
イランイラン ¥3,700 イランイラン ¥2,200 スィートアーモンドオイル　50ml ¥1,500

オレンジ（スィート） ¥2,500 オレガノ ¥3,500 スィートアーモンドオイル　100ml ¥2,000

カモミール（ブルー）　5ml ¥8,500 オレンジ（スイート） ¥1,500 スィートアーモンドオイル　250ml ¥4,000

カモミール（ローマン）5ml ¥6,000 カユプテ ¥1,600

カユプテ ¥2,500 クラリセージ ¥2,800 グレープシードオイル　50ml ¥1,400

キャロットシード5ml ¥3,800 グレープフルーツ ¥1,700 　アプリコットカーネルオイル　50ml ¥1,500

クラリセージ ¥4,900 クローブ ¥1,500 ホホバオイル　50ml ¥2,400

グレープフルーツ ¥2,800 コリアンダー ¥3,000 ホホバオイル　100ml ¥4,200

クローブ ¥2,500 サイプレス ¥2,700 ホホバオイル　250ml ¥8,000

コリアンダー ¥5,100 シダーウッド（アトラス) ¥1,800 マカダミアナッツオイル　50ml ¥2,000

サイプレス ¥4,400 シトロネラ ¥1,500

サンダルウッド　5ml ¥7,500 シナモンリーフ ¥1,500 スィートアーモンドオイル　１L ¥12,000

シダーウッド（アトラス） ¥3,000 ジュニパーベリー ¥3,000 グレープシードオイル　１L ¥12,000

シトロネラ ¥2,500 スペアミント ¥1,800 アプリコットカーネルオイル　１L ¥12,000

ジャスミン（アブソリュート）2ml ¥6,000 ゼラニウム（ブルボン） ¥2,200 ホホバオイル　１L ¥25,000

ジュニパー（ベリー） ¥5,800 タイム（チモール） ¥3,500 マカダミアナッツオイル　１L ¥28,800

スペアミント ¥3,000 ティートリー ¥1,900

ゼラニウム（ブルボン） ¥3,600 ナツメグ ¥1,700 セントジョーンズオイル　50ｍｌ ¥2,400

ティートリー ¥3,700 ニアウリ ¥1,800 アボガドオイル　50ml ¥1,800

ネロリ　2ml ¥12,000 バジル（トロピカル） ¥2,800 カレンデュラオイル　50ml ¥2,400

バジル（トロピカル） ¥4,900 パチュリー ¥2,000 ココナッツオイル　50ml ¥1,500

パチュリー ¥3,000 パルマローザ ¥1,800 ローズヒップオイル　50ml ¥2,800

パルマローザ ¥3,000 フェンネル（スィート） ¥1,900 　小麦胚芽オイル　50ml ¥1,500

プチグレン ¥5,100 プチグレン ¥2,700 ボリジオイル　50ml ¥2,800

ブラックペッパー ¥3,300 ブラックペッパー ¥2,000 月見草オイル　50ｍｌ ¥4,800

フランキンセンス　5ml ¥3,000 ベチバー ¥2,500

ベチバー ¥4,200 ペパーミント ¥1,900 ｵｰｶﾞﾆｯｸ　エレファントバーム　14ｍｌ ¥1,600

ペパーミント ¥3,400 ベルガモット(F.C.F) ¥2,000 リップバーム　14ｍｌ ¥1,000

ヘリクリサム　2ml ¥4,500 ベンゾイン（アブソリュート） ¥1,500 ｵｰｶﾞﾆｯｸ　シアナッツバター　30ml ¥2,500

ベルガモット ¥3,900 マージョラム (スイート） ¥2,700 ｼｱﾊﾞｰﾑ　ﾌﾗﾝｷﾝｾﾝｽ&ﾛｰｽﾞ　50ｍｌ ¥3,000

ベンゾイン（アブソリュート） ¥2,500 マンダリン（レッド） ¥1,800 ｼｱﾊﾞｰﾑ　ネロリ　50ｍｌ ¥3,000

マージョラム（スィート） ¥5,800 ユーカリ (グロブルス） ¥1,500 ｼｱﾊﾞｰﾑ　ティートリー　50ｍｌ ¥2,700

マンダリン（レッド） ¥3,000 ユーカリ (ラジアタ） ¥1,500 ｼｱﾊﾞｰﾑ　ラベンダー　50ｍｌ ¥2,700

メリッサ　2ml ¥7,000 パインニードル ¥1,800 ｼｱﾊﾞｰﾑ　カモミール　50ｍｌ ¥2,700

ユーカリ（グロブルス） ¥2,500 ラバンサラ（アロマティカ） ¥2,200 ローズボディーバーム　15ｍｌ ¥1,900

ユーカリ（ラジアタ） ¥2,500 ラバンジン（スーパー） ¥1,500

パインニードル ¥3,000 ラベンダー（真正） ¥1,600

ラバンサラ（アロマティカ） ¥3,700 レモン ¥1,500 モッジスプレー（ﾎﾞﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｰ）100ml ¥1,600

ラバンジン（スーパー） ¥2,500 レモングラス ¥1,500 ローズウォーター　250ｍｌ ¥2,200

ラベンダー（真正） ¥3,000 レモンユーカリ ¥1,500 デッドシーソルト　各種　300g ¥1,800

レモン ¥2,500 ローズマリー（カンファー） ¥2,000 シナジーブレンドオイル　各種　10ｍｌ ¥1,900

レモングラス ¥2,500 パインバークマリタイム ¥2,000 ナチュラルインセンス　ﾌｧﾝﾊﾟｯｸ（8種） ¥1,200

レモンバーベナ　5ml ¥6,000 ハイパープランツ ･ 他

レモンユーカリ ¥2,500

ローズオットー　2ml ¥16,000 ＤＲＢスキンケア                  ¥2,200 アンチＭ　ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙ　 ¥1,200

ローズマリー（カンファー） ¥3,200 ＤＲＢリラクゼーション            ¥2,000 ﾚｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝハーブスプレー　30ｍｌ ¥1,500

ローズマリー（シネオール） ¥2,800 ＤＲＢカリエンテーション          ¥2,800 ボディーパウダー　70ｇ ¥1,900

ＤＲＢビューティー                ¥2,800 ハイパー　フットランプ              ¥2,200

ローズマリー（シネオール）　5ｍｌ ¥1,700 DRBレスピレーション ¥2,000

DRBフェリデローズ ¥2,200 アロマディフューザー（ﾅﾁｭﾗﾙﾌﾞﾗｳﾝ） ¥6,000

DRBグレ－プフルーツ ¥2,000 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｵｲﾙ　サンフラワー ¥800

ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｵｲﾙ　ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ＆ｶﾓﾐｰﾙ ¥1,000

アロマバス

メドウズキャリアオイル･基材 他メドウズオーガニック精油　10ｍｌ メドウズオーガニック精油　５ｍｌ



イランイラン　エクストラ ¥1,100 オリーブスクワラン ¥2,500

クラリセージ ¥1,000 ﾏﾐｰｽﾞﾗﾌﾞアロマクリーム　17ｇ ¥1,900 リフレッシュブレンド

グレープフルーツ　ホワイト ¥900 アフタヌーンブレンド 化粧袋

スィートオレンジ ¥800 グッドナイトブレンド 2g×7

スィートマージョラム ¥1,000 ベビーティー ¥700

ティートリー ¥900 ねんどのソープ　300g                ¥1,400 スリムティー

ペパーミント ¥900 ねんどのシンプルジェル　300g        ¥1,200 ビタミネ

ベルガモット ¥1,000 ねんどのはみがき　100g              ¥1,050 北かぜ注意報

ユーカリ　グロブルス ¥800 ねんどの日焼け対策　80ｇ ¥1,800 はなのハーブティー

ラベンダー　（ブルガリア） ¥1,100 ねんどのパック　300ｇ ¥1,700 パワーブレンド

レモン ¥800 ビューティーブレンド

レモングラス ¥900 ﾅｲｱｰﾄﾞ　ヘナ１００％　100ｇ         ¥1,000 マミーズラブハーブティー

ホーウッド ¥1,000 ﾅｲｱｰﾄﾞ　ヘナ＋木藍 ¥1,500 生姜柑蜜温（しょうがかんみつおん）

ローズゼラニウム ¥900 林檎爽酸美（りんごそうさんび）

ローズマリーカンファー ¥800 ガスール　粉　150ｇ                   ¥800

mfacインセクトオフブレンド ¥900 アンチモスキートスプレー ¥1,400

シャンプー　500ｍｌ ¥4,400

ウェルシーシャイントリートメント ¥4,200

遮光ビン　10ml                ¥180

遮光ビン　30ml                ¥200

遮光ビン　60ml                ¥230 水の彩　ﾅﾁｭｰﾙｱｸｱｸﾘｰﾑ　50ｇ ¥1,500 単品　50ｇ ¥1,200

遮光ビン　10ml　ドロッパー付 ¥200 水の彩　ﾅﾁｭｰﾙｱｸｱｸﾘｰﾑ　120ｇ ¥2,850 単品　100ｇ ¥2,400

遮光ビン　30ml　ドロッパー付　 ¥220 水の彩　薬用ﾅﾁｭｰﾙｱｸｱｸﾘｰﾑＳ150ｇ ¥3,800 単品　200ｇ ¥4,320

ビーカー　30ｍｌ              ¥640 水の彩　ﾘｷｯﾄﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｿｰﾌﾟ　150ｍｌ ¥1,800 単品　300ｇ ¥6,480

スプレー付遮光ビン　30ml      ¥480 水の彩　ｱｸｱＵＶｸﾘｰﾑ　40ｇ ¥1,400 ブレンド　50ｇ ¥1,300

スプレー付遮光ビン　60ml      ¥580 ブレンド　100ｇ ¥2,600

ドロッパー ¥50 マイハーブティー　100ｇ ¥2,500

スプレー ¥280

以下はロット発注にて承ります　（100本～） Ａ＆Ｌ　キャリアジェル ¥2,200

スポイト付遮光ビン　10ml      バッチフラワーエッセンス各種 ¥2,500

スポイト付遮光ビン　30ml      ｹﾝｿｰ　ﾌﾗﾜｰｳｫｰﾀｰ　200ｍｌ　各種 ¥2,200

遮光ビン　100ｍｌ

スプレー付き遮光ビン　100ｍｌ

ネトル アイブライト　チンキ 1oz    

ダンディライオン エキナセア　チンキ　1oz          

エキナセア 45cap ミルクシスル　チンキ　1oz

セントＪワート ¥2,800 ジンジャー　チンキ　1oz        

イチョウ葉 チェストツリー　チンキ　1oz    ¥2,800

ソーパルメット 90cap ローズヒップ　チンキ　1oz      

ブラックコホシュ ¥5,100 キッズエキナセア　ラズベリー　1oz　

ラズベリーリーフ キッズエキナセア　オレンジ　1oz    

ホーソンベリー

クランベリー

ロディオラ

フィーバーフュー ネイザルサポート　45cap ¥4,286

2019年9月1日現在  【税抜き価格】

テンドルマン　ブレンド精油　５ml

ねんど

彩生舎

そのほか

量り売り

エクレクティック　サプリメント・チンキ

容器・ビン

ハーブティー

テンドルマン　オリジナルブレンド

ピヨコ

アロマコミュニティーテンドルマン　精油　5ml


