NEWS RELEASE

ARTQ ORGANICS(アロマティーク オーガニクス)
～そっと心の呼吸をするクリスマス～

『Christmas Fair 2021 Noël 』
2021年11月24日(水)より開催

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)にて、 2021年11月24日(水)より『Christmas Fair 2021 Noël 』を開催いたします。
華やかで厳かであたたかいクリスマス、神聖であたたかな香りとともに、自分の感覚を研ぎ澄ませながらゆっくりと新しい年に向
かうための心の深呼吸をする大切な時間になりますようにとの願いを込めて、スペシャルなギフトセットをご用意いたしました。
また同日には、心地よい眠りのための香りの高保湿『ARTQ ハンド＆ネッククリーム U』も新発売いたします。発売以来たく
さんの方に愛されているオーガニックスリープブレンド「心安(うらやす)」に新たに加わったオーガニック認証のハンド＆ネッククリー
ムは、お休み前のボディケアや心身のバランスを整えたい時におすすめです。

https://www.artq.jp/pr/christmasfair2021/
― お取り扱いSHOP －

ARTQ ORGANICS <ORGANIC STUDIO ＆ THERAPY ROOM＞

(アロマティーク オーガニクス＜オーガニックスタジオ＆セラピールーム＞)
東京都港区南青山5-12-19 1F TEL:080-6577-0956

ARTQ ORGANICS 公式ECサイト
ARTQ ORGANICS 楽天市場店

www.artq.jp
https://www.rakuten.ne.jp/gold/artq-since2000-/

【お問い合わせ先 PR窓口】
PEACH 中村 nakamura@peach-pr.com / 砂田 sunada@peach-pr.com
〒150-0001 渋谷区神宮前2-31-7 ビラ・グロリア403 TEL:03-5411-2288 FAX:03-5411-6633
【発売元】 株式会社 Blue ink
東京支社 107-0062 港区南青山5-12-19-301 TEL:03-6451-1657
本社
038-0024 青森県青森市浪館前田1-18-38
ARTQ ORGANICS 公式ブランドサイト: www.aromatiqueorganics.jp 公式ECサイト:www.artq.jp
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ノエル

そっと心の深呼吸をするクリスマス

Noël

1年の足跡をたどるように

新しい年に向かう時間として
そっとゆっくり自分の心の深呼吸をする香り
そっと静かに自分の心に触れる香り

華やかで厳かであたたかいクリスマス。
神聖であたたかな香りとともに、自分の感覚を研ぎ澄ませながら
ゆっくりと新しい年に向かうための心の深呼吸をする大切な時間に。
クリスマスを鮮やかに彩り、歴史的に多くの人々を支え続けてきたク
リスマスの伝統的な香り「DIVINE-ディバイン-」と、暖炉のそばで
心と身体をゆっくりとあたためるように私たちに響く深くやさしい香
り「心安-うらやす-」が、暖かい火を心に灯すように聖なるクリスマ
スの夜にそっと寄り添います。
自分のために、そして大切な人のために、深呼吸するごとに心に温か
く沁み渡るオーガニック精油の奏でる香りを感じていただけることを
願っています。

クリスマス

セット 27,500円

(税込）

・DIVINEブレンドオイル2021 5ml
・DIVINE精油スプレー2021
50ml
・心安ブレンドオイル(クリスマスver.) 5ml
・心安精油スプレー(クリスマスver.) 50ml
・ARTQハンド＆ネッククリームU(心安)
・ARTQオーガニックトナーR
・ARTQオーガニックオイルセーラムA
・オーガニックココナッツミルクパウダー35g×2包
・ARTQオリジナルソルトブレンド35g×2包
◆ARTQオリジナルブランケット

＜特典＞
Noëlセットご購入の方には、もれなくARTQオリジナルブランケット
（ロゴ入り）をプレゼント!
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DIVINE de Noël

ディバイン デ ノエル

クリスマスを鮮やかに彩り歴史的に多くの人々を支え続け
1年の足跡をそっとたどるように感じる香り
冬の寒い時期に私たちを守ってきた神聖なる特別な香り
中世ヨーロッパの時代から、クリスマスの季節に自分の心身を守るために
持ち歩いたとされる伝統的な「ポマンダー」の香りを彷彿とさせる、この
時期に感じることができる深く、そして心に響く神聖な特別な香り。
オーガニックオレンジスウィートの優しい甘さに心身を温め包み込むよう
なオーガニックシナモンやオーガニックカルダモンの香りが、冬の寒い季
節に空気感染などの対策として力を発揮し、免疫力を高めながら風邪の予
防や消化器系の不調改善のサポートをしてくれます。さらにクリスマスを
彩る神聖なオーガニックフランキンセンスやオーガニックブラックスプル
ウスの香りが深い呼吸を導き、心身のバランスをゆっくりと調整してくれ
ます。
★DIVINEブレンドオイル2021 5ml 3,080円(税込)
★DIVINE精油スプレー2021 50ml 1,760円(税込)
＜DIVINE＞ブレンド内容

オレンジスウィート(Orange sweet)、ベルガモット(Bergamot)、カルダモン(Cardamon)、スペアミント(Spearmint)、
ブラックスプルウス(Black Spruce)、シナモンバーク(Cinnamon Bark)、シナモンリーフ(Cinnamon Leaf)、ペティグレン
(Petitgrain)、フランキンセンス(Frankincense)、マージョラム(Marjoram)、バジル(Basil)、ローレル(Laurel)、
ジャスミンサンバック(Jasmin sambac)、パチューリ(Patchouli)

DIVINEセット

クリスマス

6,600円 (税込）
・ARTQオリジナルシェルポーチ（ネイビー）
・DIVINEブレンドオイル2021 5ml
・DIVINE精油スプレー2021 50ml
・オーガニックココナッツミルクパウダー35g×2包
・ARTQオリジナルソルトブレンド35g×2包

DIVINEディフューザーセット

14,300円 (税込）

・DIVINE ブレンドオイル2021 5ml
・ARTQポータブルエッセンシャルオイルディフューザー
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心安 de Noël

ウラヤス デ ノエル

クリスマスを鮮やかに彩り、暖炉のそばで心と身体を
ゆっくりとあたためるように私たちに響く深くやさしい香り
冬の寒い時期に私たちを守ってくれる神聖なる特別な香り
クリスマスの夜に、暖炉のそばで心と身体をゆっくりと包み込むよう
にあたためる、優しく心地よい時間を演出する心安ブレンドをクリス
マス限定ラベルでお届けします。
オーガニックベルガモットやオーガニックオレンジスウィートの柑橘
系の優しく爽やかな香りに、心を深く落ち着かせてくれるオーガニッ
クネロリやオーガニックパチューリの香りが、温かく心を包み込みま
す。オーガニックラベンダーやオーガニックローレルの香りが自律神
経のバランスを整えるサポートをしながら、オーガニックブラックス
プルウスやオーガニックユーカリナローリーフのウッディグリーンな
香りが深い呼吸を促し、冬の寒い夜も心あたたかくゆっくりと心地よ
い眠りへと誘います。
★心安ブレンドオイル(クリスマスVer.) 5ml
★心安精油スプレー(クリスマスVer.) 50ml

2,860円(税込)
1,650円(税込)

＜新発売＞
★ARTQハンド＆ネッククリームU（心安)30g

3,300円(税込)

＜心安＞ブレンド内容

オレンジスウィート(Orange sweet)、ベルガモット(Bergamot)、ブラックスプルウス(Black Spruce)、パイン(Pine )、
ユーカリナローリーフ(Eucalyptus Narrow Leaf)、ネロリ(Neroli)、ラベンダーハイアルティチュート(Lavender)、
ローレル(Laurel)、カルダモン(Cardamon)、パチューリ(Patchouli)、サンダルウッド(Sandalwood)
《全てオーガニック認証精油を使用》

クリスマス心安セット

7,700円 (税込）
・ARTQオリジナルシェルポーチ（ホワイト）
・心安ブレンドオイル(クリスマスVer.) 5ml
・心安精油スプレー(クリスマスVer.) 50ml
＜新発売＞

・ARTQハンド＆ネッククリームU（心安） 30g

心安ディフューザーセット 14,300円 (税込）
・心安ブレンドオイル
5ml
・ARTQポータブルエッセンシャルオイルディフューザー
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Frankincense

フランキンセンス

HOLY Frankincenseセット

5,500円 (税込）

ホーリーフランキンセンス

Frankincense

フランキンセンス（乳香）

科名:カンラン科

学名:Boswellia frereana (ボスウェリア フレレアナ)
原産国:ソマリア
深く落ち着きあるなかにも甘さと華やかさのある香り
学名:Boswellia carterii (ボスウェリア

カルテリ)

原産国:ソマリア
奥深く芯の強さを感じるドライな香り
学名:Boswellia neglecta (ボスウェリア

ネグレクタ)

原産国:オーストラリア
透き通るような広がりと深く呼吸をサポートする香り

クリスマス限定のFrankincense（フランキンセンス）で、３種類の香りをご堪能いただけるセット。
Frankincense（フランキンセンス／乳香）はキリストの誕生に捧げられた香りとして知られ、聖書にも
22回登場しています。祈りの象徴ともされる香りで、古くから教会や宗教的儀式でよく使用されています。
深く心に沁み入るような香りが特徴で、深い呼吸を促し、胸部の緊張を解消してくれます。
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11月24日(水)新発売!

ARTQ ハンド＆ネッククリーム U

Relax and Comfort Vegetable Hand and Neck Cream
<保湿クリーム> 30g

3,300円（税込）

100% ナチュラル原料配合
89.5% オーガニック認証原料配合
発売以来たくさんの方に愛されている『心地よい眠り』を届ける オーガニックスリープブレンド
「心安-うらやす-For Sleep and Relax」に、新たにハンド&ネッククリームが仲間入りいたします。
みずみずしいやさしい感触と共に首から手までしっとりと包む込むような潤いが続く、オーガニック認証
ハンド&ネッククリーム。
アルガン、マカダミア、イブニングプリムローズ、マローなど肌を柔らかくする9種のオーガニックベジ
タブルオイルやエキスを贅沢に配合。べとつかず軽いつけ心地で、保湿力を持続しながら首から指先まで
手肌を優しく乾燥から保護します。
温かく心を包みこむような心安の香りが、自律神経のバランスを整えながら、呼吸を深く、ゆっくりと心
地よい眠りへと誘います。おやすみ前のボディケア、心と身体のバランスを整えたいときに。
[使用方法]
適量を手のひらにとり、首からデコルテ、両手全体から指先までまんべんなくしっかりと
伸ばすようになじませてください。
[成分]
アロエベラ液汁･グリセリン･ホホバ種子油･マカデミア種子油･
シア脂･ミツロウ･オリーブ油脂肪酸セテアリル･
アルガニアスピノサ核油･月見草油･水･オリーブ果実油･
ステアリン酸グリセリル･香料(*1)･オリーブ油脂肪酸ソルビタン･
トウキンセンカ花エキス･ゼニアオイ花エキス･トコフェロール･
ヒマワリ種子油･レシチン･クエン酸･クエン酸Na･グアーガム･
レブリン酸Na･アニス酸Na
*1 香料(天然香料)はオレンジスウィート･ベルガモット･
ブラックスプルウス･パイン･ユーカリナローリーフ･ネロリ･
ラベンダートゥルー･ローレル･カルダモン･パチューリ･
サンダルウッド
《全てオーガニック認証精油を使用》

