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大切な家族や環境のために

クス ハンドメイド

KUSU HANDMADE

九州生まれの楠から、職人たちの手から、「やさしい暮らし」をお届けするのがコンセプトの KUSU HANDMADE。「優しい」ということ

は、強いことでも弱いことでもなく、「優れている」ということ。古来、独特の自然香で人々を守り、癒してくれる楠（くすのき）は、暮

らしに優しい木です。そんな楠をもっと暮らしの中へ届けるために、このブランドは誕生しました。

環境を守ることは、家族の未来を守ることだと考えます。まずはできる

ことから、はじめていきたい。エコブロックは、楠を再利用した防虫ブ

ロック。楠自体の香りが薄れても、天然の楠オイルやパウダーでくりか

えし使えます。またその他の商品も、健やかな美しさをつくる自然香を

活かした商品。資源を余すところなく有効活用しています。

ひとつひとつ、職人の手から

福岡県大川市などの工房で職人が、切り出しの端材をひとつ一つ手間

ひまかけて加工を行っています。カンフルオイルとパウダーは、すべ

て自社生産。同じ楠でも一本一本、特性が異なるため熟練した職人が

注力しながら、10 日かけてじっくりと丁寧に抽出しています。細部ま

できちんと心配りができる自社生産だからこそ、自信を持ってお届け

できるのです。

くすのきが守る暮らし

古くから“虫よけの木”として知られている「楠」。葉や枝から抽出した

天然の「カンフル（樟脳）」は、強い防虫効果と消臭効果、そして香りに

は、リラックス効果もあるといわれています。『KUSU HANDMADE』では、

佐賀、熊本などの九州産の楠のみを使用。エコブロックを衣装ケースに

入れておくことで、大切な服を守ります。いつでも大切な服が着られる

ように、いつも元気でいられるように、暮らしに楠の力を届けます。

●九州産の楠のみを使用

●防虫・消臭効果

●リラックス

●繰り返し使えるエコ商品

九州産

くすのきが守る

やさしい暮らし
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エコブロック 1 個

￥143＋税 LOT:1 

W67×D27×H16 ㎜

550-800327

Eco Block エコブロック

楠の力で衣類を守る、天然の防虫
ブロック。楠の、す～っとするさ
わやかな香りには、防虫効果のほ
か、気分をリラックスさせる効果
もあります。

エコブロック 1 個＋

コットンポーチ付き

￥400＋税 LOT:1

ブロック W67×D27×H16 ㎜

ポーチ W65×H105 ㎜

550-800341

携帯に便利なコットンポーチ付き。
オイルを塗りたてのブロックも、
ポーチに入れておけば、オイルが染
みる心配もありません。 洋服ハン
ガーやドアノブ、車にもおすすめ。

エコブロック 2 個＋

カンフルオイル 2ml

￥500＋税 LOT:1 

W111×D27×H130 ㎜

550-800754

楠の力で衣類を守る、天然の防虫
ブロック。お得な 2 個＋オイル付
きセットです。

エコブロック 4 個＋ポーチ＋

カンフルオイル 5ml

￥1,800＋税 LOT:1 

W100×D30×H75 ㎜

550-800594

エコブロック 4 個とオイル、コッ
トンポーチのギフトセットです。
カンフルオイルを塗りたてのブ
ロックも、ポーチに入れておけ
ば、オイルが染みる心配がありま
せん。

カンフルオイル（クスノキオイル）

①10ml￥1,600＋税 LOT:1 Φ25×H70 ㎜

②30ml￥2,667＋税 LOT:1 Φ30×H90 ㎜

①550-800297 ②550-800112

九州産楠から抽出した天然の楠オ
イル。エコブロックの香りが弱く
なったら塗布して下さい。アロマ
オイルやバスエッセンスとして
も。す～っとするメントールのよ
うな香りには、リラックス効果も
期待できます。
使用部位：木部 ／ 原木産地：佐賀、福岡、熊本

ハンギングエコブロック 3 点＋

カンフルオイル 10ml

￥2,667＋税 LOT:1 

◯Φ80mm・△H70mm・◇H100mm

各 D15mm

550-800051

ハンギングタイプなので、クロー
ゼットやお部屋に吊るしたりと、
場所を問わずにお使いいただけ
ます。香りが弱くなったら付属の
オイルを塗ってください。

エコブロックの使い方

タンスや衣装ケースにエコブロッ

クを 3 ～ 5 個入れて、衣類の防虫・

消臭剤としてお使いください。香り

が弱くなったらカンフルオイルを

塗り足して、くり返しお使いいただ

けます。エコブロックを枕元やリビ

ングに置いたり、お部屋のアロマと

してもお楽しみください。

カンフルオイルの塗り方

ティッシュや柔らかい布にカンフ

ルオイルをしみ込ませ、ブロックに

やさしく塗り、そのまま 10 分ほど

乾燥させてください。ブロックが

湿った状態で使うと洋服の変色や

しみの原因になりますので、すぐに

使う場合はティッシュや和紙で包

んでお使いください。

楠の端材で作った防虫のアロマブロック。楠のオイル（樟脳）を併用すれば繰り返し使える防虫アロマシリーズ

エコブロック 4 個

￥476＋税 LOT:1 

W66×D27×H67 ㎜

550-800204

楠の力で衣類を守る、天然の防虫
ブロック。お得な４個セットで
す。

エコブロック 12 個＋

カンフルオイル 10ml

￥2,667＋税 LOT:1 

W180×D30×H200 ㎜

550-800136

ブロック 12 個にカンフルオイル
10ml が付いています。ブロックの
香りが薄くなったら付属のオイ
ルを塗って、繰り返し使うことが
できます。

① ②

エコブロック活用法



カンフルと相性のよい天然精油をブレンド
した室内用芳香スプレー。臭いの気になる
ところにスプレーしてください。天然の楠
の香りで気になるニオイを消臭します。

アロマミスト

￥600＋税 LOT:1 Φ30×H110 ㎜ 30ml

①カンフルの香り

②カンフル＆ユーカリの香り

③カンフル＆ラベンダーの香り

①550-800716 ②550-800877 ③550-800860

① ② ③

エコブロック 1 個

桐箱入り

￥571＋税 LOT:1 

W95×D45×H31 ㎜

550-800044

エコブロック 12 個＋

カンフルオイル 10ml

桐箱入り
￥3,000＋税 LOT:1 

W230×D130×H40 ㎜

550-800310

エコブロック 18 個＋

カンフルオイル 10ml

桐箱入り
￥3,333＋税 LOT:1 

W155×D135×H77 ㎜

550-800211

エコブロック 24 個

桐箱入り

￥2,200＋税 LOT:1 

W155×D135×H77 ㎜

550-800013

エコブロック 36 個＋

カンフルオイル 30ml

桐箱入り
￥4,381＋税 LOT:1 

W305×D135×H77 ㎜

550-800037

エコブロック 48 個

桐箱入り

￥4,000＋税 LOT:1 

W305×D135×H77 ㎜

550-800020

エコブロック ギフトセット

ギフトにおすすめな桐箱入り。桐箱のフタを開けた瞬間、楠の香りが広がります。

エッグブロック

￥933＋税 LOT:1 

Φ40×H60 ㎜

550-800099

たまごの形をした楠の中に、カンフルパウ
ダーが入った置き型タイプ。玄関やトイレ
などの消臭・芳香に。中身のパウダーは詰
替え式です。中身が無くなったら、別売り
のパウダーを詰めてお使いください。

国産くすのきから作られた天然カンフルを、1
つ 1 つ丁寧に和紙で包みました。袋のままタ
ンスや衣装ケースに入れるだけで、高い防虫
効果を発揮。合成品や化学薬品を一切不使用
の天然のカンフルは、香りが衣類に付着して
も、空気にさらすとさっとにおいが消えます。

くすのき

アロマディッシュ

￥476＋税 LOT:1 

Φ40×H40 ㎜

550-800556

くぼみにオイルを垂らして、自然に香る楠の
香りをお楽しみください。火を使わないの
で、場所を問わず安心してお使いいただけま
す。玄関、トイレ、枕元などにおすすめです。

くすのきつぶつぶ

￥900＋税 LOT:1 

W120×D60×H150 ㎜

550-801416

楠の端材を小さな粒状に加工しました。お
好きなアロマオイルを垂らしてディフュー
ザーとしてお使いください。ゆっくりとや
さしい香りが漂います。 玄関、トイレ、寝室、
車の中など消臭・芳香におすすめです。

くすのきアロマディッシュ＋
受け皿＋オイルギフトセット
￥2,500＋税 LOT:1 

W110×D100×H90 ㎜

550-800600

アロマディッシュに波佐見焼の受け皿が付
いた、ギフトに最適なセット。カンフルオイ
ルをディッシュのくぼみにたらして、自然
な香りをお楽しみください。火も電気も使
わないので、安心してお使いいただけます。
玄関、トイレ、枕元などに。
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Relax リラックスグッズ

楠のす～っとする清涼感ある香りは、心を癒すだけでなく活力まで与えてくれます。

Gift Set

カンフルパウダー（天然樟脳）

①16 個￥1,905＋税 LOT:1 W110×H170 ㎜

②24 個￥3,500＋税 LOT:1 W140×H220 ㎜

①550-800129 ②550-800730

くすのき香  3 巻
不燃マット付き
￥800＋税 LOT:1 
W85×D27×H120 ㎜
燃焼時間：1 巻あたり約 2 時間

550-801669

九州産くすのきから抽出した樟脳、クスノ
キオイルと虫の嫌う香りのゼラニウムオイ
ル、レモングラスオイルを配合。お部屋のア
ロマとしても、夏の蚊遣りとしても◎。

くすのき香セット 10 巻＋
不燃マット付き香皿セット
￥2,500＋税 LOT:1 
W165×D100×H48 ㎜
燃焼時間：1 巻あたり約 2 時間

550-801652

九州産くすのきから抽出した樟脳、クスノ
キオイルと虫の嫌う香りのゼラニウムオイ
ル、レモングラスオイルを配合したお香。お
得な 10 巻入りで不燃マット、香皿つき。

※5 個オーダーで焚き見本 5 巻提供可能※10 個オーダーで焚き見本 5 巻提供可能

①柚子 無農薬栽培された柚子の爽やかな香り
②月桃 石垣島産月桃の甘くスパイシーな香り

クスノキオイルとラベンダーオイルをブレ
ンドしたアロマビーズを詰め込んだ、ほんの
り優しい香りのアロマベアです。チャームに
香りを垂らして使うこともできます。

①550-803304 ②550-803045

くすのきアロマベア
￥3,000＋税 LOT:1 W150×D100×H210 ㎜ 100g
①BR
②WT

① ②

日本各地で生産される国産のエッセンシャ
ルオイルを使用した、和の香りが魅力のハ
ンドクリームです。おだやかでどこか懐か
しい香り。

wacca ハンドクリーム
￥2,000＋税 LOT:1 W35×D30×H150 ㎜ 30g

① ②

①550-802000 ②550-802109



くすのき洗濯板

￥2,000＋税 LOT:1 

W120×D15×H260 ㎜

550-803526

くすのき洗濯板 MINI
￥1,600＋税 LOT:1 

W60×D15×H115 ㎜

550-803533

洗濯石けん 40g
￥200＋税 LOT:1 

W110×H110 ㎜ 40g

550-803564

洗濯用石けん 450g

￥950＋税 LOT:1 

W160×D25×H210 ㎜ 450g

550-803571

カンフル & ラベンダー 

アロマ柔軟仕上げ剤
￥2,800＋税 LOT:1 

Φ65×H250 ㎜ 350ml

550-803274

カンフル & ラベンダー 

アロマ柔軟仕上げ剤

詰め替え用    

￥1,800＋税 LOT:1 

W130×D65×H215 ㎜ 350ml

550-803311

ランドリーシリーズ

楠の持つ優れた抗菌・防臭効果を活かして作られたお洗濯用品。嫌な匂いの発生を抑制し、清潔に保ちます。
Laundry Series

②ひなた - ひだまりの香り - 

爽やかさと穏やかさを持つ

バランスのとれた優しい香り

九州産楠と芳樟から 100％ピュアなエッセンシャルオイルを抽出しました。毎日の生活で

使いやすいよう、シーンに合わせたブレンドオイルを作りました。気分に合わせて、お好き

な香りをお楽しみください。

ブレンドエッセンシャルオイル

￥2,000＋税 LOT:1 Φ23×H52 ㎜ 5ml

①550-803243 ②550-803250 ③550-803267

① ② ③

ブレンドエッセンシャルオイル

心と体に働きかける、100％ピュアなブレンドオイルです。
Blend Essential oil ※5 本オーダーでテスター 1 本提供可能、5 本未満の場合は有償テスターの提供可能

【ブレンドオイル】 

クスノキ、ローズマリー、レモン

③うつつ - 鎮静の香り - 

日中の緊張感を解き放ち、

鎮静へと導く香り

①めざめ - 朝日の香り - 

清々しい森林浴のような

爽やかな香り
【ブレンドオイル】 

ユズ、ホウショウ

【ブレンドオイル】 

クスノキ、ラベンダー、オレンジ

①楠のほのかな甘みとクローブのスパイ
シーなニッキの香りを引き出した落ち着
きのある香り。伊予柑の爽やかな甘みで
安心感と深いリラックス感を感じます。
②すっきりとした楠とユーカリラディア
タにシャープな印象のライムをブレン
ド。思い切り深呼吸したい時、気分転換し
たい時、就寝前のリラックスタイムに。

①550-801331 ②550-801379

ブレンドオイル
￥1,800＋税 LOT:1 Φ20×H55 ㎜ 5ml
①カーミングブレンドオイル
②ブリージングブレンドオイル

枕やカーテン、ソファなど布製の
ものにスプレーして香りをお楽
しみ頂けるブレンドミストです。
車内の芳香スプレーとしてもお
使いいただけます。

ブレンドルームアロマのリフィ
ルです。ビンの蓋を開け、ウッド
スティックを差してお部屋の芳
香剤としてお使いください。

付属のウッドスティックが液体
を吸い上げて芳香するルームア
ロマです。お部屋・トイレ・玄関
などの芳香剤としてご使用くだ
さい。

①550-801348 ②550-801386

ブレンドミスト
￥2,000＋税 LOT:1 Φ38×H120 ㎜ 50ml
①カーミングブレンドミスト
②ブリージングブレンドミスト

①550-801355 ②550-801393

ブレンドルームアロマ
￥4,000＋税 LOT:1 Φ38×H145 ㎜ 50ml
①カーミングブレンドルームアロマ
②ブリージングブレンドルームアロマ

①550-801362 ②550-801049

ブレンドアロマリフィル
￥3,000＋税 LOT:1 Φ38×H95 ㎜ 50ml
①カーミングブレンドアロマリフィル
②ブリージングブレンドアロマリフィル
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森の香りシリーズ

楠のエッセンシャルオイルと相性の良い柑橘系やスパイス系のオイルをブレンドしたシリーズ。

① ②

① ②

① ②

① ②

Scent of Woods

デリケートな衣類、小物、部
分洗いにちょうどよいサイ
ズです。

手のひらサイズで持ち運び
に便利。トラベル用におすす
めです。

洗濯後にスプレーする事で、
柔らかさと香りをプラス。

九州産クスノキ精油を配合
した、「洗濯用粉石けん」。

九州産クスノキ精油を配合
した、「洗濯用粉石けん」。ト
ラベル用におすすめです。

①

②

③

④

KUSU HANDMADE のランドリーシリーズは、楠の持つ抗菌力を活かして作りました。大切な

衣類をやさしい香りで守ります。新築祝いや引っ越し祝いにお勧めです。

ランドリーギフトセット　LOT:1 W190×D130×H260 ㎜

①550-803670 ②550-803687 ③550-803694

【セット内容】 
ギフトセット A：くすのき 洗濯板、洗濯石けん 450g、カンフル＆ラベンダー アロマ柔軟仕上げ剤ミスト 350ml
ギフトセット B：くすのき 洗濯板、洗濯石けん 40g×2、カンフル＆ラベンダー アロマ柔軟仕上げ剤ミスト 350ml
ギフトセット C：カンフル＆ラベンダー アロマ柔軟仕上げ剤ミスト・詰め替え用 各 350ml、洗濯石けん 40g×2
ギフトセット D：くすのき 洗濯板、洗濯石けん 40g×2、くすのきハンドタオル

④550-803700

①ギフトセット A　￥5,500＋税

②ギフトセット B　￥5,000＋税

③ギフトセット C　￥4,500＋税

④ギフトセット D　￥3,000＋税


