JYUHACHINICHI

一 十八日
森の中の香り、木のお家の香り、ヒノキ風呂の香り、お料理からふんわり広がる柚子の香り、嗅ぐだけで体が温まるような生姜の香
り・・・。私たちにとって懐かしくて馴染み深い香りたち。一十八日はそんな“日本の香り”を大切にしたいという気持ちから生ま
れたブランドです。

日本の美しい里山から
生まれた香り

● 日本各地から生まれた香り
● 国産エッセンシャルオイル
● リラックス

日本各地の香り

アロマテラピーを生活に取り入れる

森の中に入って心や体がリフレッシュした経験はありませんか？それは、

アロマテラピーは、植物の香りや様々な働きの力をかりて、心や身体のト

フィトンチッドという木の出す成分を浴びることによって起こります。

ラブルを穏やかに回復し、健康増進や美容に役立てていこうとする自然療

フィトンチッドはまさに森の香り。ヒノキやスギ、ヒバなどの木の精油そ

法です。私たち、現代人が抱えるさまざまなストレスを和らげる手段とし

のものが“フィトンチッド”と呼ばれたりもします。日本はその上下に長く

て注目されています。アロマテラピーは、リラクゼーションやストレスケ

山の多い地形から、地域によって気候や地質は様々。そのため、日本各地に

アの他、美容や健康維持、疲労回復に役立てることが可能です。上手に生活

はその土地によって様々な木や植物が分布しています。
“日本の香り”それ

に取り入れていくことは、心と身体のバランスを取り戻すときの、大きな

は日本の大きな自然に育まれた癒しの香りです。

助けとなるでしょう。

USB Aroma Mist Diffuser

USB アロマミストディフューザー
デスクで、車で、お部屋で。色々な場所で使えるアロマディフューザー。

426-DF1501-02-WH

超音波式のディフューザー。7 色に光るライトとグラデーションモード、ライトは光の量を
2 段階で調整できるので 15 種類の光を楽しめます。3 段階のタイマーモード (30 分・60 分・
120 分 ) が設定できます。水の入れ口が広いため、水が入れやすく、お手入れも簡単です。ペッ
トボトルとほぼ同じ大きさなので、ペットボトルホルダーに入れ、自動車用のアロマディ
フューザーとしてご利用頂けます。( 車でのご利用には電気屋・カーショップなどで USB シ
ガーソケットをお求め下さい。)コンセント、USB に対応しています。

USB アロマミストディフューザー
Otofu オトーフ
￥4,500＋税 LOT:1
φ66×H116 ㎜

Bath Aroma

お風呂の木
ひのき風呂に入った時のような心地よさをお家でも。香りが無くなった場合には付属のオイルを垂らしてご利用下さい。
426-003-002

426-003-001

バスアロマ「紅葉」+
エッセンシャルオイル「ヒノキ」

バスアロマ「桜」+
エッセンシャルオイル「ヒバ」

￥3,200＋税 LOT:1
φ112×D10 ㎜

￥3,200＋税 LOT:1
φ120×D10 ㎜

紅葉のモチーフの素材はひのき。
お風呂に入れると
蒸気で香りがお風呂の中いっぱいにひろがります。

桜のモチーフの素材はヒバ。新築の木の家のよう
な香りは、心を落ち着かせてくれます。

お問い合わせ

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

Wooden diffuser

JYUHACHINICHI

木製ディフューザー

一十八日

木の質感を大切に。インテリアとしても楽しめるディフューザーを揃えました。
426-002-002

426-002-003

スペアどんぐり / 大 3 個

スペアどんぐり / 小 7 個

￥1,000＋税 LOT:1 φ24×H32 ㎜

￥1,000＋税 LOT:1 φ15×H20 ㎜

お好みのお皿にどんぐりを乗せて、精油を垂ら
してご利用下さい。香りの無い木を使用してい
るので、お好みの精油をお使い頂けます。

お好みのお皿にどんぐりを乗せて、精油を垂ら
してご利用下さい。香りの無い木を使用してい
るので、お好みの精油をお使い頂けます。

426-002-009

426-002-004

ピノキオ

もみの木と雪だるま

￥2,500＋税 LOT:1 φ28×H73 ㎜

￥1,800＋税 LOT:1
モミ /φ45×H75 ㎜

イタリア産の可愛いピノキオのディフュー
ザー。無垢の木で出来たピノキオの帽子の部分
にエッセンシャルオイルを垂らすと、ほのかに
香ります。

クリスマスツリーと雪だるまは、木の質感を生
かした優しい風合いです。置いておくだけでも
可愛いディフューザー。

ラッテ・ダロマ

雪だるま /φ27×H55 ㎜

426-002-018

￥1,500＋税 LOT:1 φ34×H48 ㎜

①ゴールド

Brezza

②シルバー

ゴールド

①426-002-0020

シルバー

②426-002-001

きのこ
￥600＋税 LOT:1 φ30×H40 ㎜
きのこの形をしたディフューザー。香りの無い
木を使用しているので、お好みの精油をお使い
頂けます。

LATTE とはイタリア語でミルクの意味。香りの
無い木を使用しているので、お好みの精油をお
使い頂けます。

ブレッザ
熱や水を使いません。精油を霧状にして空気中に拡散させるので、精油そのままの香りを楽しめます。

エッセンシャルオイルディフューザー
Brezza - ブレッザ ￥9,000＋税 LOT:1
φ88×H135 ㎜

ピンク

①426-BR1501-01-PK

ゴールド ②426-BR1501-01-GL
①ピンク

②ゴールド

③シルバー

シルバー ③426-BR1501-01-SL

精油の瓶をそのまま使用できる、新しいタイプのアロマディ
フューザー。有効芳香面積は約 100 平米と業務用アロマディ
フューザーのようなパワーがあり、16 種類のインターバルモード
で、お部屋の広さに合わせて香りの強さを調節できます。精油を
瓶で取り付けられるので面倒なセッティングが必要ありません。
精油は、本体に触れないので香りを変える時は、瓶を交換するだ
けでお手入れも簡単。別売りの噴霧アダプターをご使用頂けれ
ば、より簡単に香りを変えて頂けます。また、コンセント、USB の対
応可能。シーンに合わせて、4 種類のボトルが使用できます。交換
用の精油ボトルはブレッザ対応遮光瓶をご利用下さい。

遮光瓶 ドロッパー・セーフティーキャップ付き - ブレッザ対応ボトル 長く使う場所には 30ml のボトル、1 日だけの場合は 5ml のボトルなど利用シーンによって使用する精油
ボトルの大きさをお選び頂けます。
ブレッザの交換用の精油ボトルはこちらの遮光瓶をご利用下さい。

30ml

20ml

10ml

5ml

①茶色

②青色

③緑色

5ml ￥150＋税 LOT:6 φ22×H50 ㎜

①426-004-051

②426-004-052

③426-004-053

10ml ￥170＋税 LOT:6 φ25×H58 ㎜

①426-004-011

②426-004-012

③426-004-013

20ml ￥190＋税 LOT:6 φ29×H71 ㎜

①426-004-021

②426-004-022

③426-004-023

30ml ￥200＋税 LOT:6 φ33×H79 ㎜

①426-004-031

②426-004-032

③426-004-033

お部屋の広さ別・おすすめインターバル設定
426-BR1501-01-AD
・～ 10 畳 / 噴霧 5 秒 + 噴霧休み 60 秒
10 畳くらいまでのお部屋でしたらお休みを長くしても十分香ります。
・～ 20 畳 / 噴霧 10 秒 + 噴霧休み 60 秒
広いお部屋やリビングなどで、おすすめの設定です。
・～ 40 畳 / 噴霧 10 秒 + 噴霧休み 30 秒
とても広いお部屋、香りが広がりにくい場所などにオススメです。
※エッセンシャルオイルの種類や室温・湿度などにより香りの広がり方
が異なります。調整をしながらご使用ください。

噴霧アダプター
￥500＋税 LOT:5
φ40×H170 ㎜

アロマディフューザーブレッザ専用の
噴霧アダプターです。

お問い合わせ

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

Japanese Essential Oil

和精油

JYUHACHINICHI

※3 個オーダーでテスター 1 個提供可能

日本全国から厳選した高品質の精油のみを集めました。豊かな自然の恵みがつまった自然の香り。
426-001-004

一十八日

426-001-003

檜‐ヒノキ‐

檜葉‐ヒバ‐（ヒノキアスナロ）

￥900+ 税 LOT:1
W30×D30×H65 ㎜ 5ml 原産地 : 日本

￥900+ 税 LOT:1
W30×D30×H65 ㎜ 5ml 原産地 : 青森

落ち着きのある優しい香りが特徴的。抗菌力が強いため、
古くから家屋や寺院の建築用材として用いられ、またそ
の香りがリラックス効果を与えることから浴槽で使われ
ています。

抗菌、防虫などさまざまな作用で関心が高いヒノキチオー
ルを最も多く含む日本特産の精油。樟脳のようなフレッ
シュな香りには脳の判断力を向上させる作用があるとさ
れ、抗菌・防虫作用が高く、腐食やシロアリに強いことか
ら耐久性に優れた建材として知られています。

426-001-009

426-001-001

檸檬‐レモン‐

薄荷‐ハッカ‐

￥1,200+ 税 LOT:1
W30×D30×H65 ㎜ 5ml 原産地 : 高知

￥1,500+ 税 LOT:1
（滝上町）
W30×D30×H65 ㎜ 5ml 原産地 : 北海道

レモンのフレッシュな香りは気分をリフレッシュし、意
識をはっきりさせて、理解力や集中力を高めてくれる。一
般的に精油は圧搾法で抽出されるものが多いが、水蒸気
蒸留法で抽出した精油は光毒性等の心配もなく、圧搾法
とはまた違った香りを楽しめます。

日本に自生する和種のハッカ。主成分のメントールがペ
パーミントの 1.5 倍と多く、より強い清涼感がある。和種
ハッカは万葉の時代から疲れ目をいやす薬として用いら
れてきた。主産地は北海道で、夏と秋に淡紅紫色の唇型の
花を咲かせます。

426-001-006

426-001-007

楠‐クスノキ‐

生姜‐ショウガ‐

￥1,600+ 税 LOT:1
W30×D30×H65 ㎜ 5ml 原産地 : 佐賀

￥1,700+ 税 LOT:1
W30×D30×H65 ㎜ 5ml 原産地 : 高知

衣類の防虫に用いられる樟脳として日本人にはおなじみ
の香り。葉や枝から抽出した天然の「カンフル（樟脳）」の
すっとする清涼感のある香りは、強い防虫効果と消臭効
果があります。

日本には 2600 年以上前に渡来し、生薬、民間薬として親し
まれる。身体を温めてくれる精油として有名で、刺激を与
えると同時に心身ともに温める。漢方薬では「生姜（ショ
ウキ）」と呼ばれています。

426-001-010

426-001-008

杉（北山）‐スギ（キタヤマ）‐

柚子‐ユズ‐

￥1,800+ 税 LOT:1
W30×D30×H65 ㎜ 5ml 原産地 : 京都 ( 北山 )

￥2,000+ 税 LOT:1
W30×D30×H65 ㎜ 5ml 原産地 : 高知

日本原産で古くから植林されていたこともあり、日本各
地で見られる。まっすぐに伸び、かたさも十分であること
から建築材や工芸材として広く使われています。

日本では古くから栽培されてきた、なじみ深い香りの柚
子。一般的に精油は圧搾法で抽出されるものが多いが、水
蒸気蒸留法で抽出した精油は光毒性等の心配もなく、圧搾
法とはまた違った香りを楽しめます。

426-001-002

426-001-011

樅‐モミ‐（トドマツ）

高野槇‐コウヤマキ‐

￥2,000+ 税 LOT:1
W30×D30×H65 ㎜ 5ml 原産地 : 北海道
（下川町）

￥2,500+ 税 LOT:1
W30×D30×H65 ㎜ 5ml 原産地 : 和歌山

クリスマスツリーで有名なモミは、40 種類以上あり、日本
ではトドマツのほか 5 種類が北海道から沖縄まで広く分
布している。雪に覆われる冬の間もみずみずしい葉を茂
らせる姿が生命力の象徴と考えられたからです。

世界遺産である宗教都市「高野山」にて、古くから重用さ
れてきた高野槇。日本書記にも登場する由緒ある樹木で
す。爽やかさと深い緑の香りをあわせ持つフレッシュで荘
厳な香りが特徴的です。

426-001-013

426-001-014

紫蘇‐シソ‐

月桃 - ゲットウ -

￥2,800+ 税 LOT:1
W30×D30×H65 ㎜ 3ml 原産地 : 北海道

￥3,500+ 税 LOT:1
W30×D30×H65 ㎜ 3ml 原産地 : 沖縄

日本を始めアジアの食文化や薬草として発展してきたシ
ソ。さわやかなシソの香りは「ペリラアルデヒド」という
成分によるもので、優れた抗菌作用を持っています。

沖縄などの亜熱帯地方に自生する繁殖力の強い多年草。
沖縄では「サンニン」と呼ばれ、民間薬として古くから使
用されている。100ｋｇの葉から 100ｇほどしか採油され
ないため、たいへん高価な精油です。

426-011-001

426-011-002

南会津かおる里山 黒文字‐クロモジ‐

南会津かおる里山 匂辛夷‐ニオイコブシ‐

￥3,500+ 税 LOT:1
W30×D30×H65 ㎜ 3ml 原産地 : 南会津

￥5,000+ 税 LOT:1
W30×D30×H65 ㎜ 3ml 原産地 : 南会津

緑色の枝には黒い斑点があり、それが筆で「黒い文字」を
書いたように見えることから、この名前がつけられた。高
級爪楊枝の材料として利用されるほか、香水にブレンド
すると深みが増します。

南会津産のニオイコブシは別名タムシバと言い、昔から香
りの良い植物として知られています。精油は枝葉から採ら
れ、花の甘い香りとは異なり樹木の香りの中にレモン調の
爽やかさと少しスパイシーさを併せ持つ複雑な香りです。

お問い合わせ

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

Latte D'aroma Oil set

JYUHACHINICHI

ラッテダロマ オイルセット

人気のラッテダロマ ( シルバー ) とオイルをセットにしました。
アロマの初心者の方から、アロマ愛好者の方までどなたにも喜んで頂けるようなセットです。

一十八日

426-002-006

426-002-005

ひのきセット

ひばセット

￥2,200+ 税 LOT:1
W72×D40×H72 ㎜ 5ml 原産地 : 日本

￥2,200+ 税 LOT:1
W72×D40×H72 ㎜ 5ml 原産地 : 青森

落ち着きのある優しい香りが特徴的。抗菌力が強いため、
古くから家屋や寺院の建築用材として用いられ、またそ
の香りがリラックス効果を与えることから浴槽で使われ
ています。

抗菌、防虫などさまざまな作用で関心が高いヒノキチオー
ルを最も多く含む日本特産の精油。樟脳のようなフレッ
シュな香りには脳の判断力を向上させる作用があるとさ
れ、抗菌・防虫作用が高く、腐食やシロアリに強いことか
ら耐久性に優れた建材として知られています。

426-002-0013

426-002-007

檸檬セット

薄荷セット

￥2,500+ 税 LOT:1
W72×D40×H72 ㎜ 5ml 原産地 : 高知

￥2,800+ 税 LOT:1
（滝上町）
W72×D40×H72 ㎜ 5ml 原産地 : 北海道

レモンのフレッシュな香りは気分をリフレッシュし、意
識をはっきりさせて、理解力や集中力を高めてくれる。一
般的に精油は圧搾法で抽出されるものが多いが、水蒸気
蒸留法で抽出した精油は光毒性等の心配もなく、圧搾法
とはまた違った香りを楽しめます。

日本に自生する和種のハッカ。主成分のメントールがペ
パーミントの 1.5 倍と多く、より強い清涼感がある。和種
ハッカは万葉の時代から疲れ目をいやす薬として用いら
れてきた。主産地は北海道で、夏と秋に淡紅紫色の唇型の
花を咲かせます。

426-002-0011

426-002-0012

クスノキセット

生姜セット

￥2,900+ 税 LOT:1
W72×D40×H72 ㎜ 5ml 原産地 : 佐賀

￥3,000+ 税 LOT:1
W72×D40×H72 ㎜ 5ml 原産地 : 高知

衣類の防虫に用いられる樟脳として日本人にはおなじみ
の香り。葉や枝から抽出した天然の「カンフル（樟脳）」の
すっとする清涼感のある香りは、強い防虫効果と消臭効
果があります。

日本には 2600 年以上前に渡来し、生薬、民間薬として親し
まれる。身体を温めてくれる精油として有名で、刺激を与
えると同時に心身ともに温める。漢方薬では「生姜（ショ
ウキ）」と呼ばれています。

426-002-0014

426-002-008

北山杉セット

柚子セット

￥3,100+ 税 LOT:1
W72×D40×H72 ㎜ 5ml 原産地 : 京都 ( 北山 )

￥3,300+ 税 LOT:1
W72×D40×H72 ㎜ 5ml 原産地 : 高知

日本原産で古くから植林されていたこともあり、日本各
地で見られる。まっすぐに伸び、かたさも十分であること
から建築材や工芸材として広く使われています。

日本では古くから栽培されてきた、なじみ深い香りの柚
子。一般的に精油は圧搾法で抽出されるものが多いが、水
蒸気蒸留法で抽出した精油は光毒性等の心配もなく、圧搾
法とはまた違った香りを楽しめます。

426-002-0010

426-002-0015

モミセット

コウヤマキセット

￥3,300+ 税 LOT:1
W72×D40×H72 ㎜ 5ml 原産地 : 北海道
（下川町）

￥3,800+ 税 LOT:1
W72×D40×H72 ㎜ 5ml 原産地 : 和歌山

クリスマスツリーで有名なモミは、40 種類以上あり、日本
ではトドマツのほか 5 種類が北海道から沖縄まで広く分
布している。雪に覆われる冬の間もみずみずしい葉を茂
らせる姿が生命力の象徴と考えられたからです。

世界遺産である宗教都市「高野山」にて、古くから重用さ
れてきた高野槇。日本書記にも登場する由緒ある樹木で
す。爽やかさと深い緑の香りをあわせ持つフレッシュで荘
厳な香りが特徴的です。

426-002-0018

426-002-0017

紫蘇セット

月桃セット

￥4,100+ 税 LOT:1
W72×D40×H72 ㎜ 3ml 原産地 : 北海道

￥4,800+ 税 LOT:1
W72×D40×H72 ㎜ 3ml 原産地 : 沖縄

日本を始めアジアの食文化や薬草として発展してきたシ
ソ。さわやかなシソの香りは「ペリラアルデヒド」という
成分によるもので、優れた抗菌作用を持っています。

沖縄などの亜熱帯地方に自生する繁殖力の強い多年草。
沖縄では「サンニン」と呼ばれ、民間薬として古くから使
用されている。100ｋｇの葉から 100ｇほどしか採油され
ないため、たいへん高価な精油です。

426-002-034

426-002-033

南会津かおる里山 黒文字セット

南会津かおる里山 匂辛夷セット

￥4,800+ 税 LOT:1
W72×D40×H72 ㎜ 3ml 原産地 : 南会津

￥6,300+ 税 LOT:1
W72×D40×H72 ㎜ 3ml 原産地 : 南会津

緑色の枝には黒い斑点があり、それが筆で「黒い文字」を
書いたように見えることから、この名前がつけられた。高
級爪楊枝の材料として利用されるほか、香水にブレンド
すると深みが増します。

南会津産のニオイコブシは別名タムシバと言い、昔から香
りの良い植物として知られています。精油は枝葉から採ら
れ、花の甘い香りとは異なり樹木の香りの中にレモン調の
爽やかさと少しスパイシーさを併せ持つ複雑な香りです。

お問い合わせ

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

Mushroom essential oil set

JYUHACHINICHI

木製ディフューザー きのこ精油セット

一十八日
木製ディフューザーきのことオイルをセットにしました。
アロマの初心者の方から、アロマ愛好者の方までどなたにも喜んで頂けるようなセットです。
426-002-020

426-002-019

ひのきセット

ひばセット

￥1,400+ 税 LOT:1
W55×D33×H55 ㎜ 5ml 原産地 : 日本

￥1,400+ 税 LOT:1
W55×D33×H55 ㎜ 5ml 原産地 : 青森

落ち着きのある優しい香りが特徴的。抗菌力が強いため、
古くから家屋や寺院の建築用材として用いられ、またそ
の香りがリラックス効果を与えることから浴槽で使われ
ています。

抗菌、防虫などさまざまな作用で関心が高いヒノキチオー
ルを最も多く含む日本特産の精油。樟脳のようなフレッ
シュな香りには脳の判断力を向上させる作用があるとさ
れ、抗菌・防虫作用が高く、腐食やシロアリに強いことか
ら耐久性に優れた建材として知られています。

426-002-021

426-002-022

檸檬セット

薄荷セット

￥1,700+ 税 LOT:1
W55×D33×H55 ㎜ 5ml 原産地 : 高知

￥2,000+ 税 LOT:1
（滝上町）
W55×D33×H55 ㎜ 5ml 原産地 : 北海道

レモンのフレッシュな香りは気分をリフレッシュし、意
識をはっきりさせて、理解力や集中力を高めてくれる。一
般的に精油は圧搾法で抽出されるものが多いが、水蒸気
蒸留法で抽出した精油は光毒性等の心配もなく、圧搾法
とはまた違った香りを楽しめます。

日本に自生する和種のハッカ。主成分のメントールがペ
パーミントの 1.5 倍と多く、より強い清涼感がある。和種
ハッカは万葉の時代から疲れ目をいやす薬として用いら
れてきた。主産地は北海道で、夏と秋に淡紅紫色の唇型の
花を咲かせます。

426-002-023

426-002-024

クスノキセット

生姜セット

￥2,100+ 税 LOT:1
W55×D33×H55 ㎜ 5ml 原産地 : 佐賀

￥2,200+ 税 LOT:1
W55×D33×H55 ㎜ 5ml 原産地 : 高知

衣類の防虫に用いられる樟脳として日本人にはおなじみ
の香り。葉や枝から抽出した天然の「カンフル（樟脳）」の
すっとする清涼感のある香りは、強い防虫効果と消臭効
果があります。

日本には 2600 年以上前に渡来し、生薬、民間薬として親し
まれる。身体を温めてくれる精油として有名で、刺激を与
えると同時に心身ともに温める。漢方薬では「生姜（ショ
ウキ）」と呼ばれています。

426-002-025

426-002-026

北山杉セット

柚子セット

￥2,300+ 税 LOT:1
W55×D33×H55 ㎜ 5ml 原産地 : 京都 ( 北山 )

￥2,500+ 税 LOT:1
W55×D33×H55 ㎜ 5ml 原産地 : 高知

日本原産で古くから植林されていたこともあり、日本各
地で見られる。まっすぐに伸び、かたさも十分であること
から建築材や工芸材として広く使われています。

日本では古くから栽培されてきた、なじみ深い香りの柚
子。一般的に精油は圧搾法で抽出されるものが多いが、水
蒸気蒸留法で抽出した精油は光毒性等の心配もなく、圧搾
法とはまた違った香りを楽しめます。

426-002-027

426-002-028

モミセット

コウヤマキセット

￥2,500+ 税 LOT:1
W55×D33×H55 ㎜ 5ml 原産地 : 北海道
（下川町）

￥3,000+ 税 LOT:1
W55×D33×H55 ㎜ 5ml 原産地 : 和歌山

クリスマスツリーで有名なモミは、40 種類以上あり、日本
ではトドマツのほか 5 種類が北海道から沖縄まで広く分
布している。雪に覆われる冬の間もみずみずしい葉を茂
らせる姿が生命力の象徴と考えられたからです。

世界遺産である宗教都市「高野山」にて、古くから重用さ
れてきた高野槇。日本書記にも登場する由緒ある樹木で
す。爽やかさと深い緑の香りをあわせ持つフレッシュで荘
厳な香りが特徴的です。

426-002-030

426-002-029

紫蘇セット

月桃セット

￥3,300+ 税 LOT:1
W55×D33×H55 ㎜ 3ml 原産地 : 北海道

￥4,000+ 税 LOT:1
W55×D33×H55 ㎜ 3ml 原産地 : 沖縄

日本を始めアジアの食文化や薬草として発展してきたシ
ソ。さわやかなシソの香りは「ペリラアルデヒド」という
成分によるもので、優れた抗菌作用を持っています。

沖縄などの亜熱帯地方に自生する繁殖力の強い多年草。
沖縄では「サンニン」と呼ばれ、民間薬として古くから使
用されている。100ｋｇの葉から 100ｇほどしか採油され
ないため、たいへん高価な精油です。

426-002-032

426-002-031

南会津かおる里山 黒文字セット

南会津かおる里山 匂辛夷セット

￥4,000+ 税 LOT:1
W55×D33×H55 ㎜ 3ml 原産地 : 南会津

￥5,500+ 税 LOT:1
W55×D33×H55 ㎜ 3ml 原産地 : 南会津

緑色の枝には黒い斑点があり、それが筆で「黒い文字」を
書いたように見えることから、この名前がつけられた。高
級爪楊枝の材料として利用されるほか、香水にブレンド
すると深みが増します。

南会津産のニオイコブシは別名タムシバと言い、昔から香
りの良い植物として知られています。精油は枝葉から採ら
れ、花の甘い香りとは異なり樹木の香りの中にレモン調の
爽やかさと少しスパイシーさを併せ持つ複雑な香りです。

お問い合わせ

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

