
セール対象商品＆価格

★ARTQ旧ラベル精油
期限 定価(税込) sale価格(税込) off率 注文数

ベルガモット5ml 2019.12.31 \2,376 \713 70%
ベルガモット（FCF)5ml 2019.12.31 \2,484 \745 70%
ベンゾイン5ml 2020.4.30 \2,376 \950 60%
ブラックペッパー5ml 2020.4.30 \2,592 \1,037 60%
ブラックスプルース5ml 2020.12.31 \2,484 \994 60%
カルダモン5ml 2020.12.31 \2,808 \1,123 60%
カルダモン10ml 2020.4.30 \4,400 \1,760 60%

2020.8.31 \4,400 \1,760 60%
シダーウッド5ml 2020.12.31 \1,870 \748 60%
シダーウッド10ml 2020.8.31 \2,640 \1,056 60%

2020.12.31 \2,640 \1,056 60%
シナモンバーク5ml 2020.12.31 \2,750 \1,100 60%
シナモンリーフ5ml 2020.4.30 \2,200 \880 60%

2020.12.31 \2,200 \880 60%
シトロネラ5ml 2020.4.30 \1,980 \792 60%

2020.8.31 \1,980 \792 60%
2020.12.31 \1,980 \792 60%

シトロネラ10ml 2020.4.30 \2,750 \1,100 60%
2020.8.31 \2,750 \1,100 60%

クラリセージ5ml 2020.4.30 \3,300 \1,320 60%
2020.12.31 \3,300 \1,320 60%

クラリセージ10ml 2020.8.31 \4,950 \1,980 60%
クローブ5ml 2020.4.30 \2,200 \880 60%

2020.12.31 \2,200 \880 60%
コリアンダーリーフ5ml 2020.8.31 \2,750 \1,100 60%
サイプレス5ml 2020.4.30 \2,200 \880 60%

2020.12.31 \2,200 \880 60%
サイプレス10ml 2020.4.30 \3,080 \1,232 60%

2020.12.31 \3,080 \1,232 60%
ユーカリウルーガム10ml 2020.4.30 \2,750 \1,100 60%

2020.8.31 \2,750 \1,100 60%
2020.12.31 \2,750 \1,100 60%

ユーカリブルーマリー5ml 2020.4.30 \1,980 \792 60%
2020.8.31 \1,980 \792 60%

ユーカリディベス5ml 2020.4.30 \1,980 \792 60%
2020.8.31 \1,980 \792 60%



2020.12.31 \1,980 \792 60%
ユーカリレモン5ml 2020.4.30 \1,980 \792 60%

2020.12.31 \1,980 \792 60%
ユーカリレモン10ml 2020.4.30 \2,750 \1,100 60%

2020.8.31 \2,750 \1,100 60%
ユーカリNL5ml 2020.12.31 \1,980 \792 60%
フェンネル5ml 2020.12.31 \2,200 \880 60%
フラゴニア5ml 2020.4.30 \3,300 \1,320 60%
ゼラニウム5ml 2020.12.31 \2,310 \924 60%
ゼラニウム10ml 2020.4.30 \3,410 \1,364 60%
Gカモミール2ml 2020.4.30 \3,190 \1,276 60%

2020.12.31 \3,190 \1,276 60%
ジャスミンG2ml 2020.4.30 \4,950 \1,980 60%

2020.12.31 \4,950 \1,980 60%
ジンジャー5ml 2020.4.30 \2,420 \968 60%

2020.12.31 \2,420 \968 60%
ジュニパー5ml 2020.4.30 \2,420 \968 60%

2020.12.31 \2,420 \968 60%
ジュニパー10ml 2020.4.30 \3,410 \1,364 60%

2020.8.31 \3,410 \1,364 60%
レモンマートル5ml 2020.4.30 \2,420 \968 60%

2020.8.31 \2,420 \968 60%
レモンティートリー5ml 2020.8.31 \2,310 \924 60%

2020.12.31 \2,310 \924 60%
レモングラス5ml 2020.4.30 \1,980 \792 60%
レモングラス10ml 2020.4.30 \2,860 \1,144 60%
メイチャン5ml 2020.4.30 \2,200 \880 60%
 2020.8.31 \2,200 \880 60%
 2020.12.31 \2,200 \880 60%
メリッサ1ml 2020.4.30 \3,960 \1,584 60%

2020.8.31 \3,960 \1,584 60%
 2020.12.31 \3,960 \1,584 60%
ニアウリ5ml 2020.4.30 \1,870 \748 60%

2020.8.31 \1,870 \748 60%
パチューリ5ml 2020.12.31 \2,200 \880 60%
パチューリ10ml 2020.12.31 \3,080 \1,232 60%
ペパーミント5ml 2020.12.31 \2,090 \836 60%
ペティグレン5ml 2020.4.30 \2,420 \968 60%
 2020.12.31 \2,420 \968 60%
パイン5ml 2020.4.30 \1,980 \792 60%



Rカモミール2ml 2020.12.31 \3,300 \1,320 60%
ロザリナ5ml 2020.12.31 \2,530 \1,012 60%
ローズオットー1ml 2020.4.30 \6,820 \2,728 60%

2020.12.31 \6,820 \2,728 60%
ローズオットー5ml 2020.4.30 \33,000 \13,200 60%

2020.8.31 \33,000 \13,200 60%
2020.12.31 \33,000 \13,200 60%

ローズマリーシネオール5ml 2020.4.30 \1,980 \792 60%
 2020.12.31 \1,980 \792 60%
ローズマリーカンファー5ml 2020.4.30 \2,200 \880 60%

2020.8.31 \2,200 \880 60%
ローズマリーベルベノン5ml 2020.8.31 \3,080 \1,232 60%
スペアミント5ml 2020.12.31 \2,090 \836 60%
ティートリー5ml 2020.12.31 \1,980 \792 60%
タイムリナロール5ml 2020.8.31 \3,300 \1,320 60%

2020.12.31 \3,300 \1,320 60%
タイムチモール5ml 2020.4.30 \2,860 \1,144 60%
 2020.8.31 \2,860 \1,144 60%

2020.8.31 \2,860 \1,144 60%
ベティバー5ml 2020.12.31 \2,420 \968 60%
 2020.12.31 \2,420 \968 60%
ウィンターグリーン5ml 2020.4.30 \2,090 \836 60%

2020.12.31 \2,090 \836 60%
バニラ2ml 2020.4.30 \2,200 \880 60%

2020.12.31 \2,200 \880 60%
ヤロウ2ml 2020.8.31 \3,300 \1,320 60%

2020.12.31 \3,300 \1,320 60%

★ARTQ旧ラベル植物油
期限 定価(税込) sale価格(税込) off率 注文数

アルガン100ml 2019.12.31 \6,050 \1,815 70%
2019.12.31 \6,050 \1,815 70%

アボカド100ml 2019.12.31 \3,520 \1,056 70%
 2019.12.31 \3,520 \1,056 70%
ココナッツ30ml 2109.12.31 \2,200 \660 70%
ココナッツ100ml 2019.12.31 \3,850 \1,155 70%
シーバックソーン10ml 2019.12.31 \4,400 \1,320 70%
セサミ100ml 2019.12.31 \3,300 \990 70%
スウィートアーモンド100ml 2019.12.31 \3,630 \1,089 70%



★ARTQ新ラベル精油
期限 定価(税込) sale価格(税込) off率 注文数

コリアンダーリーフ5ml 2020.3.31 \2,750 \1,375 50%
サイプレス5ml 2020.2.29 \2,200 \1,100 50%
サイプレス10ml 2020.2.29 \3,080 \1,540 50%
バニラ2ml 2020.3.31 \2,200 \1,100 50%

2020.3.31 \2,200 \1,100 50%

★ジャスミンスキンケア商品

期限 定価(税込) sale価格(税込) off率 注文数

クレンジングローション 2020.3.31 \5,280 \2,112 60%
ミスト　ラベンダー 2019.12.31 \4,400 \1,540 65%
ミスト　ネロリ 2020.3.31 \4,840 \1,936 60%
ミスト　ローズ 2019.12.31 \5,280 \1,848 65%
ミスト　ローズ 2020.3.31 \5,280 \2,112 60%
フェイスセーラム 2020.1.31 \16,500 \6,600 60%
アイジェル 2020.1.31 \8,800 \3,520 60%
フルデイクリーム 2019.12.31 \15,400 \5,390 65%
フルデイクリーム 2020.3.31 \15,400 \6,160 60%
ナイトリッチクリーム 2019.12.31 \19,800 \6,930 65%
フェイススクラブ 2019.12.31 \5,500 \1,925 65%
ローションジェル 2019.12.31 \7,920 \2,772 65%
　 2020.3.31 \7,920 \3,168 60%
エコセルロースマスク1枚 2019.12.31. \3,520 \1,408 60%
エコセルロースマスク5枚 2019.12.31 \17,600 \7,040 60%
ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝﾏｯｻｰｼﾞｵｲﾙ 2020.1.31 \5,060 \2,024 60%
　 2020.4.30 \5,060 \2,024 60%
フェイスマッサージオイル 2019.12.31 \9,900 \3,960 60%
プライマーアイボリー 2020.1.31 \6,600 \2,640 60%
プライマーヘルシーグロウ 2020.1.31 \6,600 \2,640 60%

★コアラベビー商品

期限 定価(税込) sale価格(税込) off率 注文数

トラベルキット 2019.11.30 \4,180 \1,672 60%
ジェルスプレー 2020.1.31 \3,630 \1,452 60%
　 2020.4.30 \3,630 \1,452 60%
ソフトボディローション 2020.1.31 \3,960 \1,584 60%
ベースマッサージオイル 2019.12.31 \3,960 \1,584 60%
ソフトフェイスクリーム 2019.12.31 \4,400 \1,760 60%
ベビーソープ 2020.4.30 \2,750 \1,100 60%



★ハーブティー

期限 定価(税込) sale価格(税込) off率 注文数

PUKKA バニラチャイ 2020.2.1 \918 \551 40%
PUKKAスリーミント 2019.11.1 \918 \551 40%
PUKKAﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ＆ｼﾞﾝｼﾞｬｰ 2019.11.1 \918 \551 40%
クロモジ茶（６包） 2019.12.31 \2,462 \1,477 40%

★その他

期限 定価(税込) sale価格(税込) off率 注文数

JASMIN精油箱12本⼊り \3,080 \2,156 30%
JASMIN精油箱40本⼊り \6,160 \4,312 30%

★３日間だけの特別ARTQスキンケアセット
●スターターセット

sale価格(税込) off率 注文数

\13,860 25%

●秋のふっくらスキンケアセット
sale価格(税込) off率 注文数

\14,850 25%
ソープPUMPKIN ＋クレンジミルク＋オイルセーラム
                                                                     定価 \19,800

★★１万円以上お買い上げの方にARTQトラベルキットプレゼント！★★

                                                                     定価 \18,480
ソープNEEM ＋トナーL＋ライトフェイスクリーム


