
                       ｏｒｉｇｉｎａｌ ｂｌｅｎｄ ｏｉｌ         商品は全て税別価格となっております。 

 

 
 
 
 

No1ラベンダーユーカリ       草原の様なﾊｰﾌﾞ系の香り 
ラベンダー・ユーカリをベースにした４種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ﾘﾌﾚｯｼｭ ｽﾄﾚｽ 元気 咳喉ﾞ】 
450ml 31,300 250ml 20,900 100ml 10,500 

No10 グリーンブーケ  小花の花束の様なﾌﾗﾜｰ系の香り 
ラベンダー・ネロリをベースにした５種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 咳喉 】 
450ml 53,700 250ml 35,800 100ml 17,900 

No19フラワーフィールド  野花の様なｸﾞﾘｰﾝ系の香り 
イランイラン・ラベンダーをベースにした７種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ  咳喉 】 
450ml37,100  250ml 24,800 100ml 12,400 

No2フローラルシトラス   甘く爽やかな柑橘系の香り 
ローズマリー・グレープフルーツをベースにした４種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫  ｽﾄﾚｽ 元気  ﾘﾌﾚｯｼｭ  ﾀﾞｲｴｯﾄ】 
450ml 29,100 250ml 19,400 100ml 9,700 

No11アイランド      男性的なｳｯﾃﾞｲｰ系の香り 
ティーツリー・サンダルウッドをベースにした６種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫  ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 咳喉 】 
450ml 40,500 250ml 2,7000 100ml 13,500 

No20フレッシュブーケ   甘く爽やかなﾌﾗﾜｰ系の香り 
ローズ・ローズマリーをベースにした７種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾀﾞｲｴｯﾄ】 
450ml35,600 250ml 23,800  100ml 11,900 

No3アールグレー      やや鋭くｸｰﾙな柑橘系の香り 
ベルガモット・ティーツリーをベースにした４種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫  ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ  咳喉 】 
450ml 33,600 250ml 23,400 100ml 11,200 

No12 グラスランド    草原を思わせるｸﾞﾘｰﾝ系の香り 
ラベンダー・ティーツリーをベースにした６種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫  ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 咳喉 】 
450ml 32,700 250ml 21,800 100ml 10,900 

No21ナチュラルフラワー柔らかく静かなﾌﾗﾜｰ系の香り 
ラベンダー・ベルガモットをベースにした６種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ  咳喉】 
450ml 36,700 250ml 24,500 100ml 12,300 

No4ラベンダーベルガモット      ﾌﾚｯｼｭなﾊｰﾌﾞ系の香り 
ラベンダー・ベルガモットをベースにした５種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 咳喉 】 
450ml 36,600 250ml 24,400 100ml 12,200 

No13パウダーローズ    濃厚で柔らかなﾌﾗﾜｰ系の香り 
ローズ・ベルガモットをベースにした５種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫  ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 咳喉 】 
450ml 52,900 250ml  35,300 100ml 17,700 

No22スウィートソープ  石鹸を思わせるﾌﾗﾜｰ系の香り 
ベルガモット・イランイランをベースにした５種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ  咳喉 犬の無駄吠え 】 
450ml 37,300 250ml 24,900 100ml12,500 

No5フレッシュシトラス      ﾌﾚｯｼｭな柑橘系の香り 
ベルガモット・レモングラスをベースにした４種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ  ﾀﾞｲｴｯﾄ】 
450ml 30,200 250ml 20,100 100ml 10,100 

No14ラグジュアリー  高級な花束の様なﾌﾗﾜｰ系の香り 
ネロリ・ローズをベースにした６種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾀﾞｲｴｯﾄ】 
450ml 54,300 250ml  36,200 100ml 18,100 

No23グラスウィンド   草原の風の様なｸﾞﾘｰﾝ系の香り 
ラベンダー・レモングラスをベースにした５種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾀﾞｲｴｯﾄ】 
450ml 28,300 250ml 18,900 100ml 9,500 

No6オーシャンアクア  甘いﾊﾟｳﾀﾞｰの様なﾌﾗﾜｰ系の香り 
ローズマリー・ラベンダーをベースにした６種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ  ﾀﾞｲｴｯﾄ】 
450ml 31,700 250ml 21,200 100ml 10,600 

No15フラワーガーデン  花畑を思わせるﾌﾗﾜｰ系の香り 
ローズ・ラベンダーをベースにした６種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 】 
450ml 48,100 250ml 32,100 100ml 16,100 

No24スウィートテンプテーション  甘いﾌﾛｰﾗﾙ系の香り 
ユーカリ・ティーツリーをベースにした７種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 犬の無駄吠え 】 
450ml 37,500 250ml 25,000 100ml 12,500 

No7ラベンダーGF   花を思わせる様な柑橘系の香り 
ラベンダー・グレープフルーツをベースにした５種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 咳喉  ﾀﾞｲｴｯﾄ 】 
450ml 41,000  250ml 27,400 100ml 13,700 

No16フレッシュフローラル   爽やかなﾌﾗﾜｰ系の香り 
サンダルウッド・ローズをベースにした６種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫  ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 咳喉 】 
450ml50,500  250ml 33,700  100ml16,900 

No27ジャパニーズフォレスト 檜が香るｳｯﾃﾞｨｰ系の香り 
ヒバ・ラベンダーをベースにした５種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫  ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 】 
450ml 31,100 250ml 20,800 100ml 10,400 

No8グリーンフラワー    草花の様なｸﾞﾘｰﾝ系の香り 
ベルガモット・ティーツリーをベースにした６種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫  ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ  咳喉 】 
450ml 38,100 250ml 25,400 100ml 12,700 

No17サマーフォレスト  すっきりとしたｳｯﾃﾞｨｰ系の香り 
サンダルウッド・ティーツリーをベースにした６種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ  咳喉】 
450ml 36,600 250ml 24,400  100ml 12,200 

No28アジアンブーケ   エキゾチックな南国風の香り 
サンダルウッド・ラベンダーをベースにした８種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 咳喉 】 
450ml 34,400 250ml 23,000  100ml 11,500 

No9オリエンタルフラワー  甘くｴｷｿﾞﾁｯｸなﾌﾗﾜｰ系の香り 
イランイラン・グレープフルーツをベースにした５種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾀﾞｲｴｯﾄ 咳喉 】 
450ml 37,800 250ml 25,200 100ml 12,600 

No18フィールドエアー 花咲く野原の様なｸﾞﾘｰﾝ系の香り 
ラベンダー・レモングラスをベースにした６種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾀﾞｲｴｯﾄ】 
450ml 36,000 250ml 24,000 100ml 12,000 

No61リラックス    眠くなるようなｸﾞﾘｰﾝ系の香り 
ラベンダー・ローズマリーをベースにした４種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 安眠 】 
450ml 32,700 250ml21,800  100ml 10,900 



 

                     ｏｒｉｇｉｎａｌ ｂｌｅｎｄ ｏｉｌ      商品は全て税別価格となっております。 

 
 

 

No29フレッシュハーブ      爽やかなﾊｰﾌﾞ系の香り 
ラベンダー・ペパーミントをベースにした６種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 】 
450ml 31,500  250ml 21,000 100ml 10,500 

 

No40オリエンタル ｱｼﾞｱの森を思わせるｳｯﾃﾞｨｰ系の香り 
サンダルウッド・ティーツリーをベースにした９種のブレンド 
【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 】 

450ml 36,400 250ml 24,300 100ml 12,200 
 

No51ブルガリアローズ   贅沢なﾌﾞﾙｶﾞﾘｱﾛｰｽﾞの香り 
ローズをベースにした３種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ  消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾀﾞｲｴｯﾄ】 
450ml 53,200 250ml 35,500 100ml 17,800 

 
No３１ワイルドローズ  草原の野バラの様なﾌﾗﾜｰ系の香り 

ローズ・カモミールをベースにした８種のブレンド 
【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 】 

450ml 40,100 250ml26,800 100ml 13,400 

No41フレッシュエアー          ﾌﾚｯｼｭな柑橘系の香り 
レモン・レモングラスをベースにした５種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾀﾞｲｴｯﾄ】 
450ml 28,100 250ml 18,800 100ml  9,400 

No52トロピカル   南国のﾌﾙｰﾂを思わる柑橘系の香り 
スウィートオレンジ・レモンをベースにした６種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾀﾞｲｴｯﾄ】 
450ml 26,400 250ml 17,600 100ml  8,800 

No32スプリングフォレスト   爽やかな森林系の香り 
ティーツリー・ペパーミントをベースにした６種のブレンド 

【記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 咳喉】 
450ml 30,500 250ml 20,400 100ml 10,200 

No44フラワーブーケⅡ   沢山の花々の贅沢な香り 
カモミール・イランイランをベースにした８種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 犬の無駄吠え 
450ml 41,000 250ml27,400 100ml 13,700 

No53ジャパニーズシトラス  ﾌﾚｯｼｭなｳｯﾃﾞｨｰ系の香り 
ヒノキ・スウィートオレンジをベースにした４種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 】 
450ml 30,300 250ml 20,200 100ml 10,100 

No33サマーフィールド     爽やかなｸﾞﾘｰﾝ系の香り 
ラベンダー・ペパーミントをベースにした５種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 】 
450ml 37,400 250ml 25,000 100ml 12,500 

No45 ウッド      力強くｼﾝﾌﾟﾙなｳｯﾃﾞｨｰ系の香り 
シダーウッドをベースにした３種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 防ｶﾋﾞ】 
450ml31,500 250ml 21,000 100ml 10,500 

No54アジアンフルーツ  甘く刺激的な柑橘系の香り 
ベルガモット・ローズマリーをベースにした４種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 】 
450ml 29,800 250ml 19,900 100ml 10,000 

No34ヒーリングフィールド   柔らかなｸﾞﾘｰﾝ系の香り 
ラベンダー・スウィートオレンジをベースにした６種のブレンド 
【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 】 

450ml30,200 250ml 20,200 100ml 10,100 

No46 ミント     スーっとするｼﾝﾌﾟﾙなﾐﾝﾄの香り 
ペパーミントをベースにした３種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 咳喉 】 
450ml 26,400 250ml 17,600 100ml  8,800 

No55ハーブミスト   すっきりとしたﾊｰﾌﾞ系の香り 
ユーカリ・レモンをベースにした４種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 咳喉】 
450ml 28,200 250ml 18,800  100ml  9,400 

No35オアシスウッド  ﾏｲﾙﾄﾞなﾌﾞﾚﾝﾄﾞのｳｯﾃﾞｨｰ系の香り 
ティーツリー・ヒノキをベースにした７種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 咳喉】 
450ml 29,800 250ml 19,900 100ml 10,000 

No47 フルーツ         ﾌﾚｯｼｭなﾌﾙｰﾂの香り 
スウィートオレンジをベースにした３種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ  ﾀﾞｲｴｯﾄ 】 
450ml 26,400 250ml 17,600 100ml  8,800 

No57アロマ deエコ  体感温度を下げる涼しげな香り 
ペパーミント・ユーカリをベースにした５種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 】 
450ml 26,400 250ml 17,600 100ml  8,800 

No37シトラスミント      爽やかな柑橘系の香り 
グレープフルーツ・ペパーミントをベースにした５種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾀﾞｲｴｯﾄ】 
450ml26,400  250ml 17,600 100ml  8,800 

No48  ハーブ     個性的でｼﾝﾌﾟﾙなﾊｰﾌﾞ系の香り 
ラベンダーをベースにした３種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 】 
450ml 30,400 250ml 20,300 100ml 11,200 

No58ナチュラルハーブ  甘くｽﾊﾟｲｼｰなﾊｰﾌﾞ系の香り 
ラベンダー・ユーカリをベースにした７種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 】 
450ml 31,600 250ml 21,100 100ml10,600 

No38フラワーブーケⅠ    沢山の花々の贅沢な香り 
ローズ・ネロリなどフラワーオイルをベースにした８種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾀﾞｲｴｯﾄ】 
450ml 45,400  250ml 30,300 100ml 15,200 

No49 アジアンスウィート  甘く上品なﾌﾗﾜｰ系の香り 
ロータス・イランイランをベースにした６種のブレンド 

【 記憶  ﾘﾗｸ  殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ  ﾀﾞｲｴｯﾄ 】 
450ml 36,100 250ml 24,100 100ml 12,100 

No59リラクゼーションハーブ落ち着いたﾊｰﾌﾞ系の香り 
ラベンダー・ベルガモットをベースにした９種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 】 
450ml 30,700 250ml 20,500 100ml 10,300 

No39サマーシトラス   すっきりとした柑橘系の香り 
スイートオレンジ・ペパーミントをベースにした６種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気  ﾘﾌﾚｯｼｭ  ﾀﾞｲｴｯﾄ】 
450ml 27,500 250ml 18,400 100ml  9,200 

No50フォレストビーチ    ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ＆森林浴の香り 
シダーウッド・ラベンダーをベースにした７種のブレンド 

【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 咳喉 】 
450ml 29,200 250ml 19,500 100ml  9,800 

No60サンシャイン     甘い花の様な柑橘系の香り 
ベルガモット・スウィートオレンジをベースにした９種のブレンド 
【 記憶 ﾘﾗｸ 消臭 殺菌 幸福 防虫 ｽﾄﾚｽ 元気 ﾘﾌﾚｯｼｭ 】 

450ml 31,200 250ml 20,800  100ml 10,400 


