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『 オーガニックラベンダーフェア 2022 』
BACK TO THE BASICー精油の原点を⾹る
今年収穫抽出されたフレッシュな北海道紋別産ラベンダーや、フランスの契約オーガニック農家から
届いたばかりのフランス産ラベンダーを中⼼に、フェア限定のブレンドやセットをお届けいたします
2022年10⽉12⽇(⽔)より開催
株式会社 Blue ink（本社：⻘森県⻘森市、代表取締役社⻑：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2022』を公式オンラインと直営
ショップにて開催いたします。2022年収穫抽出されたばかりの、北海道紋別（もんべつ）産ラベンダー、
フランス産オーガニックラベンダーとワイルドラベンダーの鮮度⾼く芳醇なラベンダーの⾹りを、
ぜひお楽しみください。
▼ 公式サイト： https://www.artq.jp/pr/lavenderfair2022/

■ 第１弾フェア・10⽉12⽇(⽔)〜
北海道紋別産のラベンダーとブレンドの⾹り、そして稀少なフランキンセンスラベンダー
■ 第２弾フェア・10⽉24⽇(⽉)〜
フランス産のオーガニックとワイルド（野⽣種）のラベンダー
第１弾は、毎年楽しみにお待ちいただいている、今年北海道にて
収穫抽出を⾏った「紋別ラベンダー」精油とハイドロゾル（芳⾹
蒸留⽔）のフレッシュで透明感のある⾹り、そして、紋別ラベン
ダーとワイルドラベンダー、オーガニックラベンダースパイクの
３種を軸としたフェア限定ブレンド「トリプルラベンダーブレン
ド2022」をお届けいたします。さらに今年は、ラベンダーを熟
成させたフランキンセンスカルテリ精油に浸出させた⼤変稀少な
「フランキンセンスラベンダー」と、フェア限定セットとして、
ラベンダーの⾹りのリップとボディバームを楽しく簡単に作れる
クラフトセットが登場です。
第２弾は、フランスの契約オーガニック農家で今年収穫抽出され、⽇本へ到着したばかりのオーガニック
ラベンダーと、作業が⼤変なことで知られている⼿摘みのワイルド（野⽣種）ラベンダーをお届けいたし
ます。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の
ARTQ ORGANICSが⾃信を持ってお届けできる逸品です。また、バスタイムを⾹り豊かにお過ごしいただ
けるセットもご⽤意いたします。気温が下がり始めるこれからの季節、⼼と⾝体が温まるバスタイムセッ
トは、プレゼントにもおすすめです。
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ORGANIC LAVENDER FAIR 2022 第１弾

販売開始：2022.10.12 〜

北海道紋別産のラベンダー精油と⼈気のブレンド「Triple Lavender 2022」の⾹りをお届けいたします
（価格は全て税込）

紋別ラベンダー（ラベンダー／学名： Lavandula angustifolia）
北海道紋別にて今年収穫抽出された、⼤変フレッシュな紋別ラベンダー精油と、
ハイドロゾル（芳⾹蒸留⽔）。北海道の⼤地の⼒強さを感じる⾹りをぜひご体感
ください。
ラベンダーのハイドロゾル（芳⾹蒸留⽔）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。
◆紋別ラベンダー精油 2ml

2,420円

◆紋別ラベンダーハイドロゾル(芳⾹蒸留⽔)50ml

1,650円

トリプルラベンダーブレンド2022
近年注⽬されている紋別ラベンダー< Lavandula angustifolia >に野⽣の⼒強いワイ
ルドラベンダー< Lavandula angustifolia >、そしてオーガニックラベンダースパイ
ク< Lavandula latifolia >の3種を軸として、壮⼤なラベンダーの⾹りと⼒強い⽣命
⼒を感じながら、優しさをあわせ持つ特別なブレンドをお届けいたします。
それぞれのラベンダーの⾹りの絶妙なバランスと、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融合しながら、よりみずみずしく広がりのあ
る 爽快感を感じることができるブレンドです。 また、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。
◆トリプルラベンダーブレンドオイル

5ml 2,420円、 10ml 3,300円

◆トリプルラベンダー精油ブレンドスプレー

50ml 1,320円

＊精油ブレンドスプレーは、トリプルラベンダーブレンドの精油の⾹りそのものを感じていただ
けるよう、精油を⾼濃度に処⽅したアルコールをいっさい使⽤ していないスプレーです。
アルコールが苦⼿の⽅も安⼼してお使いいただけます。

フランキンセンスラベンダー （浸出油）
オーガニック農場で栽培されたラベンダーを、⾹りが芳醇な早朝に摘み、熟成
させたフランキンセンスカルテリ精油に浸して⾹りを浸出させたフランキン
センスラベンダー。ARTQ契約オーガニック農家から届いた⼤変稀少な精油を
お届けいたします。フランキンセンスの奥に⾹るラベンダーの優しい⽢さを感
じてみてください。

◆フランキンセンスラベンダー

5ml

2,970円
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ORGANIC LAVENDER FAIR 2022 第２弾

販売開始：2022.10.24 〜

フランス産のオーガニックラベンダーとワイルドラベンダーをお届けいたします
フランスのARTQオーガニック契約農家にて今年収穫抽出され、⽇本へ到着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) ラベンダーをお届け
いたします。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の、
ARTQ ORGANICSが⾃信を持ってお届けできる逸品です。

ARTQオーガニック契約農家で今年収穫抽出されたオーガニック種とワイルド種
（価格は全て税込）

フランス産 オーガニックラベンダー（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。
◆オーガニックラベンダー精油 5ml 2,420円
10ml 3,300円
◆オーガニックラベンダーハイドロゾル(芳⾹蒸留⽔)
120ml 1,760円
1000ml 9,350円
<フランス オーガニックラベンダー畑>

フランス産 ワイルドラベンダー（野⽣種） （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精油です。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。
◆ワイルドラベンダー精油

<フランス ワイルドラベンダー（野⽣種）>

５ml

3,190円

◆ワイルドラベンダーハイドロゾル（芳⾹蒸留⽔）
120ml 1,980円
1000ml 11,000円
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フェア限定セット商品
（価格は全て税込）
■第１弾

販売開始：2022.10.12〜
◆ラベンダーフェアファーストコレクション

9,900円

（セット内容）
・紋別ラベンダー精油 2ml
・紋別ラベンダーハイドロゾル 50ml
・トリプルラベンダーブレンドオイル 5ml
・トリプルラベンダー精油ブレンドスプレー 50ml
・フランキンセンスラベンダー 5ml
・オーガニックココナッツミルクパウダー 30g
・ARTQオリジナルソルトブレンド 30g
・不織布 1枚
＜プレゼント＞ARTQ ORGANICS オリジナルマグカップ 1個

◆ラベンダーフェアリップクラフトセット

プレ

ゼン

ト

３,300円

（セット内容）
・トリプルラベンダーブレンドオイル
・フランキンセンスラベンダー
・材料：オーガニックシアバター／オーガニックカカオバター／オーガニックアルガンオイル／
オーガニックホホバオイル／ゴールデンビーズワックス（みつろう）
リップ容器3本／30mlビーカー／ミニスポイト／⽊べら／試⾹紙

◆ラベンダーフェアボディバームクラフトセット

３,300円

（セット内容）
・トリプルラベンダーブレンドオイル
・フランキンセンスラベンダー
・材料：オーガニックシアバター／オーガニックカカオバター／オーガニックホホバオイル／
カレンデュラオイル／ゴールデンビーズワックス（みつろう）／
バーム容器1個／50mlビーカー／ミニスポイト／⽊べら／試⾹紙

◆トリプルラベンダーディフューザーセット

14,850円

（セット内容）
・トリプルラベンダーブレンドオイル 10ml
・ポータブルエッセンシャルオイルディフューザー

■第2弾

販売開始：2022.10.24 〜
◆ラベンダーフェアセカンドコレクション

8,800円

（セット内容）
・オーガニックラベンダー精油 5ml
・オーガニックラベンダーハイドロゾル 120ml
・ワイルドラベンダー精油 5ml
・ワイルドラベンダーハイドロゾル 120ml
・試⾹紙（ブックレットタイプ）50本
＜プレゼント＞ ARTQ ORGANICS オリジナルシェルポーチ（ネイビー）

◆ラベンダーフェアバスタイムセット

3,960円

（セット内容）
・オーガニックラベンダー精油 5ml
・トリプルラベンダー精油ブレンドスプレー 50ml
・オーガニックココナッツミルクパウダー (100g)またはARTQオリジナルソルトブレンド(150g）
・不織布1枚
＊お⾵呂上がりの肌がしっとり潤う「オーガニックココナッツミルクパウダー」または、⾝体が芯から温
まる「ARTQオリジナルソルトブレンドをお選びいただけます。どちらも⾹りとともにお⾵呂に⼊れて
ご使⽤いただけます。
＊精油ブレンドスプレーは、⾼濃度で処⽅したアルコール不使⽤のスプレーです。バスルームやシャワー
ルームでもぜひお使いいただき、⾹りをお楽しみください。
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BACK TO THE BASIC
精油の原点を⾹る
世界中で親しまれ、アロマセラピーの精油を代表する「ラベンダー」
その穏やかで⼼地よくまた他のたくさんの精油との相性の良い⾹りは、
多くの⼈々に活⽤されています。
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⾹りであり、⼤切な原
点となる精油です。
ARTQ ORGANICSは、その歴史と⼒強さを質の⾼い⾹りで感じていただき
たいと願い、代々収穫と抽出に従事しているフランスのオーガニック認証
契約農家から、その年に抽出した鮮度⾼い精油を空輸し、北海道の
COSMOS ORGANIC⾃社オーガニック認証⼯場で充填してお届けします。
透き通るように瑞々しく、優しさのなかにしっかりと芯のある⾹りが私た
ちの感覚を研ぎ澄ましてくれます。
原点回帰という想いと共に、⼼と⾝体に響く⾹り「ラベンダー2022年収穫
抽出」をお届けします。

アロマセラピーの原点 ラベンダー
「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。
優しく穏やかな⾹りは、⼼と⾝体の緊張を和らげてくれます。
シンプルでありながら奥深いラベンダーの⾹りをぜひお楽しみください。

― SHOP －

ARTQ ORGANICS
<ORGANIC STUDIO ＆ THERAPY ROOM＞
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
h"ps://www.rakuten.ne.jp/gold/artq-since2000-/
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