<2021商品総合カタログ 中止商品のお知らせ >
下記の商品は在庫が終了次第、取り扱いが中止となります。
ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
品番

商品名

02-046-5060

マヌカハニーロゼンジ

品番

商品名

08-020-2240

ブレンド精油 キンモクセイ5ml（新仕様発売予定）

02-210-6880/01-688-5040

02-450-3400

有機カモマイル・ジャーマン(カット）20g/300ｇ

08-020-2290

ブレンド精油 パステルグリーンミント5ml（新仕様発売予定）

ハーブコーディアル 有機ローズ＆ラズベリー360ml

08-020-3090

ブレンド精油 ユーカリブレンド5ml

02-450-3410

ハーブコーディアル 有機マキベリー＆カシス360ml

08-020-3590

ブレンド精油 ハッピーノーズブレンド5ml

02-450-3450

ハーブコーディアル グレープフルーツジュニパー360ml

08-100-1000

精油セットA

02-450-3490

ハーブコーディアル 有機ライムネトル360ml

08-100-1100

精油セットB

02-450-3530

ハーブコーディアル ゆず360ml

08-100-1200

精油セットC

02-450-3560

ハーブコーディアル ザクロ＆アサイー360ml

08-100-1300

精油セットD

02-450-2180

酵素ドリンク150種の素材 火の力300ml

08-020-1400

精油セットE

02-450-2190

酵素ドリンク150種の素材 恵の美300ml

08-020-6210

空間消臭アロマ オレンジハーブ100.0 5ml

02-530-4810

ハーブティー ルイボスゆず 8ケ入

08-020-6220

空間消臭アロマ シトラスミント93.8 5ml

02-860-1020/2020

ハーブポーション エルダーフラワー15個/20個

08-020-6230

空間消臭アロマ フローラル75.0 5ml

02-860-1040/2040

ハーブポーション グレープフルーツ15個/20個

08-020-6240

空間消臭アロマ ハーバルグリーン100.0 5ml

02-860-3010

ハーブポーション

08-280-0080

Baby..の バスミルク250ml

08-449-3620

精油 シトロネラ・セイロン型3ml（他サイズは2020年8月中止済）

ジンジャー

春夏アソート

02-460-3050/4050/8050 スーパーフード 有機チアシード100g/300g/1kg

02-460-3130

スーパーフード キヌア180g

08-459-5230

有機精油 ローズウッド 葉 3ml（他サイズは2020年8月中止済）

02-460-2070/8070

スーパーフード 有機カムカム100％パウダー30g/1kg

08-449-2270

精油 ブラッドオレンジ3ml（他サイズは2020年8月中止済）

02-460-2060/3060/8060 スーパーフード 有機ゴールデンベリー30g/100g/1kg

08-509-1080

アロマネックレス

08-802-9180

ウッディーボールミニ

08-802-9240/9250

トモリ

02-460-3190

スーパーフード 有機ヘンプ シード100g

02-460-2080/3080/8080 スーパーフード 有機マカ100％パウダー30g/100g/1kg

クリアドロップ
ナチュラル

ナチュラル/ブラウン

02-462-1020

ゴールデンベリーミックス45g

08-803-7010

テンミニッツアロマライト ブルー

02-045-3010

マキベリーとアサイー、ざくろのベリーコンフィチュール

13-803-7010

テンミニッツアロマライト パッド5枚

02-045-3020

ゴールデンベリーとゴジベリーのハニーマーマレード

12-020-1020/12-016-3220 マスクスプレー

ローズ30ml/50ml

03-005-7400

泡立てネット（洗顔用）

12-108-3010

ナチュラリップ

カラーリップバーム

ピンク

08-016-1050/1060

ハーブミストファブリック ディープカーム/ハーバルレスト100ml

12-108-3020

ナチュラリップ

カラーリップバーム

オレンジ

08-***−3830

精油 ジャスミンAbs.全サイズ

12-108-3030

ナチュラリップ

カラーリップバーム

ボルドー

08-***−2330

精油 ジャスミンサンバックAbs.全サイズ

12-440-1080

洗濯洗剤 海へ..step 500g

08-016-6010

ブレンドエッセンシャルオイルルームスプレー ロージールーム80ml

12-440-1090

洗濯洗剤 海へ..step 450g(詰替用）

08-443/445-8310

ブレンド精油 ロージームード10/30ml

08-808-3010

ローズヒップ フェイスローション250ml

08-443/445-8370

ブレンド精油 クールワーカーズ10/30ml

08-809-0020

ブルガリアンローズ フェイスローション100ml

08-443/445-8410

ブレンド精油 涼和10/30ml

08-809-0030

ブルガリアンローズ フェイスミルク100ml

08-443/445-8450

ブレンド精油 ジパングヒーリング10/30ml

08-809-0050

ブルガリアンローズ フェイスクリーム50g

08-443/445-8480

ブレンド精油 ハニー＆ダーリン10/30ml

08-850-1050

エルブデュレ リッチクリーム50g

08-443/445-8490

ブレンド精油 グリーンティー10/30ml

14-802-3030

ヘッドオイル50ml

08-465/467-7010

ウェルカムブレンド精油 リラックス3/30ml（50ml：2020年8月中止済）

14-806-9120

マッサージオイル リラックスヴァータ50ml

08-465/467-7020

ウェルカムブレンド精油 スターズ3/30ml（50ml：2020年8月中止済）

09-802-6210

書籍

本当の自分を取り戻す

08-465/467-7030

ウェルカムブレンド精油 リフレッシュ3/30ml（50ml：2020年8月中止済）

09-802-6470

書籍

妊娠・出産・育児のためのアロマセラピー

08-465/467-7040

ウェルカムブレンド精油 ミント3/30ml（50ml：2020年8月中止済）

09-802-7000

書籍

癒しのお香

08-465/467-7050

ウェルカムブレンド精油 シトラス3/30ml（50ml：2020年8月中止済）

09-802-7860

書籍

感じてわかる

08-465/467-7060

ウェルカムブレンド精油 スイート3/30ml（50ml：2020年8月中止済）

09-802-8060

書籍

生活・健康・仕事に活かすアロマの香り

08-020-1210

ブレンド精油 ウッディ―5ml

09-802-8070

書籍

アーユルヴェーダ美容健康法

08-020-1220

ブレンド精油 シトラス5ml

09-802-8380

書籍

香りはなぜ脳に効くのか

08-020-1230

ブレンド精油 ミント5ml

09-802-8460

書籍

読むオイル事典

08-020-1240

ブレンド精油 ハーバル5ml

09-802-8630

書籍

インド生命科学アーユルヴェーダ

08-020-1250

ブレンド精油 リフレッシュ5ml

09-802-8970

書籍

ビジュアルガイド

08-020-1260

ブレンド精油 リラックス5ml

09-802-9250

書籍

もっと！おいしいハーブティー

08-020-1270

ブレンド精油 スウィーティー5ml

09-802-9270

書籍

スーパーフードの教科書

08-020-1280

ブレンド精油 フラワー5ml

09-802-9800

書籍 ゴースト血管を作らない33のメソッド

08-020-8320

ブレンド精油 ワンダリングシトラス5ml

09-802-1120

書籍 魔法の庭ものがたり23 100年ハチミツのあべこべ魔法

08-020-8340

ブレンド精油 ブレイクタイム5ml

13-737-6040/6100/6120 ラッピング資材

08-020-8350

ブレンド精油 ナチュラルフォレスト5ml

02-536-1060/1070/1080 マヌカハニーギフトA/B/C

08-020-8380

ブレンド精油 ドリーミータイム5ml

02-045-3310

スーパーフードジャム2個セット

08-020-8390

ブレンド精油 ラベンダーヒル5ml

02-538-5150/5160

コーディアル＆ハーブティー3個ギフトエルダーフラワー/マヌカハニー

08-020-8430

ブレンド精油 ひのき時間5ml

02-538-5170/5180

コーディアル2本ギフト ローズ、エルダーフラワー/マヌカハニー＆ゴジベリー

08-020-8460

ブレンド精油 ライミーバカンス5ml

02-537-3030/3040

おいしいハーブティー3個ギフト SS/AW

08-020-8470

ブレンド精油 フローリーフルーリー5ml

02-537-3060

おいしいハーブティー6個ギフト

08-437-1010

芳香浴用精油 グレープフルーツ30ml

02-537-5150/5160/5140 ルイボスティーギフト 2個/3個/6個

08-437-1020

芳香浴用精油 オレンジスイート30ml

08-299-1090

アロマオールナイト

08-437-1030

芳香浴用精油 レモン30ml

08-299-2100

アロマランプMギフト

08-437-1040

芳香浴用精油 ティートゥリー30ml

08-023-3400

エコフィールギフト

08-437-1050

芳香浴用精油 ペパーミント30ml

08-299-3050/3060

アロモアミニギフト

08-437-1060

芳香浴用精油 ローズマリー・シネオール30ml

08-299-3100/3110/3120/3130/3140

昼用・夜用ギフト全5種

08-437-1070

芳香浴用精油 ユーカリ・グロブルス30ml

12-107-3020/3030/3040 シアバターギフト全3種

08-437-1080

芳香浴用精油 ラベンダー30ml

08-282-0040/0050

出産祝いギフト Baby..の全2種

08-020-0030

ブレンド精油 昼5ml

02-539-1120/1130

出産祝いギフト 代替コーヒー全2種

08-020-0040

ブレンド精油 夜5ml

アーユルヴェーダ

セラピストの為の解剖生理

精油の化学

プリンセスサテンラベンダー/薔薇/朱色

リラックス＆リフレッシュギフト

ワンダリングシトラス/ブレイクタイム

