
Room Cologne ルームコロン

￥1,600+ 税 LOT:1 φ35×H110 ㎜ 30ml

お部屋の中をいつでも爽やかで自然な香りに導いてくれるルームフレグランス。

こだわりのエッセンシャルオイル

媛香蔵のエッセンシャルオイルは、愛媛県内で瀬戸内の穏やかな自然の

恵みを受けて生産された柑橘の果皮から抽出された天然の精油です。生

育時期によっても香りが変わり、温州みかんの夏期の香りは非常に爽や

かでスッキリしています。また、冬期のみかんから抽出したオイルはコタ

ツで食べるような甘く素朴な懐かしい香りになります。その変化が感じ

られる天然の香りの良さを精油というアイテムでお楽しみください。

柑橘精油は通常、圧搾

法といわれる方法で

抽出されますが、媛香

蔵はマイクロ波減圧

蒸留法という蒸留方

法で減圧下のもと 40

度という低温で蒸留

お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

HIME KAGURA

媛香蔵（ひめかぐら）は、国内有数の柑橘の生産地である愛媛県で生産された柑橘、植物を原材料としています。柑橘の香りは品種

や時期によって異なり、その時々の自然の香りをお届けしています。 媛香蔵は文字通り「愛媛の香りの蔵になるように」という思

いを込めて名付けられたブランドです。

●愛媛県瀬戸内の柑橘を使用

●マイクロ波減圧蒸留法

●フレッシュかつ自然な香り

媛香蔵

Aroma Soap アロマソープ

￥880+ 税 LOT:1 W55×D27×H110 ㎜ 88g

愛媛県産柑橘の代表「伊予柑」精油をたっぷり使った石鹸。

し、素朴で優しい香りが特徴です。 

マイクロ波発振器

マイクロ波

蒸留釜

冷却器

真空
ポンプ

精油

蒸留水

柑橘果皮

香り際立つ抽出方法

ほのかに甘く、媛香蔵の伊予柑、河内晩柑の深

みのある香りに包み込まれます。

№002 / 伊予柑、河内晩柑

780-101

伊予柑の天然香料を贅沢に使用した植物性

ベースの石けん。シア脂・オリーブ油ヒアル

ロン酸を加えしっとり洗い上げます。

アロマソープ IY

伊予柑の天然香料を贅沢に使用した植物性

ベースの石けん。シア脂、オリーブ油、ヒアル

ロン酸を加えしっとり洗い上げます。

アロマソープいい予感

780-111

【主成分】

カリ含有石ケン素地・イヨカン果皮油・シア脂、オリーブ油など

780-110

甘夏とレモンの調和がすばらしく、軽く爽や

かな香り。特に春から秋にかけて使用すると、

素晴らしく爽やかになる香りです。 

№001 / 甘夏、レモン

780-100

【主成分】

カリ含有石ケン素地・イヨカン果皮油・シア脂、オリーブ油など

※10 本オーダーでテスター 1 本提供可能、10 本未満の場合は有償テスターの提供可能

瀬戸内で育った

柑橘の自然な香り



マイクロ波減圧蒸留法で抽出されたオイルは、エッセンシャルオイルの常識が覆る、驚くほどフレッシュな香り。

HIME KAGURA

お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

媛香蔵Essential Oil 減圧蒸留エッセンシャルオイル

￥1,600+ 税 ※柚子の香りのみ：￥2,200+ 税  LOT:1 φ25×H95 ㎜ 5ml

熱を発生させずに圧搾して得るコールドプレスオイル。熱によるオイルの変質を防ぎ、植物本来の強い香りが楽しめます。

Cold Press Oil コールドプレスオイル

￥1,400+ 税 LOT:1 W25×D25×H85 ㎜ 5ml 

国産ヒノキスティックがセットになったディフューザー。ふんわり優しい香りが広がります。

Hinoki Stick Diffuser ヒノキスティックディフューザー

￥2,260+ 税 LOT:1 W67×D67×H215 ㎜ 50ml 芳香期間 : 約 4 週間 

ハンドクリーム

50g：￥1,360+ 税 LOT:1 W35×D25×H170 ㎜ 50g　20g：￥600+ 税 LOT:1 φ19×H117 ㎜ 20g

柚子
Yuzu

柚子
Yuzu

甘くそしてその他の言葉で表現しがたい伊予柑の

独特な香り。伊予柑は愛媛を代表する甘酸っぱい柑

橘です。

伊予柑 -iyokan- / Citrus iyo

780-000

コタツで " みかん " を食べている雰囲気を思い出す

ような素朴で優しい香り。近くで誰かがみかんを食

べていると感じてしまうほど。

みかん / Citrus unshiu

780-001

爽やかでスッキリ・スッとしたフレッシュな香り。 

レモンをそのまま閉じ込めたような爽やかさです。

レモン / Citrus limon

780-002

むきたてのグレープフルーツのようなスッキリと

したフレッシュな香り。

河内晩柑 -kawachibankan- / Citrus maxima

780-012

さわやかな夏を閉じ込めた、日本の夏を感じさせる

ような甘く爽やかな香り。 

甘夏 -amanatsu- / Citrus natsudaidai Hayata

780-003

フレッシュかつ、柑橘の果実そのままの爽やかで、

懐かしい日本の香り。

柚子 -yuzu- / Citrus junos

780-015

爽やかな中にどこかハーバルな

感じを併せ持つ、柑橘の中でも

異彩の香り。

伊予柑 -iyokan- / Citrus iyo

780-016

美味しいスター品種の母的存在。

温州みかんとスィートオレンジの

良さで清涼感の中に優しい甘さを

感じます。

清見 -kiyomi- / 
Citrus unshiu×Citrus sinensis

780-017

清見にポンカンを交配した品種

で、爽やかさが心地よく、甘酸っぱ

くリフレッシュできる香り。

不知火 -shiranui- / 
（Citrus unshiu×Citrus sinensis)
×Citrus reticulata

780-018

愛媛県産の伊予柑・甘夏をパ

ルマローザとゼラニウムでブ

レンド。" えひめ " らしい香り

がふんわり香ります。

えひめな香り

780-212

【主成分】精油 ( 伊予柑・甘夏・パルマローザ・

ゼラニウム )・エタノール

愛媛県産の不知火・甘夏・レ

モンをローズマリーとユーカ

リでブレンド。ふんわり爽や

かな香りが広がります。

爽やかな香り

780-213

【主成分】精油 ( 不知火・甘夏・檸檬・ローズマ

リー・ユーカリ )・エタノール

愛媛県産の清見・甘夏をラベ

ンダーとプチグレンでブレン

ド。ベッドサイドに置いて頂

くイメージで調香しました。

やさしげな香り

780-214

【主成分】精油 ( 清見・甘夏・ラベンダー、プチ

グレン )・エタノール

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能、6 個未満の場合は有償テスターの提供可能

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能、6 個未満の場合は有償テスターの提供可能

※10 本オーダーでテスター 1 本提供可能、10 本未満の場合は有償テスターの提供可能Hand Cream
パラベン、シリコン、ミネラルオイル、合成香料・着色料、動物性原料フリーのハンドクリーム。

【主成分】

シア脂・アボカド油・マカデミアナッツ油・オリーブ油配合

愛媛産の柚子をお肌の事を考え蒸留法にて抽

出。肌になじませている間は柚子特有の爽や

かな香りが広がります。

モイスチャーハンドクリーム 50g/ ユズ

爽やかな香りの松山産ライムを肌の事を考え

蒸留法にて抽出。肌になじませている間は、ラ

イムの爽やかな香りが広がります。

スムーズハンドクリーム 50g/ ライム

780-103780-102

【主成分】

シア脂・アボカド油・マカデミアナッツ油・オリーブ油配合

愛媛産の柚子をお肌の事を考え蒸留法にて抽

出。肌になじませている間は柚子特有の爽や

かな香りが広がります。

モイスチャーハンドクリーム 20g/ ユズ

爽やかな香りの松山産ライムを肌の事を考え

蒸留法にて抽出。肌になじませている間は、ラ

イムの爽やかな香りが広がります。

スムーズハンドクリーム 20g/ ライム

780-105

【主成分】

シア脂・アボカド油・マカデミアナッツ油・オリーブ油配合

780-104

【主成分】

シア脂・アボカド油・マカデミアナッツ油・オリーブ油配合

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能、6 個未満の場合は有償テスターの提供可能


