g #4457

クラフト・その他

4949658044577

(税率10%)

ｳｨｯﾁﾍｲｾﾞﾙ ﾘｰﾌ ｶｯﾄ CUT #384

#385

4949658003840

4949658003857

食用不可

Witch Hazel Leaf, Cut

\450

\1.500

\6.400

20g

100g

500g #4458

クラフト・その他

4949658044584

在庫限り
(税率10%)

ｳｨﾝﾀｰｸﾞﾘｰﾝ ｶｯﾄ CUT #381

#4459

4949658003819

4949658044591

食用不可

Wintergreen, Cut

\350

\900

\3.600

20g

100g

500g #4460

クラフト・その他

4949658044607

(税率10%)

ｳｰﾛﾝ茶 ﾐﾃﾞｨｱﾑ ﾛｰﾙﾄﾞ ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4276

#4277

#4310 \120.000

4949658042764

4949658042771
Oolong Tea Medium, Rolled, Organic

\600

\1.800

\7.000

20g

100g

500g #4278
10kg

有機ウーロン茶

4949658042788

ｳｰﾛﾝ茶 ﾗｲﾄ ﾛｰﾙﾄﾞ ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4273

#4274

#4309 \120.000

4949658042733

4949658042740
Oolong Tea Light, Rolled, Organic

\600

\1.800

\7.000

20g

100g

500g #4275
10kg

有機ウーロン茶

4949658042757

ｳｫｰﾀｰｶﾗﾐﾝﾄ ｶｯﾄ CUT #386

#387

4949658003864

4949658003871
Water Calamint, Cut

\450

\1.400

\5.900

20g

100g

500g #4463

ハーブ

4949658044638

ｳｯﾄﾞﾗﾌ ｶｯﾄ CUT #388

#389

#8807 \66.000

4949658003888

4949658003895
Woodruff Herb, Cut

\550

\1.800

\8.000

20g

100g

500g #4464
10kg

ハーブ

4949658044645

ｴｷﾅｾｱ ﾄｯﾌﾟ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4090

#4091

#4093 \70.000

4949658040906

4949658040913
Echinacea Purpurea Top, Cut, Organic

\500

\1.600

\7.100

20g

100g

500g #4092
10kg

有機ハーブ

4949658040920

ｴｷﾅｾｱ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4299

#4300

4949658042993

4949658043006
Echinacea Purpurea Root, Cut, Organic

\500

\1.600

\7.000

20g

100g

500g #4301

有機ハーブ

4949658043013

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ｴﾊﾞｰﾗｽﾃｨﾝｸﾞ/ｶﾚｰﾌﾟﾗﾝﾄ ﾌﾗﾜｰ ﾎｰﾙ WH #391

#4467

4949658003918

4949658044676
Everlasting Flower, Whole

\600

\1.900

\8.600

20g

100g

500g #905

ハーブ

4949658009057

ｴﾙﾀﾞｰ ﾌﾗﾜｰ ﾎｰﾙ WH #394

#4468

4949658003949

4949658044683
Elder Flower, Whole

\500

\1.700

\5.666

20g

100g

500g #395

#206007 \76.66710kgハーブ

4949658003956

ｴﾙﾀﾞｰ ﾍﾞﾘｰ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4056

#4057

4949658040562

4949658040579
Elder Berry, Whole, Organic

\400

\1.200

\5.100

20g

100g

500g #4058

有機ハーブ

4949658040586

ｵｰｸﾓｽ ﾎｰﾙ WH #397 4949658003970

Oak Moss, Whole

\40020g

ハーブ
在庫限り

ｵｰｸﾓｽ ｶｯﾄ CUT #962

#963

4949658009620

4949658009637
Oak Moss, Cut

\450

\1.500

\5.600

20g

100g

500g #964

ハーブ

4949658009644

ｵｵﾑｷﾞ/大麦茶 焙煎 ｶｯﾄ CUT
#900 4949658009002

Barley Tea, Cut
\350

\900

100g

500g #901

ハーブ

4949658009019

ｵｵﾑｷﾞﾜｶﾊﾞ/大麦若葉 ｶｯﾄ CUT #890

#891

4949658008906

4949658008913
Barley, Leaf, Cut

\400

\1.100

\4.000

20g

100g

500g #892

ハーブ

4949658008920

ｵｵﾑｷﾞﾜｶﾊﾞ/大麦若葉 ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4021

#4022

4949658040210

4949658040227
Barley Leaf, Powder, Organic

\400

\1.300

\4.900

20g

100g

500g #4023

有機青汁素材 大麦若葉

4949658040234

ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ ﾎｰﾙ WH #399

#4470

4949658003994

4949658044706
Allspice, Whole

\400

\1.100

\4.500

20g

100g

500g #906

#206008 \51.66710kgスパイス

4949658009064

ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #402

#403

4949658004021

4949658004038
Allspice, Powder

\350

\900

\3.800

20g

100g

500g #4391

スパイス

4949658043914

ｵﾆｵﾝ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #4392

#2058

4949658043921

4949658020588
Onion, Powder

\300

\600

\2.200

20g

100g

500g #4393

ハーブ

4949658043938

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表

名称 品番 価格 JANコード内容量

ｵﾘｰﾌﾞ ﾘｰﾌ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4059

#4060

4949658040593

4949658040609
Olive Leaf, Cut, Organic

\450

\1.500

\5.700

20g

100g

500g #4061

有機ハーブ

4949658040616

ｵﾘｽﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT #405

#4472

4949658004052

4949658044720

食用不可

Orris Root, Cut

\500

\1.600

\7.166

20g

100g

500g #907

クラフト・その他

4949658009071

(税率10%)

ｵﾘｽﾙｰﾄ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #407

#4394

4949658004076

4949658043945

食用不可

Orris Root, Powder

\500

\1.600

\7.000

20g

100g

500g #408

クラフト・その他

4949658004083

(税率10%)

ｵﾘﾊﾞﾅｰﾑ/ﾌﾗﾝｷﾝｾﾝｽ/乳香 #409

#4473

4949658004090

4949658044737

食用不可

Olibanum / Frankincense

\400

\1.200

\6.000

20g

100g

500g #908

#206011 \58.33310kgクラフト・その他

4949658009088

(税率10%)

ｵﾚｶﾞﾉ ｶｯﾄ CUT #412

#4474

4949658004120

4949658044744
Oregano, Cut

\450

\1.500

\5.000

20g

100g

500g #909

#206012 \60.00010kgハーブ

4949658009095

ｵﾚﾝｼﾞ ﾋﾞﾀｰ ﾋﾟｰﾙ ｶｯﾄ CUT #417

#4475

4949658004175

4949658044751
Orange Bitter Peel, Cut

\350

\900

\4.000

20g

100g

500g #418

#206016 \36.66710kgハーブ

4949658004182

ｵﾚﾝｼﾞ ﾋﾞﾀｰ ﾋﾟｰﾙ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4062

#4063

4949658040623

4949658040630
Orange Bitter Peel, Cut, Organic

\450

\1.400

\5.500

20g

100g

500g #4064

有機ハーブ

4949658040647

ｵﾚﾝｼﾞﾌﾗﾜｰ ﾎｰﾙ WH #420

#4476

4949658004205

4949658044768
Orange Flower, Whole

\550

\2.000

\7.333

20g

100g

500g #910

#206018 \91.66710kgハーブ

4949658009101

ｵﾚﾝｼﾞﾌﾗﾜｰ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4350

#4351

4949658043501

4949658043518
Orange Flower, Whole, Organic

\800

\3.000

\13.000

20g

100g

500g #4352

有機ハーブ

4949658043525

ｵﾚﾝｼﾞ ﾏﾝﾀﾞﾘﾝ ﾋﾟｰﾙ/陳皮 ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD 中国産 #415

#416

4949658004151

4949658004168
Orange Mandarin Peel, Powder

\250

\500

\1.800

20g

100g

500g #4395

ハーブ

4949658043952

ｵﾚﾝｼﾞ ﾏﾝﾀﾞﾘﾝ ﾋﾟｰﾙ/ﾐｶﾝ果皮 ｶｯﾄ CUT 日本産 #6631

#6632

4949658066319

4949658066326
Orange Mandarin Peel, Cut

\350

\800

\2.900

20g

100g

500g #6633

#206014 \30.00010kgハーブ

4949658066333

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ｵﾚﾝｼﾞ ﾏﾝﾀﾞﾘﾝ ﾋﾟｰﾙ/ﾐｶﾝ果皮 ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C 日本産 #6774

#6773

4949658067743

4949658067736
Orange Mandarin Peel, F/Cut

\350

\700

\2.400

20g

100g

500g #6772

ハーブ

4949658067729

ｶﾞｰﾘｯｸ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #1872

#1873

4949658018721

4949658018738
Garlic, Powder

\300

\600

\2.500

20g

100g

500g #4396

スパイス

4949658043969

ｶｲｴﾝﾇﾍﾟｯﾊﾟｰ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #428

#429

4949658004281

4949658004298
Cayenne Pepper, Powder

\250

\500

\1.800

20g

100g

500g #4397

スパイス

4949658043976

ｶｶｵ ﾆﾌﾞ ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4212

#4213

4949658042122

4949658042139
Cacao Nibes, Organic

\350

\1.000

\3.700

20g

100g

500g #4214

有機ハーブ

4949658042146

在庫限り

ｶｶｵ ﾊｽｸ ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4218

#4219

4949658042184

4949658042191
Cacao Husk, Organic

\350

\800

\2.800

20g

100g

500g #4220

有機ハーブ

4949658042207

在庫限り

ｶｷﾄﾞｵｼ/垣通し/ﾚﾝｾﾝｿｳ/連銭草 ｶｯﾄ CUT #3506

#3507

4949658035063

4949658035070
Ground Ivy, Cut

\500

\1.300

\5.000

20g

100g

500g #3508

ハーブ

4949658035087

ｶｷﾉﾊ/柿の葉 ｶｯﾄ大 CUT #1245

#4685

4949658012453

4949658046854
Kaki Leaf, Cut

\400

\1.100

\4.000

20g

100g

500g #1246

ハーブ

4949658012460

ｶｼｱ ｶｯﾄ CUT #430

#4478

4949658004304

4949658044782
Cassia, Cut

\350

\900

\2.500

20g

100g

500g #911

#206020 \28.33310kgスパイス

4949658009118

ｶﾎﾞｽ ﾋﾟｰﾙ ｶｯﾄ CUT 日本産 #437

#438

4949658004373

4949658004380
Kabosu Peel, Cut

\900

\3.700

\15.000

20g

100g

500g #440

ハーブ

4949658004403

ｶﾑｶﾑ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4221

#4222

4949658042214

4949658042221
Camu camu, Powder, Organic

\500

\1.800

\7.200

20g

100g

500g #4223

有機ハーブ

4949658042238

ｶﾓﾏｲﾙ ｼﾞｬｰﾏﾝ ﾎｰﾙ WH #433

#4479

4949658004335

4949658044799
Chamomile German, Whole

\450

\1.500

\4.166

20g

100g

500g #434

#206022 \55.00010kgハーブ

4949658004342

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表

名称 品番 価格 JANコード内容量

ｶﾓﾏｲﾙ ｼﾞｬｰﾏﾝ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4246

#4247

4949658042467

4949658042474
Chamomile German, Whole, Organic

\700

\2.300

\9.700

20g

100g

500g #4248

有機ハーブ

4949658042481

ｶﾓﾏｲﾙ ｼﾞｬｰﾏﾝ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C #4991

#5013

4949658049916

4949658050134
Chamomile German, F/Cut

\350

\900

\3.400

20g

100g

500g #5034

#206021 \40.00010kgハーブ

4949658050349

ｶﾓﾏｲﾙ ﾛｰﾏﾝ ﾎｰﾙ WH #436

#4480

4949658004366

4949658044805
Chamomile Roman, Whole

\1.000

\3.900

\17.000

20g

100g

500g #912

ハーブ

4949658009125

ｶﾞﾗﾅｼｰﾄﾞ ｶｯﾄ CUT #6642

#6643

4949658066425

4949658066432
Guarana Seed, Cut

\350

\900

20g

100g

ハーブ
在庫限り

ｶﾞﾗﾅｼｰﾄﾞ ﾎｰﾙ WH KBA #1283

#1284

4949658012835

4949658012842
Guarana Seed, Whole, KBA

\800

\3.000

\12.000

20g

100g

500g #1285

ハーブ

4949658012859

ｶﾞﾗﾅｼｰﾄﾞ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD KBA #1286

#1287

4949658012866

4949658012873
Guarana Seed, Powder, KBA

\700

\2.700

\11.000

20g

100g

500g #1288

ハーブ

4949658012880

ｶﾗﾏｽ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT #439

#4481

4949658004397

4949658044812

食用不可

Calamus Root, Cut

\350

\900

\3.333

20g

100g

500g #913

#206024 \31.66710kgクラフト・その他

4949658009132

(税率10%)

ｶﾞﾗﾑﾏｻﾗ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #449

#450

4949658004496

4949658004502
Garam Masala, Powder

\350

\900

\3.500

20g

100g

500g #4399

スパイス

4949658043990

ｶﾙﾀﾞﾓﾝ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4097

#4098

4949658040975

4949658040982
Cardamom, Whole, Organic

\1.100

\4.400

\19.000

20g

100g

500g #4099

有機スパイス

4949658040999

ｶﾙﾀﾞﾓﾝ ﾎｰﾙ さや無し WH KBA #8750 4949658087505

Cardamon, without Pods, Whole, KBA

\50020g

スパイス
在庫限り

ｶﾙﾀﾞﾓﾝ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4100

#4101

4949658041002

4949658041019
Cardamom, Powder, Organic

\1.000

\3.900

\17.000

20g

100g

500g #4102

有機スパイス

4949658041026

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ｷｸｶ/菊花 ﾎｰﾙ WH #1271

#4686

4949658012712

4949658046861
Kiku Flower, Whole

\550

\1.900

\8.200

20g

100g

500g #1272

ハーブ

4949658012729

ｷﾀﾞﾁｱﾛｴ ｶｯﾄ大 CUT #1247

#2753

4949658012477

4949658027532
Aloe, Cut

\1.400

\5.900

20g

100g

ハーブ

ｷﾇｱ ｼｰﾄﾞ ﾎｰﾙ WH #1277

#1278

4949658012774

4949658012781
Quinua Seed, Whole

\300

\600

20g

100g

ハーブ
在庫限り

ｷﾇｱ ｼｰﾄﾞ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4227

#4228

4949658042276

4949658042283
Quinoa Seed, Whole, Organic

\350

\1.000

\3.700

20g

100g

500g #4229

有機ハーブ

4949658042290

ｷﾇｱ ｼｰﾄﾞ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4224

#4225

4949658042245

4949658042252
Quinoa Seed, Powder, Organic

\350

\800

\3.100

20g

100g

500g #4226

有機ハーブ

4949658042269

ｷﾞﾑﾈﾏ ｼﾙﾍﾞｽﾀ ｶｯﾄ大 CUT #1249

#4485

4949658012491

4949658044850
Gymnema Sylvestre, Cut

\400

\1.200

\4.600

20g

100g

500g #1250

ハーブ

4949658012507

ｷｬｯﾂｸﾛｳ ﾊﾞｰｸ ｶｯﾄ大 CUT #4486

#4487

#6654 \33.500

4949658044867

4949658044874
Cat's Claw Bark, Cut

\500

\1.600

\7.000

20g

100g

500g #4488
5kg

ハーブ

4949658044881

ｷｬｯﾄﾆｯﾌﾟ ｶｯﾄ CUT #451

#4489

4949658004519

4949658044898
Catnip, Cut

\450

\1.500

\4.833

20g

100g

500g #915

#206028 \60.00010kgハーブ

4949658009156

ｷｬﾗｳｪｲ ｼｰﾄﾞ ﾎｰﾙ WH #454

#4490

4949658004540

4949658044904
Caraway Seed, Whole

\350

\900

\3.000

20g

100g

500g #916

#206029 \40.00010kgスパイス

4949658009163

ｷｬﾗｳｪｲ ｼｰﾄﾞ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #457

#458

4949658004571

4949658004588
Caraway Seed, Powder

\300

\700

\2.600

20g

100g

500g #4401

スパイス

4949658044010

ｷｬﾛﾌﾞ ｶｯﾄ CUT KBA #8753

#8754

4949658087536

4949658087543
Carob, Cut, KBA

\400

\1.100

\4.500

20g

100g

500g #8755

ハーブ

4949658087550

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表

名称 品番 価格 JANコード内容量

ｷｬﾛﾌﾞ ﾛｰｽﾄ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #3360

#3361

4949658033601

4949658033618
Carob, Roasted, Powder

\350

\1.000

\4.500

20g

100g

500g #4492

ハーブ

4949658044928

ｷﾝﾓｸｾｲ/金木犀 ﾌﾗﾜｰ ﾎｰﾙ WH #8768

#8769

4949658087680

4949658087697
Fragrant orange-colored olive

\800

\2.900

\10.650

20g

100g

500g #955

ハーブ

4949658009552

ｸﾞｧﾊﾞ葉 ｶｯﾄ大 CUT #1273

#4493

4949658012736

4949658044935
Guava Leaf, Cut

\400

\1.100

\3.900

20g

100g

500g #1274

ハーブ

4949658012743

ｸｺ葉 ｶｯﾄ CUT #1251

#4495

4949658012514

4949658044959
Chinese Wolfberry Leaf, Cut

\450

\1.400

\5.300

20g

100g

500g #2629

ハーブ

4949658026290

ｸｺの実/ｸｺｼ/枸杞子 ﾎｰﾙ WH #3942

#3943

4949658039429

4949658039436
Chinese wolfberry, Whole

\500

\1.600

20g

100g

ハーブ

ｸｽﾞｺ/本葛粉/吉野本葛 #459

#460

4949658004595

4949658004601
Kudzu, Powder

\400

\1.200

\4.800

20g

100g

500g #461

ハーブ

4949658004618

ｸｽﾉｷ/樟 ｳｯﾄﾞﾁｯﾌﾟ ｶｯﾄ大 CUT #421

#422

4949658004212

4949658004229

食用不可

Camphor Chips, Cut

\250

\500

\1.500

20g

100g

500g #423

クラフト・その他

4949658004236

(税率10%)

ｸﾏｻﾞｻ/熊笹 ｶｯﾄ CUT #1252

#4687

4949658012521

4949658046878
Kumazasa, Cut

\450

\1.300

\4.900

20g

100g

500g #1253

ハーブ

4949658012538

ｸﾐｽｸﾁﾝ ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞｶｯﾄ T/B #424

#425

4949658004243

4949658004250
Cats whiskers、T/B Cut

\300

\700

\2.500

20g

100g

500g #426

ハーブ

4949658004267

ｸﾐﾝ ｼｰﾄﾞ ﾎｰﾙ WH #465

#4496

4949658004656

4949658044966
Cumin Seed, Whole

\350

\900

\3.000

20g

100g

500g #917

#206032 \43.33310kgスパイス

4949658009170

ｸﾐﾝ ｼｰﾄﾞ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #468

#469

4949658004687

4949658004694
Cumin Seed, Powder

\250

\500

\1.700

20g

100g

500g #4404

スパイス

4949658044041

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ｸﾛｰﾌﾞ ﾎｰﾙ WH #470

#4498

4949658004700

4949658044980
Clove, Whole

\400

\1.300

\4.666

20g

100g

500g #471

#206033 \53.33310kgスパイス

4949658004717

ｸﾛｰﾌﾞ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4103

#4104

4949658041033

4949658041040
Clove Bud, Whole, Organic

\450

\1.400

\5.500

20g

100g

500g #4105

有機スパイス

4949658041057

ｸﾛｰﾌﾞ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4106

#4107

4949658041064

4949658041071
Clove Bud, Powder, Organic

\400

\1.300

\5.000

20g

100g

500g #4108

有機スパイス

4949658041088

ｸﾜﾉﾊ/桑の葉/ﾏﾙﾍﾞﾘｰ ｶｯﾄ大 CUT #6662

#6663

4949658066623

4949658066630
Mulberry Leaf, Cut

\450

\1.400

\5.300

20g

100g

500g #6664

ハーブ

4949658066647

ｸﾜﾉﾊ/桑の葉/ﾏﾙﾍﾞﾘｰ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4025

#4026

4949658040258

4949658040265
White Mulberry Leaf, Powder, Organic

\500

\1.600

\6.400

20g

100g

500g #4027

有機青汁素材 桑葉

4949658040272

桂花/ｹｲｶ→ｷﾝﾓｸｾｲ

ｹｰﾙ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4029

#4030

4949658040296

4949658040302
Kale, Powder, Organic

\450

\1.300

\5.300

20g

100g

500g #4031

有機青汁素材 ｹｰﾙ

4949658040319

月桂樹→ﾛｰﾚﾙ

ｹﾞｯﾄｳ/月桃（葉のみ） #8051

#8052

4949658080513

4949658080520
Shell Ginger Leaf, Cut

\350

\1.000

\3.600

20g

100g

500g #8053

ハーブ

4949658080537

在庫限り

ｹﾞｯﾄｳﾊ/月桃葉 ｶｯﾄ CUT #462

#463

4949658004625

4949658004632
Shell Ginger Leaf, Cut

\500

\1.600

\6.000

20g

100g

500g #464

ハーブ

4949658004649

ｺｳﾁｬ/紅茶 ﾛｰﾙﾄﾞ ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4279

#4280

#4311 \120.000

4949658042795

4949658042801
Black Tea, Rolled, Organic

\600

\1.800

\7.000

20g

100g

500g #4281
10kg

有機紅茶

4949658042818

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器

EO・CO

芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表

名称 品番 価格 JANコード内容量

ｺﾞｰﾂﾙｰ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4065

#4066

4949658040654

4949658040661
Goat's Rue, Cut, Organic

\500

\1.700

\7.600

20g

100g

500g #4067

有機ハーブ

4949658040678

ｺｰﾗ ﾅｯﾂ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #476

#4406

4949658004762

4949658044065
Cola Nut, Powder

\350

\900

\3.800

20g

100g

500g #4407

ハーブ

4949658044072

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾍﾞﾘｰ/ｲﾝｶﾍﾞﾘｰ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4230

#4231

4949658042306

4949658042313
Goldenberry/Inca Berry, Whole, Organic

\400

\1.200

\4.700

20g

100g

500g #4232

有機ハーブ

4949658042320

ｺｰﾝﾌﾗﾜｰ ﾎｰﾙ WH #477

#4501

4949658004779

4949658045017
Cornflower, Whole

\1.200

\4.500

\16.667

20g

100g

500g #918

#206034 \233.33310kgハーブ

4949658009187

ｺﾞﾂｺｰﾗ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4318

#4319

4949658043181

4949658043198
Gotu Kola, Cut, Organic

\700

\2.400

\10.000

20g

100g

500g #4320

有機ハーブ

4949658043204

ごぼう茶 焙煎 ｶｯﾄ CUT 日本産 #485

#486

4949658004854

4949658004861
Burdock Root, Roasted, Cut

\800

\3.100

\13.500

20g

100g

500g #487

ハーブ

4949658004878

ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ ﾎｰﾙ WH #480

#4502

4949658004809

4949658045024
Coriander, Whole

\300

\700

\2.000

20g

100g

500g #919

#206035 \23.33310kgスパイス

4949658009194

ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ ﾎｰﾙ WH KBA
#8651 4949658086515

Coriander, Whole, KBA
\800100g

スパイス
在庫限り

ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4285

#4286

4949658042856

4949658042863
Coriander, Whole, Organic

\350

\900

\3.700

20g

100g

500g #4287

有機スパイス

4949658042870

ｺﾘｱﾝﾀﾞｰ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #483

#484

4949658004830

4949658004847
Coriander, Powder

\250

\500

\1.600

20g

100g

500g #4409

スパイス

4949658044096

ｺﾛﾊ→ﾌｪﾇｸﾞﾘｰｸ

スパイス

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ｻｲﾘｳﾑ/ｵｵﾊﾞｺ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #6672

#6673

#8776 \75.000

4949658066722

4949658066739
Psyllium Husk, Powder

\400

\1.100

\4.700

20g

100g

500g #6674
10kg

ハーブ

4949658066746

ｻｸﾗﾊﾞ/桜葉 ｶｯﾄ CUT 日本産 #488

#489

4949658004885

4949658004892
Japanese Cherry Leaf, Cut

\800

\3.000

\13.000

20g

100g

500g #490

ハーブ

4949658004908

ｻｻﾌﾗｽ ﾘｰﾌ ｶｯﾄ CUT #491

#4506

4949658004915

4949658045062
Sassafrass Leaf, Cut

\500

\1.600

\6.800

20g

100g

500g #4507

ハーブ

4949658045079

ｻｻﾌﾗｽ ﾙｰﾄ ﾊﾞｰｸ ｶｯﾄ大 CUT #492

#3673

4949658004922

4949658036732
Sassafrass Root Bark, Cut

\650

\2.500

\11.500

20g

100g

500g #4508

ハーブ

4949658045086

ｻﾌﾗﾜｰ ｶｯﾄ CUT #494

#4509

4949658004946

4949658045093
Safflower, Cut

\700

\2.700

\9.666

20g

100g

500g #920

#206037 \130.00010kgハーブ

4949658009200

ｻﾌﾗﾝ #497

#498

4949658004977

4949658004984
Saffron

\1.400

\12.000

1g

10g

ハーブ

ｻﾗｼｱ ｶｯﾄ CUT #512

#513

4949658005127

4949658005134
Salacia, Cut

\400

\1.000

\4.083

20g

100g

500g #514

ハーブ

4949658005141

ｻﾝﾀﾞﾙｳｯﾄﾞ ｽﾋﾟｶﾄｩﾑ ﾁｯﾌﾟ ｶｯﾄ CUT #8762

#8763

4949658087628

4949658087635

食用不可

Sandalwood Spicatum, Chips

\600

\2.200

\9.300

20g

100g

500g #8764

クラフト・その他

4949658087642

(税率10%)

ｼｰﾊﾞｸｿ-ﾝ/ｻｼﾞｰ/沙棘 ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4112

#4113

4949658041125

4949658041132
Sea Buckthorn, Whole, Organic

\450

\1.500

\6.400

20g

100g

500g #4114

有機ハーブ

4949658041149

ｼｰﾌﾟｿﾚﾙ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #3671

#3672

4949658036718

4949658036725
Sheep Sorrel, Powder

\300

\700

\2.600

20g

100g

500g #4412

ハーブ

4949658044126

ｼｿ葉 ｶｯﾄ CUT #6371

#6370

4949658063714

4949658063707
Shiso Leaf, Cut

\600

\2.000

\8.100

20g

100g

500g #6369

ハーブ

4949658063691

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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ハーブ
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フラワー
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ｼﾅﾓﾝ ｶｼｱ ｶｯﾄ→ｶｼｱ ｶｯﾄ

ｼﾅﾓﾝ/ｾｲﾛﾝﾆｯｹｲ ｽﾃｨｯｸ Stick ｵｰｶﾞﾆｯｸ
#4116 4949658041163

Cinnamomum zeylanicum, Sticks, Organic
\2.100100g

有機スパイス

在庫限り

長さ：約15cm

ｼﾅﾓﾝ/ｾｲﾛﾝﾆｯｹｲ ｽﾃｨｯｸ ｶｯﾄ CUT/約10cm ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4291

#4292

4949658042917

4949658042924
Cinnamomum zeylanicum Sticks, 4inch, Organic

\600

\2.000

\8.100

20g

100g

500g #4293

有機スパイス

4949658042931

長さ：約10cm

ｼﾅﾓﾝ/ｾｲﾛﾝﾆｯｹｲ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4121

#4122

4949658041217

4949658041224
Cinnamomum zeylanicum, Powder, Organic

\400

\1.200

\4.600

20g

100g

500g #4123

有機スパイス

4949658041231

ｼﾅﾓﾝ ｶｼｱ ｽﾃｨｯｸ #506

#4511

4949658005066

4949658045116
Cinnamon Cassia, Stick

\450

\1.300

\4.500

20g

100g

500g #923

#206040 \61.66710kgスパイス

4949658009231

長さ：約7cm

ｼﾅﾓﾝ ｶｼｱ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #510

#511

4949658005103

4949658005110
Cinnamon Cassia, Powder

\300

\600

\2.100

20g

100g

500g #1603

スパイス

4949658016031

ｼﾍﾞﾘｱﾝ ｼﾞﾝｾﾝ ｶｯﾄ CUT #6679

#6680

4949658066791

4949658066807
Siberian Ginseng, Cut

\400

\1.100

\4.100

20g

100g

500g #6681

ハーブ

4949658066814

ｼﾞｬｽﾐﾝ ﾎｰﾙ WH #519

#4513

4949658005196

4949658045130
Jasmine, Whole

\550

\1.800

\5.833

20g

100g

500g #924

#206041 \75.00010kgハーブ

4949658009248

長期欠品中

ｼﾞｭﾆﾊﾟｰﾍﾞﾘｰ ﾎｰﾙ WH #522

#4514

4949658005226

4949658045147
Juniper Berry, Whole

\350

\900

\3.166

20g

100g

500g #523

#206042 \38.33310kgハーブ

4949658005233

菖蒲根→ｶﾗﾏｽ ﾙｰﾄ

クラフト・その他

ｼﾞﾝｼﾞｬｰ ﾎｰﾙ WH（原形） KBA #8710

#8711

4949658087109

4949658087116
Ginger, Whole, KBA

\350

\900

\3.500

20g

100g

500g #8712

スパイス

4949658087123

在庫限り

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ｼﾞﾝｼﾞｬｰ ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞｶｯﾄ T/B #7040

#7041

4949658070408

4949658070415
Ginger, T/B Cut

\350

\1.000

\3.900

20g

100g

500g #7042

#7094 \50.00010kgスパイス

4949658070422

ｼﾞﾝｼﾞｬｰ ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞｶｯﾄ T/B ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4338

#4339

4949658043389

4949658043396
Ginger, T/B Cut, Orgnaic

\450

\1.200

\4.200

20g

100g

500g #4340

有機スパイス

4949658043402

ｼﾞﾝｼﾞｬｰ ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞｶｯﾄ T/B 日本産 #524

#525

4949658005240

4949658005257
Ginger, T/B Cut

\700

\2.400

\11.000

20g

100g

500g #526

スパイス

4949658005264

ｼﾞﾝｼﾞｬｰ ｺｰｽ ﾊﾟｳﾀﾞｰ Coarse PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4267

#4268

4949658042672

4949658042689
Ginger, Coarse Powder, Organic

\350

\800

\2.800

20g

100g

500g #4269

有機スパイス

4949658042696

ｼﾞﾝｼﾞｬｰ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #528

#529

4949658005288

4949658005295
Ginger, Powder

\250

\500

\2.000

20g

100g

500g #4413

スパイス

4949658044133

ｼﾞﾝｼﾞｬｰ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4127

#4128

4949658041279

4949658041286
Ginger, Powder, Organic

\350

\800

\2.800

20g

100g

500g #4129

有機スパイス

4949658041293

ｽｶﾙｷｬｯﾌﾟ ｶｯﾄ CUT #2016

#2017

4949658020168

4949658020175
Skullcap Herb, Cut

\550

\2.000

\8.700

20g

100g

500g #2018

ハーブ

4949658020182

ｽｷﾞﾅ ｶｯﾄ大 CUT #1255

#4516

4949658012552

4949658045161
Horsetail, Cut

\400

\1.100

\4.600

20g

100g

500g #1256

ハーブ

4949658012569

ｽﾀｰｱﾆｽ ﾎｰﾙ WH #532

#4517

4949658005325

4949658045178
Star Anise, Whole

\450

\1.300

\4.666

20g

100g

500g #925

#206043 \60.00010kgスパイス

4949658009255

ｽﾀｰｱﾆｽ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #535

#536

4949658005356

4949658005363
Star Anise, Powder

\400

\1.100

\4.700

20g

100g

500g #4414

スパイス

4949658044140

ｽﾃﾋﾞｱ ﾎｰﾙ WH #545

#4523

4949658005455

4949658045239
Stevia, Whole

\400

\1.100

\3.166

20g

100g

500g #926

#206045 \45.00010kgハーブ

4949658009262

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ｽﾃﾋﾞｱ  ｶｯﾄ CUT #6685

#6686

4949658066852

4949658066869
Stevia, Cut

\400

\1.300

\5.400

20g

100g

500g #6687

#206044 \55.00010kgハーブ

4949658066876

ｽﾃﾋﾞｱ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C #538

#537

4949658005387

4949658005370
Stevia

\400

\1.300

\4.800

20g

100g

500g #956

ハーブ

4949658009569

ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ ﾘｰﾌ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4233

#4234

#4236 \42.000

4949658042337

4949658042344
Strawberry Leaf, Cut, Organic

\500

\1.700

\7.800

20g

100g

500g #4235
5kg

有機ハーブ

4949658042351

ｽﾍﾟｱﾐﾝﾄ ﾎｰﾙ WH #550

#4525

4949658005509

4949658045253
Spearmint, Whole

\450

\1.400

\3.667

20g

100g

500g #927

#206046 \45.00010kgハーブ

4949658009279

ｽﾍﾟｱﾐﾝﾄ ｶｯﾄ CUT #3939

#3940

4949658039399

4949658039405
Spearmint, Cut

\600

\1.900

\7.500

20g

100g

500g #3941

ハーブ

4949658039412

ｽﾍﾟｱﾐﾝﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4344

#4345

4949658043440

4949658043457
Spearmint, Cut, Organic

\700

\2.100

\8.400

20g

100g

500g #4346

有機ハーブ

4949658043464

ｽﾏ ﾙｰﾄ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #6690

#6691

4949658066906

4949658066913
Suma Root, Powder

\400

\1.200

\5.200

20g

100g

500g #6692

ハーブ

4949658066920

ｽﾘｯﾊﾟﾘｰｴﾙﾑ ﾊﾞｰｸ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #3669

#3670

4949658036695

4949658036701
Slippery Elm Bark, Powder

\450

\1.500

\6.800

20g

100g

500g #4415

ハーブ

4949658044157

ｾｲﾎﾞﾘｰ ｳｨﾝﾀｰ ｶｯﾄ CUT #559

#4527

4949658005592

4949658045277
Savory Winter, Cut

\400

\1.200

\3.500

20g

100g

500g #928

ハーブ

4949658009286

ｾｲﾎﾞﾘｰ ｻﾏｰ ｶｯﾄ CUT #2013 4949658020137

Savory Summer, Cut

\45020g

ハーブ
在庫限り

ｾｲﾎﾞﾘｰ ｻﾏｰ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4321

#4322

4949658043211

4949658043228
Savory Summer, Cut, Organic

\500

\1.500

\7.000

20g

100g

500g #4323

有機ハーブ

4949658043235

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ｾｰｼﾞ ﾎｰﾙ WH #553

#4528

4949658005530

4949658045284
Sage, Whole

\450

\1.400

\3.666

20g

100g

500g #929

#206049 \46.66710kgハーブ

4949658009293

ｾｰｼﾞ ﾎｰﾙ WH KBA #8653

#8654

4949658086539

4949658086546
Sage, Whole, KBA

\450

\1.500

\6.600

20g

100g

500g #8655

ハーブ

4949658086553

ｾｰｼﾞ ﾃｨ-ﾊﾞｯｸﾞｶｯﾄ T/B #556

#4529

4949658005561

4949658045291
Sage, T/B Cut

\450

\1.300

\5.000

20g

100g

500g #829

#206048 \50.00010kgハーブ

4949658008296

ｾｰｼﾞ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD KBA #889

#888

4949658008890

4949658008883
Sage, Powder

\350

\1.000

\3.700

20g

100g

500g #887

ハーブ

4949658008876

ｾﾛﾘｰ ｼｰﾄﾞ ﾎｰﾙ WH #564

#4530

4949658005646

4949658045307
Celery Seed, Whole

\400

\1.000

\4.100

20g

100g

500g #4531

ハーブ

4949658045314

ｾﾝﾄｼﾞｮｰﾝｽﾞﾜｰﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4183

#4184

#4186 \58.000

4949658041835

4949658041842
St. John's Wort, Cut, Organic

\450

\1.500

\6.300

20g

100g

500g #4185
10kg

有機ハーブ

4949658041859

ｿｰﾊﾟﾙﾒｯﾄ ﾎｰﾙ WH #574

#6694

4949658005745

4949658066944
Saw Palmetto Berry, Whole

\600

\1.800

\7.400

20g

100g

500g #6695

ハーブ

4949658066951

ｿｰﾌﾟﾅｯﾂ ｼｪﾙ ﾎｰﾙ WH #565

#566

4949658005653

4949658005660

食用不可

Soapnuts Shell, Whole

\300

\800

\3.000

20g

100g

500g #567

クラフト・その他

4949658005677

(税率10%)

ﾀｰﾒﾘｯｸ ﾎｰﾙ WH KBA #8632

#8633

4949658086324

4949658086331
Turmerick, Whole, KBA

\350

\800

\3.100

20g

100g

500g #8634

スパイス

4949658086348

ﾀｰﾒﾘｯｸ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #576

#577

4949658005769

4949658005776
Turmerick, Powder

\250

\400

\1.300

20g

100g

500g #4418

スパイス

4949658044188

ﾀｲﾑ ｶｯﾄ CUT #578

#4539

4949658005783

4949658045390
Thyme, Cut

\350

\1.000

\3.000

20g

100g

500g #930

#206050 \36.66710kgハーブ

4949658009309

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾀﾗｺﾞﾝ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4347

#4348

4949658043471

4949658043488
Tarragon Leaf, Cut, Organic

\700

\2.300

\9.500

20g

100g

500g #4349

有機ハーブ

4949658043495

ﾀﾗｺﾞﾝ ﾛｼｱﾝ ｶｯﾄ CUT #6700

#6701

4949658067002

4949658067019
Tarragon Leaf, Russian type, Cut

\450

\1.500

20g

100g

ハーブ
在庫限り

ﾀﾞﾝﾃﾞﾘｵﾝ ﾘｰﾌ ｶｯﾄ CUT KBA #8503

#8502

4949658085037

4949658085020
Dandelion Leaf, Cut, KBA

\600

\2.100

\8.600

20g

100g

500g #8501

ハーブ

4949658085013

ﾀﾞﾝﾃﾞﾘｵﾝ ﾘｰﾌ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4187

#4188

4949658041873

4949658041880
Dandelion Leaf, Cut, Organic

\600

\2.000

20g

100g

有機ハーブ
在庫限り

ﾀﾞﾝﾃﾞﾘｵﾝ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ大 CUT #586 4949658005868

Dandelion Root, Cut

\40020g

ハーブ
在庫限り

ﾀﾞﾝﾃﾞﾘｵﾝ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT #588

#590

4949658005882

4949658005905
Dandelion Root, Cut

\400

\1.200

\4.400

20g

100g

500g #591

ハーブ

4949658005912

ﾀﾞﾝﾃﾞﾘｵﾝ ﾛｰｽﾄ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #589

#4544

4949658005899

4949658045444
Dandelion Root, Roasted, Powder

\400

\1.100

\4.666

20g

100g

500g #931

#206052 \61.66710kgハーブ

4949658009316

ﾁｱｼｰﾄﾞ ﾎｰﾙ WH #600

#599

#8779 \45.000

4949658006001

4949658005998
Chia seed, Whole

\350

\900

\3.300

20g

100g

500g #598
10kg

ハーブ

4949658005981

ﾁｪｽﾄﾍﾞﾘｰ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4166

#4167

#4169 \64.000

4949658041668

4949658041675
Chaste Berry, Whole, Organic

\450

\1.300

\5.500

20g

100g

500g #4168
10kg

有機ハーブ

4949658041682

ﾁｺﾘ ﾙｰﾄ ﾛｰｽﾄ ﾃｨ-ﾊﾞｯｸﾞｶｯﾄ T/B #592

#593

4949658005929

4949658005936
Chicory Root, Roasted, T/B Cut

\300

\700

\2.500

20g

100g

500g #932

#206053 \28.33310kgハーブ

4949658009323

ﾁｯｸｳｨｰﾄﾞ ｶｯﾄ CUT #7857

#7858

4949658078572

4949658078589
Chickweed Herb, Cut

\350

\1.100

\4.700

20g

100g

500g #7859

ハーブ

4949658078596

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾁｯｸｳｨｰﾄﾞ ｶｯﾄ CUT KBA #8539

#8538

#8913 \32.000

4949658085396

4949658085389
Chickweed Herb, Cut, KBA

\500

\1.600

\6.800

20g

100g

500g #8537
5kg

ハーブ

4949658085372

ﾁｬｰﾋﾞﾙ ﾘｰﾌ ｶｯﾄ CUT KBA #8677

#8678

4949658086775

4949658086782
Chervil Leaf, Cut, KBA

\500

\1.800

\8.200

20g

100g

500g #8679

ハーブ

4949658086799

ﾁｬｰﾋﾞﾙ ﾘｰﾌ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4354

#4355

4949658043549

4949658043556
Chervil Leaf, Cut, Organic

\650

\2.400

\9.700

20g

100g

500g #4356

有機ハーブ

4949658043563

ﾁｬｲﾌﾞｽ ｶｯﾄ CUT #596

#597

4949658005967

4949658005974
Chive, Cut

\450

\1.400

\6.100

20g

100g

500g #4547

ハーブ

4949658045475

ﾃﾞｨﾙ ｳｨｰﾄﾞ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4130

#4131

4949658041309

4949658041316
Dill Weed, Cut, Organic

\600

\2.100

\9.500

20g

100g

500g #4132

有機ハーブ

4949658041323

ﾃﾞｨﾙ ｼｰﾄﾞ ﾎｰﾙ WH #603

#4551

4949658006032

4949658045512
Dill Seed, Whole

\300

\700

\2.166

20g

100g

500g #933

#206055 \28.33310kgハーブ

4949658009330

ﾃﾞｨﾙ ｼｰﾄﾞ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #606

#607

4949658006063

4949658006070
Dill Seed, Powder

\300

\600

\2.400

20g

100g

500g #4419

ハーブ

4949658044195

ﾃﾞｨﾙ ｽﾄｰｸ ｶｯﾄ CUT KBA #8680

#8681

4949658086805

4949658086812
Dill Stalk, Cut, KBA

\250

\700

\3.000

20g

100g

500g #8682

ハーブ

4949658086829

ﾃﾞﾋﾞﾙｽﾞｸﾛｰ ｶｯﾄ CUT KBA #965

#966

4949658009651

4949658009668
Devil's Claw Root, Cut, KBA

\500

\1.600

\6.300

20g

100g

500g #967

ハーブ

4949658009675

ﾃﾝﾁｬ/甜茶 焙煎 ｶｯﾄ CUT #7048

#7049

4949658070484

4949658070491
Tencha, Cut

\800

\3.100

20g

100g

ハーブ

ﾄﾞｸﾀﾞﾐ ｶｯﾄ CUT #1292

#1293

4949658012927

4949658012934
Dokudami, Cut

\350

\900

\3.300

20g

100g

500g #1294

ハーブ

4949658012941

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾄﾁｭｳﾁｬ/杜仲葉 ｶｯﾄ大 CUT #1257

#4695

4949658012576

4949658046953
Gutta-percha Tree Leaf, Cut

\400

\1.100

\4.000

20g

100g

500g #1258

ハーブ

4949658012583

ﾄﾞｯｸﾞ ｳｯﾄﾞ ﾊﾞｰｸ ｶｯﾄ Cut #613

#4553

4949658006131

4949658045536

食用不可

Dog Wood Bark, Cut

\400

\1.100

\4.600

20g

100g

500g #4554

クラフト・その他

4949658045543

(税率10%)

ﾅﾂﾒ/大棗 ﾎｰﾙ WH
#6943 4949658069433

Chinese Date, Whole
\1.000

\3.900

100g

500g #6942

ハーブ

4949658069426

ﾅﾂﾒｯｸﾞ ｶｯﾄ CUT #614

#615

4949658006148

4949658006155
Nutmeg, Cut

\800

\2.900

\10.666

20g

100g

500g #616

スパイス

4949658006162

ﾅﾂﾒｯｸﾞ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #617

#618

4949658006179

4949658006186
Nutmeg, Powder

\350

\1.000

\4.000

20g

100g

500g #4420

スパイス

4949658044201

ﾈﾄﾙ ﾘｰﾌ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4190

#4191

#4193 \41.500

4949658041903

4949658041910
Nettle leaf cut, Organic

\600

\2.000

\9.000

20g

100g

500g #4192
5kg

有機ハーブ

4949658041927

ﾈﾄﾙ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4288

#4289

4949658042887

4949658042894
Nettle Root, Cut, KBA

\500

\1.500

\6.500

20g

100g

500g #4290

有機ハーブ

4949658042900

ﾉｺｷﾞﾘﾔｼ→ｿｰﾊﾟﾙﾒｯﾄ

ﾊﾞｰﾄﾞｯｸ/ｺﾞﾎﾞｳ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4194

#4195

#4197 \66.000

4949658041941

4949658041958
Burdock Root, Cut, Organic

\450

\1.300

\5.600

20g

100g

500g #4196
10kg

有機ハーブ

4949658041965

ﾊﾟｰﾌﾟﾙｺｰﾝ/紫ﾄｳﾓﾛｺｼ ｺﾌﾞ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4327

#4328

4949658043273

4949658043280
Purple Corn Cob, Powder, Organic

\500

\1.600

\6.300

20g

100g

500g #4329

有機ハーブ

4949658043297

ﾊﾞｰﾍﾞｲﾝ ｶｯﾄ大 CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4237

#4238

4949658042375

4949658042382
Vervain, Cut, Organic

\500

\1.500

\6.700

20g

100g

500g #4239

有機ハーブ

4949658042399

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾊﾞｰﾍﾞﾘｰ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4341

#4342

4949658043419

4949658043426
Barberry Root, Cut, Organic

\500

\1.700

\7.300

20g

100g

500g #4343

有機ハーブ

4949658043433

ﾊﾞｰﾍﾞﾘｰ ﾙｰﾄ ﾊﾞｰｸ ｶｯﾄ CUT KBA #8548

#8547

4949658085488

4949658085471
Barberry Root Bark, Cut, KBA

\500

\1.500

20g

100g

ハーブ
在庫限り

ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ ﾌﾗﾜｰ ﾎｰﾙ WH #629

#630

4949658006292

4949658006308
Violet Flower, Whole

\800

\3.200

\15.500

20g

100g

500g #4560

ハーブ

4949658045604

在庫限り

ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ ﾌﾗﾜｰ ﾎｰﾙ WH KBA #4357

#4358

4949658043570

4949658043587
Violet Flower, Whole, KBA

\1.000

\4.300

\19.000

20g

100g

500g #4359

ハーブ

4949658043594

ﾊｲﾋﾞｽｶｽ ﾎｰﾙ WH #622

#4561

4949658006223

4949658045611
Hibiscus, Whole

\350

\900

\2.666

20g

100g

500g #623

#206061 \33.33310kgハーブ

4949658006230

ﾊｲﾋﾞｽｶｽ ｶｯﾄ CUT #5080

#5081

4949658050806

4949658050813
Hibiscus, Cut

\400

\1.000

\3.166

20g

100g

500g #5082

#206058 \35.00010kgハーブ

4949658050820

ﾊｲﾋﾞｽｶｽ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4249

#4250

4949658042498

4949658042504
Hibiscus, Cut, Organic

\500

\1.700

\7.000

20g

100g

500g #4251

有機ハーブ

4949658042511

ﾊｲﾋﾞｽｶｽ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C #4996

#5018

4949658049961

4949658050189
Hibiscus, F/Cut

\300

\700

\2.400

20g

100g

500g #5039

#206060 \30.00010kgハーブ

4949658050394

ﾊｲﾋﾞｽｶｽ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4252

#4253

4949658042528

4949658042535
Hibiscus, F/Cut, Organic

\350

\1.000

\3.600

20g

100g

500g #4254

有機ハーブ

4949658042542

ﾊﾟｲﾝ ﾆｰﾄﾞﾙ/松葉 ｶｯﾄ CUT #635

#4563

4949658006353

4949658045635
Pine Needle, Cut

\500

\1.600

\6.500

20g

100g

500g #636

#206062 \31.66710kgハーブ

4949658006360

ﾊﾟｳﾃﾞｱﾙｺ ﾊﾞｰｸ ｶｯﾄ CUT #6714

#6715

4949658067149

4949658067156
Pau d'Arco Bark, Cut

\400

\1.200

\5.000

20g

100g

500g #6716

ハーブ

4949658067163

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾊﾞｼﾞﾙ ｶｯﾄ CUT #631

#4564

4949658006315

4949658045642
Basil Leaf, Cut

\350

\1.000

\2.500

20g

100g

500g #934

#206063 \30.00010kgハーブ

4949658009347

ﾊｽの葉 ｶｯﾄ CUT #4565

#4566

4949658045659

4949658045666
Sacred Lotus Leaf, Cut

\500

\1.700

\6.800

20g

100g

500g #2630

ハーブ

4949658026306

ﾊﾟｾﾘ ﾌﾚｰｸ ｶｯﾄ CUT #638

#4567

4949658006384

4949658045673
Parsley Leaf, Cut (Flakes)

\400

\1.100

\4.500

20g

100g

500g #639

ハーブ

4949658006391

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾟｰ/ﾁｮｳﾏﾒ ﾎｰﾙ WH #632

#633

4949658006322

4949658006339
Butterfly pea, Whole

\700

\2.700

\11.000

20g

100g

500g #634

ハーブ

4949658006346

ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾋﾟｰ/ﾁｮｳﾏﾒ ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞｶｯﾄ T/B #646

#647

4949658006469

4949658006476
Butterfly pea, T/B Cut

\600

\2.200

\9.000

20g

100g

500g #648

ハーブ

4949658006483

ﾊﾟﾁｭﾘ ｶｯﾄ CUT #641

#4568

4949658006414

4949658045680

食用不可

Patchouli, Cut

\350

\1.000

\3.666

20g

100g

500g #935

#206065 \40.00010kgクラフト・その他

4949658009354

(税率10%)

ﾊﾟｯｼｮﾝﾌﾗﾜｰ ﾊｰﾌﾞ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4069

#4070

#4072 \89.000

4949658040692

4949658040708
Passion Flower Herb, Cut, Organic

\550

\1.800

\8.200

20g

100g

500g #4071
10kg

有機ハーブ

4949658040715

はとむぎ茶 焙煎 ﾎｰﾙ WH #1261

#4532

4949658012613

4949658045321
Job's Tears, Whole

\300

\500

\1.700

20g

100g

500g #1262

ハーブ

4949658012620

はとむぎ茶 焙煎 ｶｯﾄ CUT 日本産 #619

#620

4949658006193

4949658006209
Job's tears, Roasted, Cut

\400

\800

\2.600

20g

100g

500g #621

ハーブ

4949658006216

ﾊﾞﾅﾊﾞ ｶｯﾄ大 CUT #6719

#6720

4949658067194

4949658067200
Banaba Leaf, Cut

\600

\1.700

\6.900

20g

100g

500g #6721

ハーブ

4949658067217

ﾊﾆｰﾌﾞｯｼｭ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4033

#4034

#4036 \51.000

4949658040333

4949658040340
Honeybush, F/Cut, Organic

\350

\900

\3.400

20g

100g

500g #4035
10kg

有機ハーブ

4949658040357

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾊﾞﾆﾗﾋﾞｰﾝｽﾞ ｶｯﾄ CUT KBA #8695

#8696

4949658086959

4949658086966
Vanilla Bean, Cut, KBA

\2.800

\13.000

\58.000

20g

100g

500g #8697

ハーブ

4949658086973

はぶ茶 焙煎 ﾎｰﾙ WH #1263

#4533

4949658012637

4949658045338
Sickle Senna, Whole

\300

\700

\2.400

20g

100g

500g #1264

ハーブ

4949658012644

ﾊﾟﾌﾟﾘｶ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #1878

#1879

4949658018783

4949658018790
Paprika, Powder

\250

\500

\1.800

20g

100g

500g #4422

ハーブ

4949658044225

ﾊﾞﾚﾘｱﾝ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4133

#4134

4949658041330

4949658041347
Valerian Root, Cut, Organic

\450

\1.500

\6.500

20g

100g

500g #4135

有機ハーブ

4949658041354

ﾋｰｽ ﾎｰﾙ WH #4760

#4761

4949658047608

4949658047615
Heather/Heath, Whole

\500

\1.700

\7.000

20g

100g

500g #936

ハーブ

4949658009361

ﾋｿｯﾌﾟ ｶｯﾄ CUT #645

#4574

4949658006452

4949658045741
Hyssop, Cut

\400

\1.000

\3.166

20g

100g

500g #937

#206069 \36.66710kgハーブ

4949658009378

ﾋﾞﾜﾖｳ/枇杷葉 ｶｯﾄ大 CUT #1267

#4698

4949658012675

4949658046984
Loquat Leaf, Cut

\450

\1.300

\4.700

20g

100g

500g #1268

ハーブ

4949658012682

ﾋﾟﾝｸﾍﾟｯﾊﾟｰ→ﾎﾟｱﾌﾞﾙﾛｾﾞ

スパイス

ﾌｨｰﾊﾞｰﾌｭｰ ｶｯﾄ CUT #652

#653

4949658006520

4949658006537
Feverfew Herb, Cut

\400

\1.200

\5.833

20g

100g

500g #4575

ハーブ

4949658045758

ﾌｪﾇｸﾞﾘｰｸ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #650

#651

4949658006506

4949658006513
Fenugreek, Powder

\300

\700

\2.600

20g

100g

500g #4423

スパイス

4949658044232

ﾌｪﾝﾈﾙ ﾎｰﾙ WH #654

#4576

4949658006544

4949658045765
Fennel, Whole

\300

\700

\2.333

20g

100g

500g #655

#206070 \30.00010kgスパイス

4949658006551

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾌｪﾝﾈﾙ ﾎｰﾙ WH KBA #8656

#8657

4949658086560

4949658086577
Fennel, Whole, KBA

\350

\1.000

\3.800

20g

100g

500g #8658

スパイス

4949658086584

ﾌｪﾝﾈﾙ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C #698

#699

4949658006988

4949658006995
Fennel, F/Cut

\300

\600

\1.900

20g

100g

500g #700

#8771 \24.00010kgスパイス

4949658007008

ﾌｪﾝﾈﾙ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #657

#658

4949658006575

4949658006582
Fennel, Powder

\300

\700

\2.500

20g

100g

500g #4424

スパイス

4949658044249

ﾌﾞﾗｯｸｶﾗﾝﾄ ﾎｰﾙ WH #2007 4949658020076

Black Currant Fruit, Whole

\35020g

ハーブ
在庫限り

ﾌﾞﾗｯｸｶﾗﾝﾄ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4137

#4138

4949658041378

4949658041385
Black Currant Fruit, Whole, Organic

\450

\1.500

\6.000

20g

100g

500g #4139

有機ハーブ

4949658041392

ﾌﾞﾗｯｸｺｰﾎｰｼｭ ｶｯﾄ CUT #6732

#6733

4949658067323

4949658067330
Black Cohosh, Cut

\450

\1.400

\6.100

20g

100g

500g #6734

ハーブ

4949658067347

ﾌﾗｯｸｽ ｼｰﾄﾞ ﾎｰﾙ WH #659

#3362

#5058 \33.000

4949658006599

4949658033625

食用不可

Flax Seed, Whole

\300

\600

\2.300

20g

100g

500g #4577
10kg

クラフト・その他

4949658045772

(税率10%)

ﾌﾞﾗｯｸﾍﾞﾘｰ ﾘｰﾌ  ｶｯﾄ CUT KBA #8723

#8724

4949658087239

4949658087246
Blackberry Leaf, Cut, KBA

\450

\1.400

\6.000

20g

100g

500g #8725

ハーブ

4949658087253

在庫限り

ﾌﾞﾗｯｸﾜｰﾙﾅｯﾂ ｶｯﾄ CUT
#4579 4949658045796

Black Walnut, Cut
\1.100100g

ハーブ
在庫限り

ﾌﾗﾝｷﾝｾﾝｽ→ｵﾘﾊﾞﾅｰﾑ

クラフト・その他

ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ果汁 ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #701

#702

4949658007015

4949658007022
Blueberry Fruit Juice, Powder

\600

\2.200

\9.200

20g

100g

500g #703

ブルーベリー果汁パウダー

4949658007039

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。

99



名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾍﾞｲﾍﾞﾘｰ ﾊﾞｰｸ ｶｯﾄ CUT #675

#4586

4949658006759

4949658045864
Bayberry Bark, Cut

\450

\1.300

\5.700

20g

100g

500g #4587

ハーブ

4949658045871

ﾍﾟｯﾊﾟｰ ｸﾞﾘｰﾝ ﾎｰﾙ WH #1884

#1885

4949658018844

4949658018851
Pepper Green, Whole

\450

\1.400

\6.000

20g

100g

500g #4497

スパイス

4949658044973

ﾍﾟｯﾊﾟｰ ﾌﾞﾗｯｸ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4140

#4141

4949658041408

4949658041415
Pepper Black, Whole, Organic

\400

\1.300

\5.000

20g

100g

500g #4142

有機スパイス

4949658041422

ﾍﾟｯﾊﾟｰ ﾌﾞﾗｯｸ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4143

#4144

4949658041439

4949658041446
Pepper Black, Powder, Organic

\400

\1.200

\4.500

20g

100g

500g #4145

有機スパイス

4949658041453

ﾍﾟｯﾊﾟｰ ﾎﾜｲﾄ ﾎｰﾙ WH KBA #8638

#8639

4949658086386

4949658086393
Pepper White, Whole, KBA

\350

\900

\3.600

20g

100g

500g #8640

スパイス

4949658086409

ﾍﾟｯﾊﾟｰ ﾎﾜｲﾄ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #689

#690

4949658006896

4949658006902
Pepper White, Powder

\350

\900

\3.800

20g

100g

500g #4426

スパイス

4949658044263

ﾍﾟﾆｰﾛｲﾔﾙ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4198

#4199

4949658041989

4949658041996
Pennyroyal Mint Herb, Cut, Orgniac

\600

\2.000

\8.100

20g

100g

500g #4200

有機ハーブ

4949658042009

ﾍﾞﾆﾊﾞﾅ/紅花→ｻﾌﾗﾜｰ

ハーブ

ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ ﾎｰﾙ WH #696

#4593

4949658006964

4949658045932
Peppermint, Whole

\500

\1.500

\4.000

20g

100g

500g #697

#206073 \50.00010kgハーブ

4949658006971

ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ ｶｯﾄ CUT #644

#643

4949658006445

4949658006438
Peppermint, Cut

\500

\1.600

\6.600

20g

100g

500g #642

#206127 \50.00010kgハーブ

4949658006421

ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4073

#4074

4949658040739

4949658040746
Peppermint, Cut, Organic

\600

\2.000

\8.300

20g

100g

500g #4075

有機ハーブ

4949658040753

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C #5002

#5022

4949658050028

4949658050226
Peppermint, F/Cut

\350

\800

\3.100

20g

100g

500g #5044

#206072 \46.66710kgハーブ

4949658050448

ﾍﾞﾙｶﾞﾓｯﾄﾐﾝﾄ ﾘｰﾌ ｶｯﾄ CUT KBA #4594

#4595

#8800 \75.000

4949658045949

4949658045956
Bergamot mint Leaf, Cut, KBA

\700

\2.600

\11.000

20g

100g

500g #4596
5kg

ハーブ

4949658045963

ﾍﾞﾝｿﾞｲﾝ #678

#4597

4949658006780

4949658045970

食用不可

Benzoin

\400

\1.200

\3.833

20g

100g

500g #939

クラフト・その他

4949658009392

(税率10%)

ﾍﾝﾅﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #668

#667

#8781 \67.000

4949658006681

4949658006674

食用不可

Henna Red, Powder, Organic

\350

\1.000

\3.900

20g

100g

500g #666
10kg

クラフト・その他

4949658006667

(税率10%)

ﾍﾝﾅﾊﾟｳﾀﾞｰ ﾐｯｸｽ(ｲﾝﾃﾞｨｺﾞ+ｺｰﾋｰ) PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #671

#670

#8780 \69.000

4949658006711

4949658006704

食用不可

Henna Brown, Powder  (mixed with Indigo Coffee), Organic

\350

\1.000

\4.000

20g

100g

500g #669
10kg

クラフト・その他

4949658006698

(税率10%)

ﾎｱﾊｳﾝﾄﾞ ｶｯﾄ CUT #704

#4598

4949658007046

4949658045987
Horehound, Cut

\400

\1.200

\5.100

20g

100g

500g #4599

ハーブ

4949658045994

ﾎﾟｱﾌﾞﾙﾛｾﾞ ﾎｰﾙ WH(ﾋﾟﾝｸﾍﾟｯﾊﾟｰ) #681

#682

4949658006810

4949658006827
Pepper Pink, Whole

\900

\3.600

\17.000

20g

100g

500g #4600

スパイス

4949658046007

ﾎｰｿﾝ ﾘｰﾌ&ﾌﾗﾜｰ ｶｯﾄ CUT KBA #4360

#4361

4949658043600

4949658043617
Hawthorn leaves with flowers, Cut, KBA

\450

\1.300

\4.800

20g

100g

500g #4362

ハーブ

4949658043624

ﾎｰｿﾝ ﾘｰﾌ&ﾌﾗﾜｰ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4146

#4147

4949658041460

4949658041477
Hawthorn leaves with flowers, Cut, Organic

\450

\1.300

20g

100g

有機ハーブ
在庫限り

ﾎｰｿﾝﾍﾞﾘｰ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4170

#4171

#4173 \52.000

4949658041705

4949658041712
Hawthorn Berry, Whole, Organic

\350

\800

\3.200

20g

100g

500g #4172
10kg

有機ハーブ

4949658041729

ﾎｰﾘｰﾊﾞｼﾞﾙ/ﾄｩﾙｼｰ ｶｯﾄ CUT KBA #677

#679

4949658006773

4949658006797
Holy Basil/Tulsi Cut, KBA

\500

\1.500

\6.000

20g

100g

500g #680

ハーブ

4949658006803

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾎｯﾌﾟ ﾎｰﾙ WH #705

#4601

4949658007053

4949658046014
Hop, Whole

\450

\1.400

\6.000

20g

100g

500g #706

#206075 \76.66710kgハーブ

4949658007060

ﾎﾟﾋﾟｰ ｼｰﾄﾞ ﾎｰﾙ WH #1887

#1888

4949658018875

4949658018882
Poppy Seed, Whole

\350

\900

\3.700

20g

100g

500g #4602

ハーブ

4949658046021

ﾎﾟﾋﾟｰ ﾌﾗﾜｰ ﾚｯﾄﾞ ﾎｰﾙ WH #6729

#6730

#8838 \81.000

4949658067293

4949658067309
Poppy Flower Red, Whole

\500

\1.800

\7.800

20g

100g

500g #6731
10kg

ハーブ

4949658067316

ﾎﾞﾘｼﾞ ﾊｰﾌﾞ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4240

#4241

4949658042405

4949658042412
Borage Herb, Cut, Organic

\500

\1.600

\7.100

20g

100g

500g #4242

有機ハーブ

4949658042429

ﾎﾜｲﾄｳｨﾛｳ/ｾｲﾖｳｼﾛﾔﾅｷﾞ ﾊﾞｰｸ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4312

#4313

4949658043129

4949658043136
White Willow Bark Cut, Organic

\400

\1.300

\4.800

20g

100g

500g #4314

有機ハーブ

4949658043143

ﾏｰｼｭﾏﾛｰ ﾘｰﾌ ｶｯﾄ CUT KBA #8662

#8663

4949658086621

4949658086638
Marshmallow Leaf, Cut, KBA

\600

\2.100

\9.500

20g

100g

500g #8664

ハーブ

4949658086645

ﾏｰｼｭﾏﾛｰ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4149

#4150

4949658041491

4949658041507
Marshmallow Root, Cut, Organic

\500

\1.600

\7.000

20g

100g

500g #4151

有機ハーブ

4949658041514

ﾏｰﾄﾙ ﾘｰﾌ ﾎｰﾙ WH #711

#4604

4949658007114

4949658046045

食用不可

Myrtle Leaf, Whole

\350

\1.000

\4.200

20g

100g

500g #4605

クラフト・その他

4949658046052

(税率10%)

ﾏｶ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4162

#4163

4949658041620

4949658041637
Maca, Powder, Organic

\600

\2.200

\9.000

20g

100g

500g #4164

有機ハーブ

4949658041644

ﾏｷﾍﾞﾘｰ ﾌﾘｰｽﾞﾄﾞﾗｲ ﾊﾟｳﾀﾞｰ FD/PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4045

#4046

4949658040456

4949658040463
Maquiberry, Freeze Dry, Powder, Organic

\800

\3.200

\14.000

20g

100g

500g #4047

有機フリーズドライ マキベリーパウダー

4949658040470

在庫限り

ﾏｸﾞﾜｰﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4264

#4265

4949658042641

4949658042658
Mugwort, Cut, Organic

\450

\1.400

\5.400

20g

100g

500g #4266

有機ハーブ

4949658042665

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾏｻﾞｰﾜｰﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4282

#4283

4949658042825

4949658042832
Motherwort, Cut, Organic

\500

\1.600

\6.300

20g

100g

500g #4284

有機ハーブ

4949658042849

ﾏｼﾞｮﾗﾑ ｶｯﾄ CUT #719

#4612

4949658007190

4949658046120
Marjoram, Cut

\400

\1.100

\3.333

20g

100g

500g #940

#206077 \38.33310kgハーブ

4949658009408

ﾏｽﾀｰﾄﾞ ﾎｰﾙ WH #1869

#1870

4949658018691

4949658018707
Mustard, Whole

\300

\600

\2.200

20g

100g

500g #4613

スパイス

4949658046137

ﾏｽﾀｰﾄﾞ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #1881

#1882

4949658018813

4949658018820
Mustard, Powder

\250

\500

\1.900

20g

100g

500g #4436

スパイス

4949658044362

ﾏﾀﾞｰ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT #723

#724

4949658007237

4949658007244

食用不可

Madder Root, Cut

\450

\1.200

\5.300

20g

100g

500g #4614

クラフト・その他

4949658046144

(税率10%)

ﾏﾂの実/松の実 ﾎｰﾙ WH #3946

#3947

4949658039467

4949658039474
Pine nuts, Whole

\800

\2.900

20g

100g

ハーブ

ﾏﾃ ｸﾞﾘｰﾝ ｶｯﾄ CUT #6405

#6403

#6742 \40.000

4949658064056

4949658064032
Yerba Mate Green, Cut

\400

\1.100

\4.800

20g

100g

500g #6402
10kg

ハーブ

4949658064025

ﾏﾃ ﾛｰｽﾄ ｶｯﾄ CUT #6408

#6407

#6743 \41.000

4949658064087

4949658064070
Yerba Mate, Roasted, Cut

\350

\1.000

\4.100

20g

100g

500g #6406
10kg

ハーブ

4949658064063

ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾎｰﾙ WH #725

#4615

4949658007251

4949658046151
Marigold, Whole

\550

\1.900

\4.333

20g

100g

500g #726

#206078 \51.66710kgハーブ

4949658007268

長期欠品中

ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C #896

#897

4949658008968

4949658008975
Marigold, F/Cut

\400

\1.000

\3.700

20g

100g

500g #898

ハーブ

4949658008982

長期欠品中

ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞｶｯﾄ T/B #3949

#3950

4949658039498

4949658039504
Marigold, T/B Cut

\600

\2.000

\6.600

20g

100g

500g #3951

ハーブ

4949658039511

長期欠品中

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾏﾙﾍﾞﾘｰ ｶｯﾄ CUT→桑の葉

ﾏﾚｲﾝ ﾘｰﾌ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4296

#4297

4949658042962

4949658042979
Mullein Leaf Cut, Organic

\600

\1.800

\6.900

20g

100g

500g #4298

有機ハーブ

4949658042986

ﾏﾛｰ/ﾏﾙﾊﾞ ﾌﾗﾜｰ ﾌﾞﾙｰ ﾎｰﾙ WH #734

#4617

4949658007343

4949658046175
Malva Flower Blue, Whole

\1.000

\3.800

\12.666

20g

100g

500g #735

#206081 \176.66710kgハーブ

4949658007350

ﾏﾛｰ/ﾏﾙﾊﾞ ﾌﾗﾜｰ ｽﾓｰﾙ ﾎｰﾙ WH #728

#4616

4949658007282

4949658046168
Malva Flower Blue, Small, Whole

\800

\3.100

\12.000

20g

100g

500g #941

ハーブ

4949658009415

在庫限り

ﾐﾙｸｼｽﾙ ｼｰﾄﾞ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4076

#4077

#4079 \62.000

4949658040760

4949658040777
Milk Thistle Seed, Whole, Organic

\400

\1.100

\4.800

20g

100g

500g #4078
10kg

有機ハーブ

4949658040784

ﾐﾙﾗ/ﾓﾂﾔｸ #736

#4623

4949658007367

4949658046236

食用不可

Myrrh

\400

\1.100

\3.500

20g

100g

500g #943

クラフト・その他

4949658009439

(税率10%)

ﾒｰｽ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #742

#743

4949658007428

4949658007435
Mace, Powder

\500

\1.700

20g

100g

スパイス

ﾒｸﾞｽﾘの木 ｶｯﾄ CUT #4628

#4629

4949658046281

4949658046298
Nikko Maple, Cut

\500

\1.700

\7.100

20g

100g

500g #3113

ハーブ

4949658031133

ﾒﾄﾞｳｽｲｰﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4324

#4325

4949658043242

4949658043259
Meadow Sweet, Cut, Organic

\600

\1.900

\7.800

20g

100g

500g #4326

有機ハーブ

4949658043266

ﾒﾘﾛｯﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4080

#4081

4949658040807

4949658040814
Melilot, Cut, Organic

\450

\1.400

\6.100

20g

100g

500g #4082

有機ハーブ

4949658040821

ﾓﾓﾉﾊ/桃の葉 ｶｯﾄ大 CUT #4696

#4697

4949658046960

4949658046977

食用不可

Peach Leaf, Cut

\450

\1.500

\6.000

20g

100g

500g #3112

クラフト・その他

4949658031126

(税率10%)

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾓﾘﾝｶﾞ/ﾜｻﾋﾞﾉｷ ﾘｰﾌ ﾎｰﾙ WH KBA #737

#738

4949658007374

4949658007381
Moringa, Leaf, Whole, KBA

\600

\1.700

\6.800

20g

100g

500g #739

ハーブ

4949658007398

ﾔｰｺﾝ ﾌﾚｰｸｽ #2004

#2005

4949658020045

4949658020052
Yacon, Flakes

\550

\1.700

\7.200

20g

100g

500g #2006

ハーブ

4949658020069

ﾔﾑ ﾜｲﾙﾄﾞ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT #7866

#7867

4949658078664

4949658078671
Yam Wild Root, Cut

\450

\1.300

\5.600

20g

100g

500g #7868

ハーブ

4949658078688

ﾔﾛｰ ﾌﾗﾜｰ ﾎｰﾙ WH #744

#4630

4949658007442

4949658046304
Yarrow Flower, Whole

\400

\1.000

\3.500

20g

100g

500g #945

#206085 \41.66710kgハーブ

4949658009453

ﾕｰｶﾘ ﾎｰﾙ WH #747

#4631

4949658007473

4949658046311
Eucalyptus Leaf, Whole

\450

\1.400

\4.333

20g

100g

500g #946

#206086 \51.66710kgハーブ

4949658009460

ﾕｰｶﾘ ﾘｰﾌ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4201

#4202

4949658042016

4949658042023
Eucalyptus  Leaf, Cut, Organic

\450

\1.300

\5.400

20g

100g

500g #4203

有機ハーブ

4949658042030

ﾕｷﾁｬ/雪茶 ﾎｰﾙ WH #7037

#7076

4949658070378

4949658070767
Snow Tea, Whole

\1.500

\6.700

20g

100g

ハーブ

ﾕｽﾞ/柚子 ｶｯﾄ CUT #841

#842

4949658008418

4949658008425
Yuzu, Cut

\350

\1.000

\4.000

20g

100g

500g #843

ハーブ

4949658008432

ﾕｽﾞ/柚子 ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞｶｯﾄ T/B 日本産 #834

#835

4949658008340

4949658008357
Yuzu, T/B Cut

\500

\1.600

\6.600

20g

100g

500g #836

ハーブ

4949658008364

ﾕｽﾞ/柚子 ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞｶｯﾄ&ﾊﾟｳﾀﾞｰ T/B&PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #837

#838

4949658008371

4949658008388
Yuzu, T/B Cut & PowderT/B Cut, Organic

\450

\1.400

\5.400

20g

100g

500g #839

有機ハーブ

4949658008395

ﾖﾓｷﾞ ｶｯﾄ大 CUT #1275

#4632

4949658012750

4949658046328
Mugwort, Cut

\500

\1.500

\5.900

20g

100g

500g #1276

ハーブ

4949658012767

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾖﾓｷﾞ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD 日本産 #862

#861

4949658008623

4949658008616
Mugwort, Powder

\500

\1.700

\7.000

20g

100g

500g #860

青汁素材 ﾖﾓｷﾞ

4949658008609

ﾗｶﾝｶ/羅漢果 ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞｶｯﾄ T/B #748

#749

4949658007480

4949658007497
Rakanka, T/B Cut

\350

\900

\3.000

20g

100g

500g #750

ハーブ

4949658007503

ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ ﾘｰﾌ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4204

#4205

#4207 \60.000

4949658042047

4949658042054
Raspberry Leaf, Cut, Organic

\500

\1.700

\7.600

20g

100g

500g #4206
10kg

有機ハーブ

4949658042061

ﾗﾌﾏ/羅布麻 ｶｯﾄ CUT #2001

#2002

4949658020014

4949658020021
Rafuma, Cut

\450

\1.300

\4.900

20g

100g

500g #7894

ハーブ

4949658078947

ﾗﾍﾞｰｼﾞ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT KBA #8689

#8690

4949658086898

4949658086904
Lovage Root, Cut, KBA

\400

\1.200

\5.500

20g

100g

500g #8691

ハーブ

4949658086911

在庫限り

ﾗﾍﾞｰｼﾞ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4174

#4175

4949658041743

4949658041750
Lovage root cut, Organic

\450

\1.400

\6.200

20g

100g

500g #4176

有機ハーブ

4949658041767

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ ﾎｰﾙ WH #757

#4636

4949658007572

4949658046366
Lavender, Whole

\500

\1.700

\5.000

20g

100g

500g #758

#206090 \66.66710kgハーブ

4949658007589

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C #5004

#5025

4949658050042

4949658050257
Lavender, F/Cut

\400

\1.200

\5.200

20g

100g

500g #5047

ハーブ

4949658050479

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ B級 ﾎｰﾙ WH #4999

#5024

4949658049992

4949658050240
Lavender, Whole

\350

\900

\3.200

20g

100g

500g #5046

#206088 \41.66710kgハーブ

4949658050462

ﾘｺﾘｽ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT #762

#4637

#969 \51.667

4949658007626

4949658046373
Licorice Root, Cut

\400

\1.200

\4.500

20g

100g

500g #947
10kg

ハーブ

4949658009477

ﾘｺﾘｽ ﾙｰﾄ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4083

#4084

4949658040838

4949658040845
Licorice Root, Cut, Organic

\450

\1.400

\5.500

20g

100g

500g #4085

有機ハーブ

4949658040852

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器
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ドライハーブ
価格表

EO価格表

名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾘｺﾘｽ ﾙｰﾄ ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞｶｯﾄ T/B #1289

#1290

4949658012897

4949658012903
Licorice Root、T/B Cut

\300

\800

\2.700

20g

100g

500g #1291

ハーブ

4949658012910

ﾘｺﾘｽ ﾙｰﾄ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C #761

#760

4949658007619

4949658007602
Licorice Root, F/Cut

\400

\1.100

\4.400

20g

100g

500g #759

ハーブ

4949658007596

ﾘｮｸﾁｬ/緑茶 ﾛｰﾙﾄﾞ ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4270

#4271

#4308 \120.000

4949658042702

4949658042719
Green Tea, Rolled, Organic

\600

\1.800

\7.000

20g

100g

500g #4272
10kg

有機緑茶

4949658042726

ﾘﾝﾃﾞﾝ ﾎｰﾙ WH #768

#4639

4949658007688

4949658046397
Linden, Whole

\600

\2.000

\6.167

20g

100g

500g #769

#206094 \80.00010kgハーブ

4949658007695

ﾘﾝﾃﾞﾝ ｶｯﾄ CUT #765

#4638

4949658007657

4949658046380
Linden, Cut

\600

\2.000

\7.000

20g

100g

500g #766

#206092 \86.66710kgハーブ

4949658007664

ﾘﾝﾃﾞﾝ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C #6755

#6756

4949658067552

4949658067569
Linden, F/Cut

\550

\1.800

\8.000

20g

100g

500g #6757

#206093 \135.00010kgハーブ

4949658067576

ﾘﾝﾃﾞﾝ ﾌﾗﾜｰ ｶｯﾄ CUT KBA #8713

#8714

4949658087130

4949658087147
Linden Flower, Cut, KBA

\500

\1.600

\6.900

20g

100g

500g #8715

ハーブ

4949658087154

ｸﾞﾘｰﾝ ﾙｲﾎﾞｽ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4037

#4038

#4040 \45.000

4949658040371

4949658040388
Green Rooibos, Cut, Organic

\350

\800

\2.800

20g

100g

500g #4039
10kg

有機ハーブ

4949658040395

ﾙｲﾎﾞｽ ｽｰﾍﾟﾘｱ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4001

#4002

#4004 \38.000

4949658040012

4949658040029
Rooibos Superior, Cut, Organic

\300

\700

\2.400

20g

100g

500g #4003
10kg

有機ハーブ

4949658040036

ﾙｰ ｶｯﾄ CUT #771

#3095

4949658007718

4949658030952
Rue, Cut

\450

\1.300

\5.400

20g

100g

500g #4640

ハーブ

4949658046403

ﾚｲｼ/霊芝 ｶｯﾄ CUT #1269

#4699

4949658012699

4949658046991
Reishi, Cut

\1.100

\4.700

\21.500

20g

100g

500g #1270

ハーブ

4949658012705

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾚｯﾄﾞｸﾛｰﾊﾞｰ ﾎｰﾙ WH #772

#4641

#8958 \25.000

4949658007725

4949658046410
Red Clover, Whole

\600

\1.900

\3.666

20g

100g

500g #948
5kg

ハーブ

4949658009484

ﾚﾃﾞｨｰｽﾏﾝﾄﾙ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4156

#4157

#4243 \46.500

4949658041569

4949658041576
Lady's Mantle, Cut, Organic

\600

\2.000

\8.300

20g

100g

500g #4158
5kg

有機ハーブ

4949658041583

ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ  ｶｯﾄ大 CUT(数cm） #778

#4644

4949658007787

4949658046441
Lemongrass, Cut

\450

\1.300

\3.500

20g

100g

500g #779

#206097 \35.00010kgハーブ

4949658007794

ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ ｶｯﾄ CUT #775

#4643

4949658007756

4949658046434
Lemongrass, Cut

\450

\1.300

\3.000

20g

100g

500g #776

#206096 \35.00010kgハーブ

4949658007763

ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C #5005

#5026

4949658050059

4949658050264
Lemongrass, F/Cut

\350

\800

\3.100

20g

100g

500g #5048

#206098 \46.00010kgハーブ

4949658050486

ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞｶｯﾄ T/B #774

#773

4949658007749

4949658007732
Lemongrass, T/B Cut

\450

\1.300

\4.500

20g

100g

500g #959

ハーブ

4949658009590

ﾚﾓﾝﾀｲﾑ ﾊｰﾌﾞ ｶｯﾄ CUT KBA #8756

#8757

4949658087567

4949658087574
Lemon Thyme Herb, Cut, KBA

\950

\3.900

\17.000

20g

100g

500g #8758

ハーブ

4949658087581

ﾚﾓﾝﾃｨｰﾄｩﾘｰ ﾘｰﾌ ｶｯﾄ CUT KBA #4708

#4707

4949658047080

4949658047073
Lemon tea tree, Leaf, Cut, KBA

\900

\3.700

\16.000

20g

100g

500g #4706

ハーブ

4949658047066

ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾍﾞﾅ ﾎｰﾙ WH #781

#4648

4949658007817

4949658046489
Lemon Verbena, Whole

\600

\2.100

\6.333

20g

100g

500g #782

#206102 \88.33310kgハーブ

4949658007824

ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾍﾞﾅ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4159

#4160

4949658041590

4949658041606
Lemon Vervena, Whole, Oragnic

\700

\2.400

\10.000

20g

100g

500g #4161

有機ハーブ

4949658041613

ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾍﾞﾅ ｶｯﾄ CUT #780

#777

4949658007800

4949658007770
Lemon Verbena, Cut

\600

\2.100

\8.500

20g

100g

500g #960

ハーブ

4949658009606

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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ハーブティー
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ドライハーブ
価格表

EO価格表

名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾍﾞﾅ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4315

#4316

4949658043150

4949658043167
Lemon Vervena, Cut, Oragnic

\700

\2.300

\9.200

20g

100g

500g #4317

有機ハーブ

4949658043174

ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾍﾞﾅ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C #6764

#6765

4949658067644

4949658067651
Lemon Verbena, F/Cut

\350

\1.000

\4.000

20g

100g

500g #5833

#206101 \48.33310kgハーブ

4949658058338

ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ ﾎｰﾙ WH #784

#4649

4949658007848

4949658046496
Lemon Balm, Whole

\600

\2.200

\6.333

20g

100g

500g #785

#206104 \76.66710kgハーブ

4949658007855

ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4255

#4256

4949658042559

4949658042566
Lemon Balm, Whole, Organic

\600

\2.000

\8.000

20g

100g

500g #4257

有機ハーブ

4949658042573

ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ ｶｯﾄ CUT #792

#791

4949658007923

4949658007916
Lemon Balm, Cut

\550

\1.800

\7.300

20g

100g

500g #790

ハーブ

4949658007909

ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ ｶｯﾄ CUT KBA
#8580 4949658085808

Lemon Balm, Cut, KBA
\1.800100g

ハーブ
在庫限り

ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4258

#4259

4949658042580

4949658042597
Lemon Balm, Cut, Organic

\600

\2.200

\9.000

20g

100g

500g #4260

有機ハーブ

4949658042603

ﾚﾓﾝﾊﾞｰﾑ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C #6768

#6769

4949658067682

4949658067699
Lemon Balm, F/Cut

\350

\1.000

\3.800

20g

100g

500g #6770

#206103 \50.00010kgハーブ

4949658067705

ﾚﾓﾝﾋﾟｰﾙ ｶｯﾄ CUT #807

#808

4949658008074

4949658008081
Lemon Peel, Cut

\450

\1.300

\5.166

20g

100g

500g #809

#810 \60.00010kgハーブ

4949658008098

ﾚﾓﾝﾋﾟｰﾙ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C #811

#812

4949658008111

4949658008128
Lemon Peel, Ｆ/Cut

\400

\1.300

\5.100

20g

100g

500g #813

ハーブ

4949658008135

ﾚﾓﾝﾏｰﾄﾙ ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾞｶｯﾄ T/B ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4005

#4006

#4008 \130.000

4949658040050

4949658040067
Lemon Myrtle, T/B Cut, Organic

\600

\2.100

\8.500

20g

100g

500g #4007
10kg

有機ハーブ

4949658040074

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾛｰｽﾞﾊﾟｰﾌﾟﾙ ﾊﾞｯｽﾞ #793

#4671

4949658007930

4949658046717
Rose Purple Bud

\650

\2.400

\10.333

20g

100g

500g #949

ハーブ

4949658009491

ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ ﾎｰﾙ WH KBA #8623

#8624

4949658086232

4949658086249
Rosehip, Whole, KBA

\400

\1.000

\4.100

20g

100g

500g #8625

ハーブ

4949658086256

ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ ｶｯﾄ CUT #796

#4672

4949658007961

4949658046724
Rosehip, Cut

\350

\900

\2.833

20g

100g

500g #797

#206107 \33.33310kgハーブ

4949658007978

ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4009

#4010

#4012 \38.000

4949658040098

4949658040104
Rosehip, Cut, Organic

\350

\900

\3.800

20g

100g

500g #4011
10kg

有機ハーブ

4949658040111

ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C #5008

#5029

4949658050080

4949658050295
Rosehip, F/Cut

\300

\700

\3.500

20g

100g

500g #5051

#206108 \35.00010kgハーブ

4949658050516

ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4013

#4014

#4016 \36.000

4949658040135

4949658040142
Rosehip, F/Cut, Organic

\300

\700

\2.500

20g

100g

500g #4015
10kg

有機ハーブ

4949658040159

ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #883

#882

4949658008838

4949658008821
Rosehip, Powder

\250

\450

\1.400

20g

100g

500g #881

ハーブ

4949658008814

ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4041

#4042

#4044 \40.000

4949658040418

4949658040425
Rosehip, Powder, Oranic

\300

\700

\2.700

20g

100g

500g #4043
10kg

有機ハーブ

4949658040432

ﾛｰｽﾞﾋﾟﾝｸ ﾍﾟﾀﾙ（ｶﾞｸ無し）ﾎｰﾙ WH #799

#4674

4949658007992

4949658046748
Rose Pink Petal, Whole

\800

\3.000

\10.500

20g

100g

500g #950

#206109 \138.33310kgハーブ

4949658009507

ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ ﾎｰﾙ WH #805

#4676

4949658008050

4949658046762
Rosemary, Whole

\350

\900

\2.167

20g

100g

500g #806

#206111 \26.66710kgハーブ

4949658008067

ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4208

#4209

4949658042085

4949658042092
Rosemary, Whole, Organic

\450

\1.400

\6.000

20g

100g

500g #4210

有機ハーブ

4949658042108

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C #5009

#5030

4949658050097

4949658050301
Rosemary, F/Cut

\300

\700

\2.700

20g

100g

500g #5052

#206110 \39.00010kgハーブ

4949658050523

ﾛｰｽﾞﾚｯﾄﾞ ﾎｰﾙ WH #817

#4680

4949658008173

4949658046809
Rose Red, Whole

\400

\1.100

\2.833

20g

100g

500g #818

#206114 \36.66710kgハーブ

4949658008180

ﾛｰｽﾞﾚｯﾄﾞﾍﾟﾀﾙ(ｶﾞｸ無し) ﾎｰﾙ WH #4681

#4682

4949658046816

4949658046823
Rose Red Petal, Whole

\450

\1.400

\3.666

20g

100g

500g #1582

#206113 \43.33310kgハーブ

4949658015829

ﾛｰｽﾞﾚｯﾄﾞ ﾌｧｲﾝｶｯﾄ F/C #5010

#5031

4949658050103

4949658050318
Rose Red, F/Cut

\350

\900

\3.700

20g

100g

500g #5053

#206112 \55.00010kgハーブ

4949658050530

ﾛｰｽﾞﾚｯﾄﾞﾊﾞｯｽﾞ/ﾏｲｶｲｶ #830

#831

4949658008302

4949658008319
Rose Red Bud

\700

\2.600

\9.500

20g

100g

500g #832

ハーブ

4949658008326

ﾛｰﾚﾙ ﾘｰﾌ ﾎｰﾙ WH #820

#4683

4949658008203

4949658046830
Bay Leaf, Whole

\350

\900

\2.833

20g

100g

500g #951

#206116 \33.33310kgハーブ

4949658009514

ﾛｰﾚﾙ ﾘｰﾌ ﾎｰﾙ WH KBA #8605

#8606

4949658086058

4949658086065
Bay Leaf, Whole, KBA

\550

\1.900

20g

100g

ハーブ
在庫限り

ﾛｰﾚﾙ ﾘｰﾌ ﾎｰﾙ WH ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4305

#4306

4949658043051

4949658043068
Bay Leaf, Whole, Orgnaic

\600

\2.100

\8.500

20g

100g

500g #4307

有機ハーブ

4949658043075

ﾛｰﾚﾙ ﾘｰﾌ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #823

#824

4949658008234

4949658008241
Bay Leaf, Powder

\350

\900

\3.900

20g

100g

500g #4442

ハーブ

4949658044423

ﾛﾝｸﾞﾍﾟｯﾊﾟｰ/ﾋﾊﾂ ﾎｰﾙ WH KBA #789

#795

4949658007893

4949658007954
Long Pepper, Whole, KBA

\500

\1.700

\7.300

20g

100g

500g #798

スパイス

4949658007985

ﾜｲﾝﾚｯﾄﾞ ﾘｰﾌ/ﾌﾞﾄﾞｳ葉 ｶｯﾄ CUT ｵｰｶﾞﾆｯｸ #4261

#4262

4949658042610

4949658042627
VIne Leaves Red, Cut, Organic

\550

\1.800

\7.500

20g

100g

500g #4263

有機ハーブ

4949658042634

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。

111



名称 品番 価格 JANコード内容量

ﾜﾄﾙｼｰﾄﾞ ﾛｰｽﾄ ﾊﾟｳﾀﾞｰ PWD #8765

#8766

4949658087659

4949658087666
Wattle Seed, Roasted, Powder, Wild

\750

\2.900

\12.500

20g

100g

500g #8767

ハーブ

4949658087673

※食用のドライハーブは軽減税率対象商品です。（税率８％） 食用不可商品のみに、税率を記載しています。
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EO名 /学名 容量 品番 受注生産 JANコード価格

＜欠品＞

天産物ですので、欠品の生じる場合がありますのであらかじめご了承ください。

収穫期前に年間の買取補償をいただければ、必要数量の確保も可能ですので営業担当までお申し付けください。

＜価格と産地の変更＞

気候変動、為替変動、その他の要因で、価格や産地が予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

＜納期＞

500g、100ml、50ml、は全て受注生産です。20ml、10ml、5ml(一部2ml）は定番品と受注生産品に分かれております。

ご注文をいただいてから、受注生産品は数日程度納入までかかりますので、余裕を持って、ご注文ください。

※表の中の★印のついているものが、受注生産品となります。

カリス成城では、プロフェッショナルな要望にお応えするために、小売用より量が多くてお得な業務用の

エッセンシャルオイルを取り扱っております。下記の注意点をご確認のうえ、お気軽にご用命ください。

ｱﾆｽｼｰﾄﾞ Organic 5ml #146

#9401

#2112

#2201

#9001

\1,000

\1,500

\2,800

\4,500

\7,500

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001464

4949658094015

4949658021127

4949658022018

4949658090017

★

★

ｱﾐﾘｽ 5ml #5659

#9558

#2047

#2431

#8460

\1,500

\2,800

\5,400

\13,000

\23,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056594

4949658095586

4949658020472

4949658024319

4949658084603

★

★

ｲﾓｰﾃﾙ Organic 2ml #215

#9525

#2088

#2402

#8996

\3,800

\14,000

\25,000

\56,000

\95,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658002157

4949658095258

4949658020885

4949658024029

4949658089967

★

★

ｲﾖｶﾝ/伊予柑 5ml #5654

#9555

#2050

#2429

#8458

#9325

\1,500

\2,800

\5,400

\13,000

\23,000

\100,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056549

4949658095555

4949658020502

4949658024296

4949658084580

4949658093254

★

★

★

ｲﾗﾝｲﾗﾝ Organic 5ml #131

#9402

#2162

#2202

#9002

#9203

\1,000

\1,700

\3,200

\6,500

\10,000

\45,000

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001310

4949658094022

4949658021622

4949658022025

4949658090024

4949658092035

★

★

★
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EO名 /学名 容量 品番 受注生産 JANコード価格

ｲﾗﾝｲﾗﾝ ｴｸｽﾄﾗ Organic 5ml #5671

#9570

#2601

#2443

#8436

\1,500

\2,800

\5,400

\13,000

\23,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056716

4949658095708

4949658026016

4949658024432

4949658084368

★

★

ｲﾗﾝｲﾗﾝ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ Organic 5ml #147

#9403

#2113

#2203

#9003

#9204

\1,200

\2,000

\3,600

\8,500

\15,000

\65,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001471

4949658094039

4949658021134

4949658022032

4949658090031

4949658092042

★

★

★

ｳｲﾝﾀｰｸﾞﾘｰﾝ 5ml #5672

#9571

#2602

#2444

#8437

\1,000

\1,700

\3,200

\6,500

\10,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056723

4949658095715

4949658026023

4949658024449

4949658084375

★

★

ｳﾞｪﾁﾊﾞｰ Organic 5ml #190

#9502

#2190

#2279

#9079

#9280

\1,500

\2,800

\5,400

\13,000

\23,000

\100,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001907

4949658095029

4949658021905

4949658022797

4949658090796

4949658092806

★

★

★

ｴﾚﾐ 5ml #5673

#9572

#2603

#2445

#8438

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056730

4949658095722

4949658026030

4949658024456

4949658084382

★

★

ｵｰﾙｽﾊﾟｲｽ 5ml #5674

#9573

#2604

#2446

#8439

\1,200

\2,000

\3,600

\8,500

\15,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056747

4949658095739

4949658026047

4949658024463

4949658084399

★

★

ｵﾚﾝｼﾞｽｲｰﾄ Organic 5ml #7051

#9404

#2101

#2204

#9004

#9205

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

\18,000

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658070514

4949658094046

4949658021011

4949658022049

4949658090048

4949658092059

★

★

★

ｵﾚﾝｼﾞﾋﾞﾀｰ ｸﾞﾘｰﾝ Organic 5ml #5625

#9405

#2159

#2205

#9005

#9206

\1,000

\1,700

\3,200

\6,500

\10,000

\45,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056259

4949658094053

4949658021592

4949658022056

4949658090055

4949658092066

★

★

★
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EO名 /学名 容量 品番 受注生産 JANコード価格

ｵﾚﾝｼﾞﾋﾞﾀｰ ﾚｯﾄﾞ Organic 5ml #5688

#9587

#2618

#2460

#8433

#9339

\1,000

\1,700

\3,200

\6,500

\10,000

\45,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056884

4949658095876

4949658026184

4949658024609

4949658084337

4949658093391

★

★

★

ｵﾚﾝｼﾞﾌﾞﾛｯｻﾑ ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ 2ml #148

#9406

#2114

#2206

#9006

\2,500

\9,000

\16,000

\36,000

\70,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001488

4949658094060

4949658021141

4949658022063

4949658090062

★

★

ｶｰﾈｰｼｮﾝ ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ SFOA 2ml #5667

#9566

\4,800

\22,500 ★10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056679

4949658095661

ｶｯｼｰ ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ SFOA 2ml #195

#9507

#2195

#2284

#9084

\2,500

\9,000

\16,000

\36,000

\70,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001952

4949658095074

4949658021950

4949658022841

4949658090840

★

★

ｶﾎﾞｽ (水蒸気蒸留法) 5ml #5631

#9547

#2059

#2406

#8961

#9310

\1,800

\3,200

\6,000

\14,000

\26,000

\120,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056310

4949658095470

4949658020595

4949658024067

4949658089615

4949658093100

★

★

★

ｶﾓﾏｲﾙ ｼﾞｬｰﾏﾝ Organic 2ml #5658

#9407

#2115

#2207

#9007

\2,500

\9,000

\16,000

\36,000

\70,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056587

4949658094077

4949658021158

4949658022070

4949658090079

★

★

ｶﾓﾏｲﾙ ﾛｰﾏﾝ Organic 2ml #130

#9408

#2116

#2208

#9008

#9209

\3,800

\14,000

\25,000

\56,000

\95,000

\450,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001303

4949658094084

4949658021165

4949658022087

4949658090086

4949658092097

★

★

★

ｶﾕﾌﾟﾃ Organic 5ml #151

#9409

#2117

#2209

#9009

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001518

4949658094091

4949658021172

4949658022094

4949658090093

★

★
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ｶﾙﾀﾞﾓﾝ Organic 5ml #154

#9410

#2118

#2210

#9010

\1,800

\3,200

\6,000

\14,000

\26,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001549

4949658094107

4949658021189

4949658022100

4949658090109

★

★

ｶﾞﾙﾊﾞﾅﾑ 5ml #5660

#9559

#2046

#2432

#8461

\2,500

\4,500

\7,500

\15,000

\28,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056600

4949658095593

4949658020465

4949658024326

4949658084610

★

★

ｶﾝﾌｧｰ ﾎﾜｲﾄ 5ml #126

#9515

#2097

#2292

#9092

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001266

4949658095159

4949658020977

4949658022926

4949658090925

★

★

ｷｬﾗｳｪｲ ｼｰﾄﾞ/ﾋﾒｳｲｷｮｳ 5ml #5675

#9574

#2605

#2447

#8440

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056754

4949658095746

4949658026054

4949658024470

4949658084405

★

★

ｷｬﾛｯﾄｼｰﾄﾞ Organic 5ml #132

#9411

#2119

#2211

#9011

\2,500

\4,500

\7,500

\15,000

\28,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001327

4949658094114

4949658021196

4949658022117

4949658090116

★

★

ｷﾝﾓｸｾｲ ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ 2ml #5632

#9532

#2060

#2407

#8962

\8,000

\38,000

\72,000

\175,000

\320,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056327

4949658095326

4949658020601

4949658024074

4949658089622

★

★

ｸｽﾉｷ 5ml #216

#9526

#2086

#2403

#8995

#9304

\1,000

\1,500

\2,800

\4,800

\8,500

\32,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658002164

4949658095265

4949658020861

4949658024036

4949658089950

4949658093049

★

★

★

ｸﾐﾝ Organic 5ml #5668

#9567

#2038

#2440

#8469

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056686

4949658095678

4949658020380

4949658024401

4949658084696

★

★
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ｸﾗﾘｾｰｼﾞ Organic 5ml #158

#9412

#2120

#2212

#9012

#9213

\1,500

\2,800

\5,400

\13,000

\23,000

\100,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001587

4949658094121

4949658021202

4949658022124

4949658090123

4949658092134

★

★

★

ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ Organic 5ml #133

#9413

#2163

#2213

#9013

#9214

\1,500

\2,800

\5,000

\12,000

\20,000

\90,000

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001334

4949658094138

4949658021639

4949658022131

4949658090130

4949658092141

★

★

★

ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ ﾋﾟﾝｸ 5ml #5633

#9533

#2061

#2408

#8963

#9311

\1,000

\1,700

\3,200

\6,500

\10,000

\45,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056334

4949658095333

4949658020618

4949658024081

4949658089639

4949658093117

★

★

★

ｸﾛｰﾌﾞ Organic 5ml #159

#9414

#2121

#2214

#9014

#9215

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

\50,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001594

4949658094145

4949658021219

4949658022148

4949658090147

4949658092158

★

★

★

ｸﾛﾓｼﾞ 2ml #124

#9517

#2095

#2294

\3,800

\14,000

\25,000

\56,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001242

4949658095173

4949658020953

4949658022940★

ｸﾝｼﾞｱ 5ml #5676

#9575

#2606

#2448

#8441

\1,500

\2,800

\5,400

\13,000

\23,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056761

4949658095753

4949658026061

4949658024487

4949658084412

★

★

ｹﾞｯﾄｳ/月桃 2ml #7600

#9415

#2122

#2215

#9015

\3,800

\14,000

\25,000

\56,000

\95,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658076004

4949658094152

4949658021226

4949658022155

4949658090154

★

★

ｺｰﾋｰ ｴｸｽﾄﾗｸﾄ (10%希釈液) 2ml #5690

#9589

#2620

#2462

#8429

\1,500

\5,000

\9,000

\20,000

\35,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056907

4949658095890

4949658026207

4949658024623

4949658084290

★

★
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EO名 /学名 容量 品番 受注生産 JANコード価格

ｺﾊﾟｲﾊﾞ 5ml #5661

#9560

#2045

#2433

#8462

\1,500

\2,800

\5,000

\12,000

\20,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056617

4949658095609

4949658020458

4949658024333

4949658084627

★

★

ｺﾘｱﾝﾀﾞｰｼｰﾄﾞ Organic 5ml #160

#9416

#2123

#2216

#9016

\1,200

\2,000

\3,600

\8,500

\15,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001600

4949658094169

4949658021233

4949658022162

4949658090161

★

★

ｺﾘｱﾝﾀﾞｰﾘｰﾌ Organic 5ml #161

#9417

#2124

#2217

#9017

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001617

4949658094176

4949658021240

4949658022179

4949658090178

★

★

ｻｲﾌﾟﾚｽ Organic 5ml #134

#9418

#2125

#2218

#9018

#9219

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

\50,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001341

4949658094183

4949658021257

4949658022186

4949658090185

4949658092196

★

★

★

ｻﾝﾀﾞﾙｳｯﾄﾞ Organic 2ml #189

#9501

#2189

#2278

#9078

\2,500

\9,000

\16,000

\36,000

\70,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001891

4949658095012

4949658021899

4949658022780

4949658090789

★

★

ｻﾝﾀﾞﾙｳｯﾄﾞ ｽﾋﾟｶﾄｩﾑ 2ml #5670

#9569

#2036

#2442

#8471

\2,500

\9,000

\16,000

\36,000

\70,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056709

4949658095692

4949658020366

4949658024425

4949658084719

★

★

シークヮーサー 5ml #5686

#9585

#2616

#2458

#8435

\1,800

\3,200

\6,000

\14,000

\26,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056860

4949658095852

4949658026160

4949658024586

4949658084351

★

★

ｼｿ/紫蘇 2ml #5634 \1,500

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056341

在庫限り
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ｼﾀﾞｰｳｯﾄﾞ Organic 5ml #135

#9420

#2127

#2220

#9020

#9221

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

\18,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001358

4949658094206

4949658021271

4949658022209

4949658090208

4949658092219

★

★

★

ｼﾄﾛﾈﾗ Organic 5ml #136

#9421

#2128

#2221

#9021

#9222

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

\18,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001365

4949658094213

4949658021288

4949658022216

4949658090215

4949658092226

★

★

★

ｼﾅﾓﾝ ﾊﾞｰｸ Organic 5ml #186

#9498

#2186

#2275

#9074

\1,500

\2,800

\5,400

\13,000

\23,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001860

4949658094985

4949658021868

4949658022759

4949658090741

★

★

ｼﾅﾓﾝﾘｰﾌ Organic 5ml #163

#9423

#2130

#2223

#9023

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001631

4949658094237

4949658021301

4949658022230

4949658090239

★

★

ｼﾞｬｽﾐﾝ ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ SFOA 2ml #164

#9424

#2131

#2224

#9024

\4,800

\22,500

\44,000

\105,000

\195,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001648

4949658094244

4949658021318

4949658022247

4949658090246

★

★

ｼﾞｬｽﾐﾝ ｻﾝﾊﾞｯｸ ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ 2ml #5635

#9535

#2063

#2410

#8965

\4,800

\22,500

\44,000

\105,000

\195,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056358

4949658095357

4949658020632

4949658024104

4949658089653

★

★

ｼﾞｭﾆﾊﾟｰﾍﾞﾘｰ Organic 5ml #137

#9425

#2132

#2225

#9025

#9226

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

\50,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001372

4949658094251

4949658021325

4949658022254

4949658090253

4949658092264

★

★

★

ｼﾞﾝｼﾞｬｰ Organic 5ml #182

#9493

#2181

#2270

#9070

#9271

\1,000

\1,500

\2,800

\4,800

\8,500

\32,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001822

4949658094930

4949658021813

4949658022704

4949658090703

4949658092714

★

★

★
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EO名 /学名 容量 品番 受注生産 JANコード価格

ｽﾀｰｱﾆｽ 5ml #5677

#9576

#2607

#2449

#8442

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056778

4949658095760

4949658026078

4949658024494

4949658084429

★

★

ｽﾊﾟｲｸﾅｰﾄﾞ/ｼﾞｬﾀﾏﾝｼ Organic 2ml #5691

#9590

#2621

#2463

#8430

\2,500

\9,000

\16,000

\36,000

\70,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056914

4949658095906

4949658026214

4949658024630

4949658084306

★

★

ｽﾍﾟｱﾐﾝﾄ Organic 5ml #138

#9427

#2134

#2227

#9027

#9228

\1,000

\1,500

\2,800

\4,500

\7,500

\24,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001389

4949658094275

4949658021349

4949658022278

4949658090277

4949658092288

★

★

★

ｾｰｼﾞ Organic 5ml #165

#9428

#2135

#2228

#9028

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001655

4949658094282

4949658021356

4949658022285

4949658090284

★

★

ｾﾞﾗﾆｳﾑ Organic 5ml #139

#9429

#2164

#2229

#9029

#9230

\1,000

\1,700

\3,200

\6,500

\10,000

\45,000

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001396

4949658094299

4949658021646

4949658022292

4949658090291

4949658092301

★

★

★

ｾﾞﾗﾆｳﾑ ﾌﾞﾙﾎﾞﾝ Organic 5ml #214

#9524

#2087

#2401

#8997

#9302

\1,500

\2,800

\5,400

\13,000

\23,000

\100,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658002140

4949658095241

4949658020878

4949658024012

4949658089974

4949658093025

★

★

★

ｾﾛﾘ- ｼｰﾄﾞ Organic 5ml #5669

#9568

#2039

#2441

#8470

\1,200

\2,000

\3,600

\8,500

\15,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056693

4949658095685

4949658020397

4949658024418

4949658084702

★

★

ｾﾝﾄ ｼﾞｮﾝｽﾞ ﾜｰﾄ Organic 2ml #5636

#9536

#2064

#2411

#8966

\2,500

\9,000

\16,000

\36,000

\70,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056365

4949658095364

4949658020649

4949658024111

4949658089660

★

★
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ﾀｲﾑ ﾘﾅﾛｰﾙ Organic 5ml #5637

#9537

#2065

#2412

#8967

\1,800

\3,200

\6,000

\14,000

\26,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056372

4949658095371

4949658020656

4949658024128

4949658089677

★

★

ﾀﾞﾊﾞﾅ Organic 2ml #5638

#9538

#2066

#2413

#8968

\2,500

\9,000

\16,000

\36,000

\70,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056389

4949658095388

4949658020663

4949658024135

4949658089684

★

★

ﾀﾗｺﾞﾝ/ｴｽﾄﾗｺﾞﾝ 5ml #5678

#9577

#2608

#2450

#8443

\1,500

\2,800

\5,400

\13,000

\23,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056785

4949658095777

4949658026085

4949658024500

4949658084436

★

★

ﾀﾝｼﾞｪﾘﾝ Organic 5ml #5639

#9539

#2067

#2414

#8969

\1,200

\2,000

\3,600

\8,500

\15,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056396

4949658095395

4949658020670

4949658024142

4949658089691

★

★

ﾁｭﾍﾞﾛｰｽﾞ ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ 2ml #5679

#9578

#2609

#2451

#8444

\8,000

\38,000

\72,000

\175,000

\320,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056792

4949658095784

4949658026092

4949658024517

4949658084443

★

★

ﾃｨｰﾄｩﾘｰ Organic 5ml #5624

#9432

#2158

#2232

#9032

#9233

\1,000

\1,500

\2,800

\4,500

\7,500

\24,000

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056242

4949658094329

4949658021585

4949658022322

4949658090321

4949658092332

★

★

★

ﾃﾞｨﾙ ｼｰﾄﾞ 5ml #5680

#9579

#2610

#2452

#8445

\1,200

\2,000

\3,600

\8,500

\15,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056808

4949658095791

4949658026108

4949658024524

4949658084450

★

★

ﾅﾂﾐｶﾝ/夏みかん (水蒸気蒸留法) 5ml #5657

#9557

#2048

#2430

#8459

#9326

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

\50,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056570

4949658095579

4949658020489

4949658024302

4949658084597

4949658093261

★

★

★
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ﾅﾂﾒｸﾞ Organic 5ml #187

#9499

#2187

#2276

#9075

\1,000

\1,500

\2,800

\4,500

\7,500

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001877

4949658094992

4949658021875

4949658022766

4949658090758

★

★

ﾆｱｳﾘ Organic 5ml #169

#9434

#2139

#2234

#9034

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001693

4949658094343

4949658021394

4949658022346

4949658090345

★

★

ﾈﾛﾘ Organic 2ml #170

#9435

#2140

#2235

#9035

\4,800

\22,500

\44,000

\105,000

\195,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001709

4949658094350

4949658021400

4949658022353

4949658090352

★

★

ﾊﾞｰﾍﾞﾅ Organic 2ml #171

#9436

#2141

#2236

#9036

\2,500

\9,000

\16,000

\36,000

\70,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001716

4949658094367

4949658021417

4949658022360

4949658090369

★

★

ﾊﾞｰﾍﾞﾅ/ﾘｯﾋﾟｱ ｼﾞｬﾊﾞﾆｶ 5ml #5681

#9580

#2611

#2453

#8446

\1,500

\2,800

\5,400

\13,000

\23,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056815

4949658095807

4949658026115

4949658024531

4949658084467

★

★

ﾊﾞｰﾑﾐﾝﾄﾌﾞｯｼｭ 5ml #5649

#9550

#2055

#2424

#8453

\1,200

\2,000

\3,600

\8,500

\15,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056495

4949658095500

4949658020557

4949658024241

4949658084535

★

★

ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ ﾘｰﾌ ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ/ﾆｵｲｽﾐﾚ 2ml #5682

#9581

#2612

#2454

#8447

\3,800

\14,000

\25,000

\56,000

\95,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056822

4949658095814

4949658026122

4949658024548

4949658084474

★

★

ﾊﾟｲﾝ ｼﾙﾍﾞｽﾀｰ Organic 5ml #140

#9437

#2142

#2237

#9037

#9238

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

\20,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001402

4949658094374

4949658021424

4949658022377

4949658090376

4949658092387

★

★

★
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ﾊﾞｼﾞﾙ Organic 5ml #172

#9438

#2143

#2238

#9038

#9239

\1,000

\1,700

\3,200

\6,500

\10,000

\45,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001723

4949658094381

4949658021431

4949658022384

4949658090383

4949658092394

★

★

★

ﾊﾞｼﾞﾙ ﾚﾓﾝ Organic 5ml #173

#9439

#2144

#2239

#9039

\1,200

\2,000

\3,600

\8,500

\15,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001730

4949658094398

4949658021448

4949658022391

4949658090390

★

★

ﾊﾟﾁｭﾘ Organic 5ml #174

#9440

#2145

#2240

#9040

#9241

\1,000

\1,500

\2,800

\4,800

\8,500

\32,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001747

4949658094404

4949658021455

4949658022407

4949658090406

4949658092417

★

★

★

ﾊﾆｰﾏｰﾄﾙ 5ml #210

#9520

#2092

#2297

#9097

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658002102

4949658095203

4949658020922

4949658022971

4949658090970

★

★

ﾊﾞﾆﾗ ｴｸｽﾄﾗｸﾄ 5ml #5695

#9594

#2625

#2467

#8426

\1,500

\2,800

\5,000

\12,000

\20,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056952

4949658095944

4949658026252

4949658024678

4949658084269

★

★

ﾊﾟﾙﾏﾛｰｻﾞ Organic 5ml #185

#9497

#2185

#2273

#9073

#9274

\1,000

\1,500

\2,800

\4,500

\7,500

\24,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001853

4949658094978

4949658021851

4949658022735

4949658090734

4949658092745

★

★

★

ﾊﾞﾚﾘｱﾝ ﾙｰﾄ 2ml #5683

#9582

#2613

#2455

#8448

\2,500

\9,000

\16,000

\36,000

\70,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056839

4949658095821

4949658026139

4949658024555

4949658084481

★

★

ﾋｿｯﾌﾟ Organic 5ml #192

#9504

#2192

#2281

#9081

\1,800

\3,200

\6,000

\14,000

\26,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001921

4949658095043

4949658021929

4949658022810

4949658090819

★

★
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EO名 /学名 容量 品番 受注生産 JANコード価格

ﾋﾉｷ 5ml #5593

#9442

#2147

#2242

#9042

#9243

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

\18,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658055931

4949658094428

4949658021479

4949658022421

4949658090420

4949658092431

★

★

★

ﾋﾊﾞ 5ml #5630

#9443

#2148

#2243

#9043

#9244

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

\18,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056303

4949658094435

4949658021486

4949658022438

4949658090437

4949658092448

★

★

★

ﾌｧｰ ｼﾍﾞﾘｱ 5ml #5664

#9563

\1,000

\1,50010ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056648

4949658095630

在庫限り

ﾌｧｰ ｼﾙﾊﾞｰ Organic 5ml #193

#9505

#2193

\1,000

\1,500

\2,800 ★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001938

4949658095050

4949658021936

ﾌｪﾝﾈﾙ ｽｲｰﾄ Organic 5ml #197

#9509

#2197

#2286

#9086

#9287

\1,500

\2,800

\5,400

\13,000

\23,000

\100,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001976

4949658095098

4949658021974

4949658022865

4949658090864

4949658092875

★

★

★

ﾌｼﾞﾊﾞｶﾏ 2ml #123

#9518

#2094

#2295

#9095

\2,500

\9,000

\16,000

\36,000

\70,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001235

4949658095180

4949658020946

4949658022957

4949658090956

★

★

ﾌﾟﾁｸﾞﾚﾝ Organic 5ml #141

#9445

#2150

#2245

#9045

#9246

\1,000

\1,500

\2,800

\4,800

\8,500

\32,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001419

4949658094459

4949658021509

4949658022452

4949658090451

4949658092462

★

★

★

ﾌﾞｯﾀﾞｳｯﾄﾞ 5ml #5650

#9551

#2054

#2425

#8454

\1,800

\3,200

\6,000

\14,000

\26,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056501

4949658095517

4949658020540

4949658024258

4949658084542

★

★
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ﾌﾗｺﾞﾆｱ 5ml #209

#9519

#2093

#2296

#9096

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658002096

4949658095197

4949658020939

4949658022964

4949658090963

★

★

ﾌﾞﾗｯｸｽﾌﾟﾙｰｽ Organic 5ml #5689

#9588

#2619

#2461

#8432

\1,200

\2,000

\3,600

\8,500

\15,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056891

4949658095883

4949658026191

4949658024616

4949658084320

★

★

ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｯﾊﾟｰ Organic 5ml #184

#9495

#2183

#2272

#9072

#9273

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

\50,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001846

4949658094954

4949658021837

4949658022728

4949658090727

4949658092738

★

★

★

ﾌﾗﾝｷﾝｾﾝｽ Organic 5ml #142

#9447

#2157

#2247

#9047

#9248

\1,800

\3,200

\6,000

\14,000

\26,000

\120,000

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001426

4949658094473

4949658021578

4949658022476

4949658090475

4949658092486

★

★

★

ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟﾆ ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ (60%希釈

液)

2ml #5693

#9592

#2623

#2465

#8428

\3,800

\14,000

\25,000

\56,000

\95,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056938

4949658095920

4949658026238

4949658024654

4949658084283

★

★

ﾌﾞﾙｰ ｻｲﾌﾟﾚｽ 5ml #5684

#9583

#2614

#2456

#8449

\1,800

\3,200

\6,000

\14,000

\26,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056846

4949658095838

4949658026146

4949658024562

4949658084498

★

★

ﾌﾞﾙｰ ﾀﾝｼﾞｰ/ﾀﾅｾﾀﾑ 2ml #5692

#9591

#2622

#2464

#8431

\4,800

\22,500

\44,000

\105,000

\195,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056921

4949658095913

4949658026221

4949658024647

4949658084313

★

★

ﾍﾞｲ ﾘｰﾌ/ﾛｰﾚﾙ Organic 5ml #5646

#9546

#2074

#2421

#8976

\1,500

\2,800

\5,000

\12,000

\20,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056464

4949658095463

4949658020748

4949658024210

4949658089769

★

★
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EO名 /学名 容量 品番 受注生産 JANコード価格

ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ Organic 5ml #143

#9448

#2166

#2248

#9048

#9249

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

\20,000

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001433

4949658094480

4949658021660

4949658022483

4949658090482

4949658092493

★

★

★

ﾍﾞﾙｶﾞﾓｯﾄ Organic 5ml #7053

#9449

#2107

#2249

#9049

#9250

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

\50,000

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658070538

4949658094497

4949658021073

4949658022490

4949658090499

4949658092509

★

★

★

ﾍﾞﾙｶﾞﾓｯﾄ(ﾍﾞﾙｶﾞﾌﾟﾃﾝﾌﾘｰ) Organic 5ml #194

#9506

#2194

#2283

#9083

#9284

\1,500

\2,800

\5,000

\12,000

\20,000

\90,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001945

4949658095067

4949658021943

4949658022834

4949658090833

4949658092844

★

★

★

ﾍﾞﾝｿﾞｲﾝ (45%希釈液) 5ml #5601

#9531

#2081

#2405

#9099

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056013

4949658095319

4949658020816

4949658024050

4949658090994

★

★

ﾎｳｼｮｳ/芳樟 5ml #5687

#9586

#2617

#2459

#8434

#9338

\1,800

\3,200

\6,000

\14,000

\26,000

\120,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056877

4949658095869

4949658026177

4949658024593

4949658084344

4949658093384

★

★

★

ﾎｰｳｯﾄﾞ 5ml #125

#9516

#2096

#2293

#9093

#9294

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

\50,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001259

4949658095166

4949658020960

4949658022933

4949658090932

4949658092943

★

★

★

ﾎﾜｲﾄ ｻｲﾌﾟﾚｽ 5ml #5651

#9552

#2053

#2426

#8455

\1,000

\1,700

\3,200

\6,500

\10,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056518

4949658095524

4949658020533

4949658024265

4949658084559

★

★

ﾏｰﾄﾙ/ｷﾞﾝﾊﾞｲｶ Organic 5ml #5696

#9595

#2626

#2468

#8472

\1,800

\3,200

\6,000

\14,000

\26,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056969

4949658095951

4949658026269

4949658024685

4949658084726

★

★

127



EO名 /学名 容量 品番 受注生産 JANコード価格

ﾏｼﾞｮﾗﾑ ｽｲｰﾄ Organic 5ml #176

#9451

#2170

#2251

#9051

#9252

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

\50,000

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001761

4949658094510

4949658021707

4949658022513

4949658090512

4949658092523

★

★

★

ﾏﾝﾀﾞﾘﾝ ｸﾞﾘｰﾝ Organic 5ml #198

#9510

#2198

#2287

#9087

#9288

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

\50,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001983

4949658095104

4949658021981

4949658022872

4949658090871

4949658092882

★

★

★

ﾏﾝﾀﾞﾘﾝ ﾚｯﾄﾞ Organic 5ml #5641

#9541

#2069

#2416

#8971

#9313

\1,000

\1,700

\3,200

\6,500

\10,000

\45,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056419

4949658095418

4949658020694

4949658024166

4949658089714

4949658093131

★

★

★

ﾐｶﾝ/温州みかん 5ml #5694

#9593

#2624

#2466

#8427

#9342

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

\18,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056945

4949658095937

4949658026245

4949658024661

4949658084276

4949658093421

★

★

★

ﾐﾙﾗ 5ml #5607

#9453

#2173

#2253

#9053

\2,500

\4,500

\7,500

\15,000

\28,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056075

4949658094534

4949658021738

4949658022537

4949658090536

★

★

ﾒﾘｯｻ Organic 2ml #179

#9464

#2178

#2264

#9064

\3,800

\14,000

\25,000

\56,000

\95,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001792

4949658094640

4949658021783

4949658022643

4949658090642

★

★

ﾓﾐ/北海道ﾓﾐ/ﾄﾄﾞﾏﾂ 5ml #5642

#9542

#2070

\1,800

\3,200

\6,000 ★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056426

4949658095425

4949658020700

ﾔﾛｰ Organic 2ml #177

#9454

#2174

#2254

#9054

\3,800

\14,000

\25,000

\56,000

\95,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001778

4949658094541

4949658021745

4949658022544

4949658090543

★

★
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EO名 /学名 容量 品番 受注生産 JANコード価格

ﾕｰｶﾘ Organic 5ml #144

#9455

#2161

#2255

#9055

#9256

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

\18,000

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001440

4949658094558

4949658021615

4949658022551

4949658090550

4949658092561

★

★

★

ﾕｰｶﾘ ﾀﾞｲﾌﾞｽ 5ml #5666

#9565

#2040

#2438

#8467

\1,000

\1,500

\2,800

\4,500

\7,500

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056662

4949658095654

4949658020403

4949658024388

4949658084672

★

★

ﾕｰｶﾘ ﾌﾞﾙｰﾏﾘｰ Organic 5ml #5652

#9553

#2052

#2427

#8456

\1,000

\1,500

\2,800

\4,500

\7,500

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056525

4949658095531

4949658020526

4949658024272

4949658084566

★

★

ﾕｰｶﾘ ﾗｼﾞｱｰﾀ Organic 5ml #5627

#9456

#2160

#2256

#9056

#9257

\1,000

\1,500

\2,800

\4,500

\7,500

\24,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056273

4949658094565

4949658021608

4949658022568

4949658090567

4949658092578

★

★

★

ﾕｰｶﾘ ﾚﾓﾝ Organic 5ml #5643

#9543

#2071

#2418

#8973

#9314

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

\20,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056433

4949658095432

4949658020717

4949658024180

4949658089738

4949658093148

★

★

★

ﾕｽﾞ（水蒸気蒸留法） 5ml #213

#9523

#2089

#2400

#8998

#9301

\1,500

\2,800

\5,400

\13,000

\23,000

\100,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658002133

4949658095234

4949658020892

4949658024005

4949658089981

4949658093018

★

★

★

ﾗｲﾑ Organic 5ml #145

#9457

#2175

#2257

#9057

#9258

\1,000

\1,500

\2,800

\4,500

\7,500

\24,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001457

4949658094572

4949658021752

4949658022575

4949658090574

4949658092585

★

★

★

ﾗｳﾞｨﾝｻﾗ Organic 5ml #5644

#9544

#2072

#2419

#8974

\1,000

\1,500

\2,800

\4,800

\8,500

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056440

4949658095449

4949658020724

4949658024197

4949658089745

★

★
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EO名 /学名 容量 品番 受注生産 JANコード価格

ﾗﾊﾞﾝｻﾗ Organic 5ml #178

#9458

#2176

#2258

#9058

#9259

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

\50,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001785

4949658094589

4949658021769

4949658022582

4949658090581

4949658092592

★

★

★

ﾗﾊﾞﾝｼﾞﾝ ｽｰﾊﾟｰ Organic 5ml #157

#9459

#2177

#2259

#9059

#9260

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

\20,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001570

4949658094596

4949658021776

4949658022599

4949658090598

4949658092608

★

★

★

ﾗﾌﾞﾀﾞﾅﾑ/ｼｽﾄ/ﾛｯｸﾛｰｽﾞ Organic 2ml #5640

#9540

#2068

#2415

#8970

\1,500

\5,000

\9,000

\20,000

\35,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056402

4949658095401

4949658020687

4949658024159

4949658089707

★

★

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾅﾙ Organic 5ml #155

#9460

#2167

#2260

#9060

#9261

\1,200

\2,000

\3,600

\8,500

\15,000

\65,000

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001556

4949658094602

4949658021677

4949658022605

4949658090604

4949658092615

★

★

★

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ Organic 5ml #188

#9500

#2188

#2277

#9076

#9278

\1,000

\1,500

\2,800

\4,800

\8,500

\32,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001884

4949658095005

4949658021882

4949658022773

4949658090765

4949658092783

★

★

★

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ ﾒｲﾚｯﾄ Organic 5ml #156

#9461

#2171

#2261

#9061

#9262

\1,000

\1,700

\3,200

\7,000

\12,000

\50,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001563

4949658094619

4949658021714

4949658022612

4949658090611

4949658092622

★

★

★

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾃｨｰﾄｩﾘｰ/ﾛｻﾞﾘｰﾅ Organic 5ml #5653

#9554

#2051

#2428

#8457

\1,000

\1,700

\3,200

\6,500

\10,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056532

4949658095548

4949658020519

4949658024289

4949658084573

★

★

ﾘﾂｴｱｸﾍﾞﾊﾞ Organic 5ml #5645

#9545

#2073

#2420

#8975

#9316

\1,000

\1,500

\2,800

\4,800

\8,500

\32,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056457

4949658095456

4949658020731

4949658024203

4949658089752

4949658093162

★

★

★
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ハーブティー

ハーブ
フード

フラワー
エッセンス

ハーブ
サプリメント

食器
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芳香器

香り雑貨

バス・美容

季節商材

ハウスケア

クラフト
材料

KEW
ガーデン

ドゥ・ラ・テール

ア・マ・テラッセ

ラヴェーラ

ドライハーブ
価格表

EO価格表

EO名 /学名 容量 品番 受注生産 JANコード価格

ﾘﾝﾃﾞﾝ/ﾎﾞﾀﾞｲｼﾞｭ ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ 2ml #5685

#9584

#2615

#2457

#8450

\2,500

\9,000

\16,000

\36,000

\70,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056853

4949658095845

4949658026153

4949658024579

4949658084504

★

★

ﾚﾓﾝ Organic 5ml #7054

#9462

#2151

#2262

#9062

#9263

\1,000

\1,500

\2,800

\4,500

\7,500

\24,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658070545

4949658094626

4949658021516

4949658022629

4949658090628

4949658092639

★

★

★

ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ Organic 5ml #152

#9463

#2169

#2263

#9063

#9264

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

\18,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001525

4949658094633

4949658021691

4949658022636

4949658090635

4949658092646

★

★

★

ﾚﾓﾝﾃｨｰﾄｩﾘｰ Organic 5ml #217

#9527

#2085

#2404

#8994

#9309

\1,000

\1,700

\3,200

\6,500

\10,000

\45,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658002171

4949658095272

4949658020854

4949658024043

4949658089943

4949658093094

★

★

★

ﾚﾓﾝﾏｰﾄﾙ Organic 5ml #127

#9514

#2098

#2291

#9091

#9292

\1,000

\1,700

\3,200

\6,500

\10,000

\45,000

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001273

4949658095142

4949658020984

4949658022919

4949658090918

4949658092929

★

★

★

ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ 5ml #5873 \1,800

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658058734

ﾛｰｽﾞﾀﾞﾏｽｸ ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ SFOA 2ml #180

#9466

#2179

#2266

#9066

\4,800

\22,500

\44,000

\105,000

\195,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001808

4949658094664

4949658021790

4949658022667

4949658090666

★

★

ﾛｰｽﾞﾀﾞﾏｽｸｵｯﾄｰ Organic 2ml #199

#9511

\18,000

\70,000 ★10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001990

4949658095111
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EO名 /学名 容量 品番 受注生産 JANコード価格

ﾛｰｽﾞﾄﾞﾒｲ ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ SFOA 2ml #128

#9513

#2099

#2290

\4,800

\22,500

\44,000

\105,000

★

★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001280

4949658095135

4949658020991

4949658022902★

ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ Organic 5ml #153

#9467

#2168

#2267

#9067

#9268

\1,000

\1,500

\2,500

\4,000

\7,000

\20,000

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658001532

4949658094671

4949658021684

4949658022674

4949658090673

4949658092684

★

★

★

ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ ｶﾝﾌｧｰ Organic 5ml #5647

#9548

#2057

#2422

#8451

#9318

\1,000

\1,500

\2,800

\4,800

\8,500

\32,000

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056471

4949658095487

4949658020571

4949658024227

4949658084511

4949658093186

★

★

★

ﾛｰﾀｽ ﾌﾞﾙｰ ｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ 2ml #5655

#9556

\8,000

\35,000 ★10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658056556

4949658095562

ﾜﾊｯｶ/和ﾊｯｶ 5ml #6374

#9468

#2155

\1,000

\1,500

\2,800 ★

10ml

20ml

50ml

100ml

500g

4949658063745

4949658094688

4949658021554
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全国29の直営店で、私たちのハーブをお楽しみください直営店のご紹介
成城本店
TEL 03-3483-1981
〒157-0066
東京都世田谷区成城６-１５-１５

札幌店　さっぽろ東急10Ｆ
TEL 011-212-2616
〒060-8619
北海道札幌市中央区北４条西２丁目

仙台アエル店　アエル2Ｆ
TEL 022-723-8009
〒980-6102
宮城県仙台市青葉区中央１-３-１

池袋東武店　池袋東武本店3Ｆ・3番地
TEL 03-5950-8150
〒171-8512
東京都豊島区西池袋１-１-２５

二子玉川ライズＳ．Ｃ．店
二子玉川ライズ・ショッピングセンター５Ｆ
TEL 03-3709-0051
〒158-0094
東京都世田谷区玉川２-２１-１

ルミネ荻窪店　ルミネ荻窪店４Ｆ
TEL 03-3393-4385
〒167-0043
東京都杉並区上荻１-７-１

立川店　伊勢丹立川店６Ｆ
TEL 042-526-3673
〒190-0012
東京都立川市曙町２-５-１

港北店　モザイクモール港北３Ｆ
TEL 045-914-2312
〒224-0003
神奈川県横浜市都筑区中川中央１-３１-１

東戸塚店　西武東戸塚店７Ｆ
TEL 045-826-6472
〒244-8530
神奈川県横浜市戸塚区品濃町５３７-１

溝口マルイファミリー店　マルイファミリー溝口４Ｆ
TEL 044-811-0733
〒213-0001
神奈川県川崎市高津区溝口１-４-１

ミウィ橋本店　ミウィ橋本３Ｆ
TEL 042-700-7686
〒252-0143
神奈川県相模原市緑区橋本３-２８-１

横須賀店　さいか屋横須賀店１Ｆ
TEL 046-821-6076
〒238-8501
神奈川県横須賀市大滝町１-１３

湘南藤沢店　さいか屋藤沢店5Ｆ
TEL 0466-25-0969
〒251-8558
神奈川県藤沢市藤沢５５５番地

京急上大岡店　京急百貨店７階
TEL 045-848-7161
〒233-8556
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1

イクスピアリ店　イクスピアリ1Fガーデン・サイト
TEL 047-305-5816
〒279-8529
千葉県浦安市舞浜１-４-124

船橋東武店　東武百貨店船橋店7階・4番地
TEL 047-425-3657
〒273-8567
千葉県船橋市本町７-１-１

ユーカリが丘店　ユーカリプラザ２Ｆ
TEL 043-462-1533
〒285-0858
千葉県佐倉市ユーカリが丘4-１-4

上尾店　丸広百貨店２Ｆ
TEL 048-772-0488
〒362-0036
埼玉県上尾市宮本町１-１

宇都宮店　東武宇都宮百貨店５Ｆ
TEL 028-638-6501
〒320-8560
栃木県宇都宮市宮園町５-４

大田原店　東武宇都宮百貨店大田原店１Ｆ
TEL 0287-22-7660
〒324-0047
栃木県大田原市美原１-３５３７-２

名古屋三越栄店　名古屋三越栄店６Ｆ
TEL 052-252-3463
〒460-8669
愛知県名古屋市中区栄３-５-１

名鉄名古屋店　名鉄百貨店本店・本館4Ｆ
TEL 052-585-7677
〒450-8505
愛知県名古屋市中村区名駅１-２-１

阪急うめだ店　阪急うめだ本店7F
TEL 06-6313-7609
〒530-8350
大阪府大阪市北区角田町８-７

京都伊勢丹店　JR京都伊勢丹８Ｆ
TEL 075-352-2667
〒600-8555
京都府京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町

近鉄奈良店　近鉄百貨店3階
TEL 0742-88-0077
〒631-8511
奈良県奈良市西大寺東町2-4-1

広島店　広島三越６Ｆ
TEL 082-244-8889
〒730-8545
広島県広島市中区胡町５-１

倉敷天満屋店　天満屋倉敷店５Ｆ
TEL 086-426-2521
〒710-8550
岡山県倉敷市阿知１-７-１

博多店　福岡三越８Ｆ
TEL 092-717-4177
〒810-8544
福岡県福岡市中央区天神２-１-１

　
Ayla イオンタウン仙台泉大沢店
イオンタウン仙台泉大沢SC内１Ｆ
TEL 022-772-7839
〒981-3137
宮城県仙台市泉区大沢１-５-１

北海道・東北
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中 京

中国・九州

エイラ店

関 西

直営店舗につきましては、予告なく所在地等が変更になることがあります。
最新情報は、カリス成城のHPでご確認ください。

トリートメントサロン

トリートメントサロン

関 東
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