NEWS RELEASE

～アロマセラピーの原点 ラベンダー～

『オーガニック ラベンダー フェア 2021』
2021年10月20日(水)～11月30日(火)開催
株式会社 Blue ink（本社：青森県青森市、代表取締役社長：アネルズあづさ）は、ARTQ ORGANICS(アロマティ
ーク オーガニクス)より、『オーガニック ラベンダー フェア2021』を2021年10月20日(水)から開催いたします。
世界中で親しまれ、多くの人にその名前が知られている「ラベンダー」。
その歴史は、フランスの化学者によって「aromatherapieアロマテラピー(仏語)」という言葉が作られるきっかけともなった、大
切な原点です。
私たちが、いま経験する様々な状況の中で感じる言葉にできないような感覚。今だからこそ改めて原点に戻り、そして私たち
が持つ心と身体の感覚を研ぎ澄ますようにして感じ、触れる本質の香り。その原点回帰という想いと共に、ゆっくりと心と身体
に響くラベンダーの香りをお届けします。
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＜オーガニックラベンダーフェア2021＞ ＊価格は全て税込表記となります。

アロマセラピーの原点 ラベンダー
―

はじめの一滴 －

「洗う」というラテン語からその名がつけられたといわれるLavender（ラベンダー）。
その芳醇な香りから、最も有名な精油の一つとして世界中の人々に愛され、古くから活
用されてきた長い歴史を持ちます。
特に中世ヨーロッパにおいては抗菌サポートや傷の消毒などの幅広いケアを目的として、
生活に取り入れられてきました。ラベンダーの産地として有名なのはフランスのプロバ
ンス地方ですが、栽培は世界各地で行われ、その種類もさまざまです。
今年、フランスの契約オーガニック農家よりお届けする抽出したばかりのオーガニック
ラベンダーと、山の中で手摘みでしか収穫できず、作業が大変なことで知られているワ
イルド（野生種）ラベンダーは、透き通るようなみずみずしい香りが心地よく、優しさ
の中にしっかりと芯を感じる香りが特徴の、ARTQ ORGANICSが自信を持ってお届け
できる逸品です。
さらに、ラベンダー精油そのものの香りを感じていただけるラベンダースプレーもご用意いたしました。
精油にはじめて触れる方や、精油をよりお気軽にご利用になりたいときにおすすめです。
そして毎年楽しみにお待ちいただいている、北海道・興部町(おこっぺちょう)の自社ファームにてその年に収穫抽
出作業を行う興部ラベンダーは、大変稀少な原料のため、興部ラベンダーハイドロゾルとフェア限定ブレンド ト
リプルラベンダーブレンドとして数量限定にて大切にお届けいたします。はじめてラベンダー精油、そしてアロマ
セラピーに触れる方も、また毎年ラベンダーフェアを楽しみにお待ちいただいている方も、心からラベンダーを満
足して感じていただける様々なフェア限定セットをご用意しております。シンプルでありながら奥深いラベンダー
の香りを感じる時間が、みなさんにとってなにか大切なものを思い出す時間になることを願っています。

フランス産 オーガニックラベンダー（真正ラベンダー／学名：Lavandula angustifolia）
今年抽出したばかりのフレッシュな透明感を感じる香りが特徴です。芳醇さ
と甘さをバランスよく兼ね備えた真正ラベンダーは、シングルでの香りはも
ちろん、他の精油との相性もとても良く、活用範囲も幅広く世界中で愛され
ています。精油の原点とも言える香りをぜひお楽しみください。
【精油】

5ml 2,200円
10ml 3,300円

【精油スプレー】 50ml 1,100円
【ハイドロゾル】 120ml 1,430円
(芳香蒸留水) 1000ml 9,350円

フランス産 ワイルドラベンダー（野生種） （真正ラベンダー／学名：Lavandula angustifolia）
山の中で手摘みでしか収穫できないワイルド種は、収穫量も限られるためとて
も稀少な香りです。透き通るようなみずみずしい香りが心地よく、優しさの中
にしっかりと芯を感じる香りが特徴です。
オーガニック栽培との香りの違いとともに、野生の力強さをご体感ください。
【精油】

5ml 2,970円
10ml 3,960円

【精油スプレー】 50ml 1,100円
【ハイドロゾル】 120ml 1,650円
(芳香蒸留水) 1000ml 9,900円
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毎年大人気の北海道興部産ラベンダーを使用した フェア限定ブレンド

Triple Lavender

トリプルラベンダー2021

＜トリプルラベンダー “3種類のラベンダー”＞
・北海道興部産真正ラベンダー（学名：Lavandula angustifolia）
・フランス産オーガニックラベンダー（学名：Lavandula angustifolia）
・オーガニックラベンダースパイク (学名：Lavandula latifolia)
【ブレンド精油】5ml 2,420円
10ml 3,300円
【ブレンドスプレー】50ml 1,320円
【興部ハイドロゾル】(芳香蒸留水）
50ml 1,320円
北海道興部にあるARTQ契約オーガニックファームで
今年収穫された大変稀少なラベンダーのハイドロゾル
です。数量限定でお届けいたします。

壮大な自然の優しさや、時に厳しさに包まれながら凛と育った北海道・興部町のラベンダーの香りを、
トリプルラベンダーブレンドとして今年もお届けすることができることをとても嬉しく思っています。
興部ラベンダーにフランス産オーガニックラベンダーとオーガニックラベンダースパイクを加え、
本物のラベンダーの香りの力強い生命力を感じながら包み込むような優しさをあわせ持つブレンドです。
オーガニックラベンダーの透き通る穏やかな香りに、オーガニックレモンマートルやオーガニックオレ
ンジの爽快な香りがバランス良くあわせることで、よりみずみずしく広がりのある香りが感じられます。
また、オーガニックゼラニウムがホルモンバランスを穏やかにサポートし、オーガニックローレルが心
地よく呼吸をサポートすることで、心身のバランスケアや睡眠のサポートとしても最適です。
《ブレンド内容》
オレンジスウィート、グレープフルーツ、レモンマートル、ラベンダー(フランス産オーガニックラベ
ンダー)、興部ラベンダー、ラベンダースパイク、ゼラニウム、ローレル、パチューリ

北海道・興部（ARTQ ORGANICS自社ファーム）
ARTQ ORGNIACSは、北海道・興部町（おこっぺちょう）の自社ファームでラベンダーの栽培をスタート
してから約16年が経ちます。寒い冬を過ごして凛と育つ姿に心を動かされ、抽出されたばかりの繊細な香
りをみなさんに感じていただけることを想像しながら毎年作業を進めています。
★今年北海道興部から届いた収穫抽出の様子は、
Youtubeチャンネルにて動画でお届けしております。
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フランス産ラベンダー精油
ARTQオーガニック契約農家で今年8月に収穫抽出されたオーガニック種とワイルド種の
2種の真正ラベンダー精油

◆フランス産オーガニックラベンダー

5ml

2,200円／10ml

3,300円

◆フランス産ワイルドラベンダー

5ml

2,970円／10ml

3,960円

フランス産ラベンダースプレー
ラベンダー精油そのものの香りを感じて頂けるラベンダースプレー。
心と身体に響くラベンダーの優しく芳醇な香りを気軽にご活用いただけます。
はじめての方にも大変おすすめです！

◆フランス産オーガニックラベンダースプレー

50ml

1,100円

◆フランス産ワイルドラベンダースプレー

50ml

1,100円

トリプルラベンダー2021（フェア限定ブレンド）
毎年大人気の“北海道興部産ラベンダー”を使用したフェア限定ブレンド！数量限定！

◆トリプルラベンダー2021ーブレンドオイル
5ml 2,420円／10ml 3,300円
◆トリプルラベンダー2021ーブレンドスプレー
50ml 1,320円

ラベンダーハイドロゾル（芳香蒸留水）
フランス産のオーガニック種とワイルド種のラベンダーハイドロゾル（芳香蒸留水）と、北海道興部農場で今年
収穫したフレッシュで大変貴重なラベンダーのハイドロゾルをお届けいたします。ラベンダーのハイドロゾルは、
肌への治癒力に定評があり化粧品などの原料にも使用されています。オリジナルのクラフトスキンケアや、ルー
ムスプレーの材料としてもご活用ください。

◆フランス産オーガニックラベンダーハイドロゾル
120ml 1,430円／1000ml 9,350円
◆フランス産ワイルドラベンダーハイドロゾル
120ml 1,650円／1000ml 9,900円
◆興部産ラベンダーハイドロゾル
50ml 1,320円

その他のラベンダー精油
世界各地で栽培が行われ、その種類もさまざまなラベンダー。
真正ラベンダーとは趣の異なる香りもぜひお試しください。

◆ラベンダースパイク

5ml 2,090円

◆ラバンディングロッソ

5ml 1,650円
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初めての方からプロフェッショナルの方までご満足いただける ラベンダーフェア限定セット
はじめてアロマセラピーやラベンダー精油に触れる方も、また毎年ラベンダーフェアを楽しみにお待ち頂いている方も、
皆様に心からラベンダーをご満足いただけるセットをご用意いたしました。ラベンダーの香りを感じながらこの季節に
合わせたスキンケアのセットもご用意しております。
それぞれの原点回帰の想いと共に、ゆっくりと心と身体に響くラベンダーの香りを感じてください。
はじめて精油に触れる方にもおすすめのセット

5,060円（通常単品合計5,720円）

スターターセット

高品質なフランス産オーガニックラベンダーと毎年大人気のトリプルラベンダーブレンドの香りのセット。
この純粋な香りを感じて頂きたい！まず初めにおすすめしたいセットです。
オリジナルウッドディフューザーや試香紙にたらして枕元やクローゼットなどお好きな場所でご使用ください。
香りのお持ち歩きにもおすすめです。スプレーは空間のリフレッシュやリネンなどの香り付けにご活用ください。

●フランス産オーガニックラベンダー精油

5ml

●フランス産オーガニックラベンダースプレー
●トリプルラベンダー2021ブレンドオイル

50ml

5ml

・オリジナルウッドディフューザー（なくなり次第終了）
・はじめの1滴しずく型試香紙 10枚
・はじめの1滴ボトル型試香紙 10枚
ラベンダー精油そのものの香りを、より気軽にお楽しみいただけるスプレーのセット

3,300円（通常単品合計3,520円）

スプレーセット

空気のリフレッシュはもちろん、リネンなどへスプレーしていただくことで心地よい眠りのサポートにもおすすめ
です。

●フランス産オーガニックラベンダースプレー
●フランス産ワイルドラベンダースプレー

50ml

50ml

●トリプルラベンダー2021ブレンドスプレー

50ml

・はじめの1滴しずく型試香紙 10枚
・はじめの1滴ボトル型試香紙 10枚

ラベンダーフェア2021を丸ごと堪能いただけるセット

ラベンダーフェアコンプリートセット

14,300円（通常単品合計16,610円）

フェア限定の特別なラベンダー商品の数々が勢揃い！さまざまなシーンで使い分け、嗅ぎ比べ…ラベンダーの香り
の奥深さをご堪能ください。

●フランス産オーガニックラベンダー精油 5ml
●フランス産ワイルドラベンダー精油 5ml
●フランス産オーガニックラベンダースプレー 50ml
●フランス産ワイルドラベンダースプレー 50ml
●フランス産オーガニックラベンダーハイドロゾル 120ml
●フランス産ラベンダーワイルドハイドロゾル 120ml
●トリプルラベンダー2021ブレンドオイル 5ml
●ラベンダースパイク精油 5ml
●ラバンディン精油
5ml
・はじめの1滴しずく型試香紙 10枚
・はじめの1滴ボトル型試香紙 10枚
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トリプルラベンダー2021とオーガニックラベンダー精油をお風呂でより香り高くご活用いただけるセット

6,930円（通常単品合計8,140円）

バスタイムセット

ラベンダーの芳醇な香りはバスタイムに大変おすすめです。ココナッツミルクパウダーとソルトに
精油を加え、マイルドで心地よい高保湿のバスタイムを実現できます。

●フランス産オーガニックラベンダー精油
●トリプルラベンダー2021ブレンドオイル

5ml
5ml

●ARTQオリジナルソルトブレンド 150g
●オーガニックココナッツミルクパウダー 100g

100個限定！
北海道・紋別＆興部
ドライラベンダー
プレゼント

・北海道・紋別＆興部ドライラベンダー 10g （100個限定！）
・不織布バッグ1袋 （入浴時ココナッツパウダーやソルト、
ドライラベンダー等を入れてご使用ください。）
＜ご使用方法＞＊全身浴使用料の1回の目安＊
・オーガニックココナッツミルクパウダー 大さじ２〜３杯
・オリジナルソルトブレンド 大さじ１〜２杯
・精油 5〜１０滴

持ち運びに便利な充電式のディフューザーで、日々の生活の中でどこでも気軽に香りをお楽しみいただけるセット

ディフューザーセット

15,400円（通常単品合計18,150円）

熱や水を加えずに、そのままボトルをセットして直接純粋な精油を噴霧できるポータブルエッセンシャルオイル
ディフューザー。オーガニックラベンダーの100%純粋なエッセンシャルオイルの香りをいつでもどこでも気軽に
お楽しみいただけます。

●フランス産オーガニックラベンダー精油 5ml
●トリプルラベンダー2021ブレンド精油 10ml
●ARTQポータブルエッセンシャルオイルディフューザー

スキンケアタイムにラベンダー精油の香りを感じながら呼吸を深く整え、心身のバランスや自律神経のサポートへと
つなげていただきたい、この季節におすすめの大変お得なスキンケアセット

オーガニックスキンケアセット

22,000円（通常単品合計31,130円）

季節の変わり目のゆらぎやすいお肌、また夏の紫外線やエアコンによる乾燥やダメージ、マスクの着用によるムレな
どが原因で敏感になっている肌をクリーンに保ち、栄養を与えながらしっかりと潤すオーガニックスキンケアセット。
付属の試香紙にラベンダー精油をたらして…スキンケアタイムをよりリラックスしたい時にご活用ください。

●ARTQオーガニックベジタブルソープT
●ARTQオーガニックジェルトナーA
●ARTQオーガニックマッサージオイルA
●ARTQオーガニックライトフェイスクリームA
●フランス産オーガニックラベンダー精油 5ml
●トリプルラベンダー2021ブレンド精油 5ml
・はじめの1滴しずく型試香紙 10枚
・はじめの1滴ボトル型試香紙 10枚

