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エッセンシャルオイル
（100% Pure ）

ネパール政府が設立した精油会社HPPCL
（Herbs Production and Processing 
Company LTD)より直輸入しております
製品の品質検査は、保管や出荷前に
HPPCL中央研究所で行われていますので
安心してご使用ください

希少な精油を多数用意しております
商品はすべて５ml入りです

ヒマラヤの森林に自生する香り高いアロマ
ティック・ハーブを原料とする最高の品質と
純度を誇ります



カモミールジャーマン〔Camomile Oil #2〕

ハーブティーでもおなじみ！ ブルーのアロマオイル

「漠然とした不安感におそわれたとき」「グッスリ眠りたい夜に」「お肌のト
リートメントに」

こころを落ち着けてくれます。スキンケアにも！

カモミールという言葉は、ギリシャ語で「大地のりんご」を表すカマイ・メロンと
いう言葉が語源だといわれています。植物としてのカモミールには存在せず、
精油として抽出したものの中にだけ存在するカマズレンという成分がこの精油
の最大の特徴で、美しいブルーの色が印象的です。

◇学名／科名 Marticaria chamomilla／キク科

◇原産国 ネパール

◇抽出法／抽出部位 水蒸気蒸留法／枝葉、花

◇香の系統／ノート／強さ フローラル系／ミドル／中

◇外観／色 粘性液体／深い緑がかった青

シナモン〔Cinnamomum leaf (Tejpat)Oil #3〕

料理でおなじみのスパイシーなニッキの香り！

「元気になりたいとき」「落ち込んでいるとき」

シナモンは古くからあるスパイスで、寺院での薫香などに利用されてきました。
神話で有名なフェニックスは、ミルラとナルデ（甘松）、そしてシナモンを燃や
した魔法の炎でひとたび死に、その後よみがえったとされています。スパイシー
でありながら甘く、ほんの少しのほろ苦さを含んだシナモンの香りは、料理でも
すでにおなじみですが、深みがあって魅惑的です。

◇学名／科名 Cinnamomum tamala／クスノキ科

◇原産国 ネパール

◇抽出法／抽出部位 水蒸気蒸留法／葉

◇香の系統／ノート／強さ スパイス系／ベース／強い

定価 ３，８００円

定価 ２，０００円

希
少

推
薦

※

※



シトロネラ〔Citronella Oil #4〕

レモンを思わせる香り！ 「こころを明るくしたいときに」「気分がうつうつと
しているとき」「虫除けに」 夏の虫除けで有名です！

精油は、1m近くまで生長する細長い葉から抽出されます。軽やかでしなやか
な甘みがあり、レモンを感じさせるようなその香りは、気持ちを高揚させ、明る
く元気付けながらリフレッシュさせる力に満ち溢れています。

シトロネラは、香水や石けん、デオドラント製品の成分としてよく利用されて
いますが、一方で虫が嫌がる天然の香りとしても有名で、最近の自然派志向
の影響をうけてか、虫除けキャンドルやスプレーなどにもよく利用されています。

◇学名／科名 Cymbopogon winterianus／イネ科

◇原産国 ネパール

◇抽出法／抽出部位 水蒸気蒸留法／全草

◇香の系統／ノート／強さ 柑橘系／トップ／強い

◇外観／色 液体／明るい黄色

ユーカリ〔Eucalyptus Oil #5〕

「こころが疲れているとき」「頭をクリアにしたいとき」「集中力を高めたい
とき」

ペパーミントよりも刺激の強い香りで優れた消毒作用と抗炎症効果を発揮す
る精油です。アロマテラピーに用いることで、部屋の空気を浄化することが
可能です。

もともとユーカリはオーストラリアの先住民である、アボリジニたちが万能薬と
して利用していました。殺菌作用があるので、葉を傷口に巻くなどしてその効
能を利用していました。また古くはユーカリの木を植えると、マラリアの元とな
る蚊の繁殖を防ぐことでも知られています。アロマオイルとなっても、その優
れた消毒殺菌効果は継承されていると言われます。

◇学名／科名 Eucalyptus sp／フトモモ科

◇原産国 ネパール

◇抽出法／抽出部位 水蒸気蒸留法／枝葉

◇香の系統／ノート／強さ 樹木系／トップ／強い

定価 １，２００円

定価 １，２００円

※

※



バジル〔French basil Oil #6〕

くっきりとした、スパイシーな香り！

「こころが疲れているときに」「頭をクリアにしたいときに」「集中力を高め
たいときに」

フェンネル同様、料理に使われていることで有名なバジルは、シソ科のハー
ブ。スッキリとしながらもスパイシーで強い香りを持つバジルの精油は、葉と
花の先端部分から水蒸気蒸留法で抽出されています。料理としてイメージ
するバジルよりも、くっきりとした芳香を放ちます。

このハーブは世界中の多くの地域で愛され、古くから宗教的な儀式などの
分野で利用されてきました。インドのアーユルベーダ医学でも欠かせない植
物です。

◇学名／科名 Ocimum basilicum／シソ科

◇原産国 ネパール

◇抽出法／抽出部位 水蒸気蒸留法／茎葉

◇香の系統／ノート／強さ ハーブ系／トップ／強い

◇外観／色 液体／淡い黄色

定価 １，５００円

ジュニパーベリー〔Juniper berry Oil #7〕

くっきりとしたリフレッシュさせる香り！「頭をクリアにしたいときに」「リフレッ
シュしたいときに」「むくみがちな脚のトリートメントに」

ジュニパーはヒノキ科の針葉樹で、直径1センチにも満たない黒くて小さな実
をつけます。森林を思いおこさせるスッキリとした芳香で、お酒の「ジン」の
香り付けに使われることでも有名です。

ジュニパーは高い浄化作用を持つことで知られ体の中の悪いものを出す効
果も高く、トリートメントにも人気のある精油です。

軽くウッディーながら刺激的な芳香を持つこの精油は、疲れた頭やこころを
刺激してリフレッシュさせる力を持っています。

◇学名／科名 Juniperus spp／ヒノキ科

◇原産国 ネパール

◇抽出法／抽出部位 水蒸気蒸留法／乾燥した液果、枝、葉の3種類のブレンド

◇香の系統／ノート／強さ 樹木系／ミドル／やや弱い

◇外観／色 モバイル液体／水白か非常に薄い黄色

定価 １，８００円

希
少

※

※



レモングラス〔Lemongrass Oil #9〕

レモンに似た甘く強い香り！「仕事で疲れたときに」 「リフレッシュしたいと
きに」 「からだがこりかたまっているときに」心を刺激して、力を呼び起こし
てくれます！

レモングラスはイネ科の植物で、精油はその細長い葉から抽出されます。レ
モングラスという名のとおりレモンのような香りがしますが、レモンよりも甘く丸
みがあり、爽やかながらも強い芳香をもっています。明るい余韻にひたれる香
りであることから、心をオープンにし、精神的な疲れを開放して元気を取り戻
すのに役立ってくれる精油の1つです。

虫の嫌う香りとしても有名で虫除けスプレーなどにもよく利用されます。

◇学名／科名 Cymbopogon flexuosus／イネ科

◇原産国 ネパール

◇抽出法／抽出部位 水蒸気蒸留法／葉

◇香の系統／ノート／強さ 柑橘系／トップ／強い

◇外観／色 モバイル液体／オレンジ茶色に濃黄色

定価 １，２００円

クールミント（和ハッカ）〔Mentha arvensis Oil #10〕

しみとおるような鋭いメントールの香り！「気分をスッキリさせたいときに」
「仕事の能率があがらないときに」「長時間のドライブに」心とからだを
クールダウンしてくれます！

古代のローマ人は、宴会の席ではいつもミントの冠をつけていたそうです。古
くから歯磨き粉や酒の香り付けなどとしても利用されてきましたが、現在でも
チューインガムや歯磨き粉のフレーバーとして大変人気があります。

眠気を取り去ってくれる清涼感のある香りですので、長時間のドライブや飛行
機での旅行などにもおすすめです。とても刺激の強い精油ですので、妊娠中
はこの精油を避けるのが得策です。

◇学名／科名 Mentha arvensis／シソ科

◇原産国 ネパール

◇抽出法／抽出部位 水蒸気蒸留法／開花時の先端部分

◇香の系統／ノート／強さ ハーブ系／トップ／とても強い

◇外観／色 やや濃厚な液体／淡い黄色

定価 １，２００円

※

※



パルマローザ〔Palmarosa oil #11〕

ローズやゼラニウムを思わせる、甘美でやさしい香り！「気持ちを明るくしたいと
き」「お肌のトリートメントに」気分を明るく高揚させてくれる香り！

ほんのりとしたさわやかな甘さの中に洗練されたさわやかな浮遊感が漂う、フ
ローラルチックな香りを持つパルマローザ。フローラルな雰囲気を感じさせる香り
ながら、実はイネ科の植物の葉の部分から抽出されています。インディアンゼラ
ニウムという名前でも知られており、ゼラニウムやローズに似た芳香を持っている
のが特徴です。石けんや香水、化粧品などにも利用されます。

◇学名／科名 Cymbopogon martinii／イネ科

◇原産国 ネパール

◇抽出法／抽出部位 水蒸気蒸留法／全草

◇香の系統／ノート／強さ エキゾチック系／トップ／中程度

◇外観／色 液体／淡い黄色

定価 １，５００円

フユサンショウ〔Zanthoxylum Oil  #12〕

かすかにスパイシーでほんのりと柑橘系の香り！

「頭をクリアにしたいとき」 「リフレッシュしたいとき」

ヒマラヤのヒーラーは、呼吸器疾患と消化ストレス治療でフユサンショウ精油を
使用するそうです。

◇学名／科名 Zanthoxylum armatum／ミカン科

◇原産国 ネパール

◇抽出法／抽出部位 水蒸気蒸留法／果実

◇香の系統／ノート／強さ 樹木系／ミドル／やや弱い

◇外観／色 液体／淡黄色

定価 １，８００円

希
少

人
気

※

※



ウインターグリーン〔Wintergreen Oil  #13〕

頭をクリアにしてやる気を呼び起こす香り！「気分転換やリフレッシュしたいとき」

ウィンターグリーンは英名でチェッカーベリー・和名ヒメコウジとも呼ばれる、真っ
赤な実が特徴的なツツジ科の低木から採油される精油です。原産は北アメリカ北
東部で、古くからネイティブアメリカンやエスキモーの人々は鎮痛薬や解熱剤とし
て利用してきました。

◇学名／科名 Gauitheria fragrantissima／ツツジ科

◇原産国 ネパール

◇抽出法／抽出部位 水蒸気蒸留法／葉

◇香の系統／ノート／強さ 樹木系／ミドル／強い

◇外観／色 液体／淡黄色

定価 ２，０００円

希
少

※

エッセンシャルオイルトライアルセット

ヒマラヤン精油 １１本 スポイト付き

各０．５ｍｌ（カモミールジャーマンは０．２ｍｌ）

定価 ２，４００円

和の精油 ６本 スポイト付き

各０．５ｍｌ（しょうがは０．２ｍｌ）

定価 １，５００円



しょうが〔Shimanto Ginger   #２０〕

日本一のショウガの産地四万十町（窪川地区）で生産されるフレッシュしょうが
から抽出しました。ウッディさとスパイシーさが入り混じった温まる香りです。

ストレスやプレッシャー、緊張などによって冷えてしまった心を温めることにも適し
ていおり、モチベーションが下がってしまいがちな仕事中・勉強中に香らせると心
の支えとなってくれるでしょう。

定価 ２，１００円

※

和のエッセンシャル（Produced by Tosa Essential Oil）

ひのき〔Shimanto Hinoki leaf #1５〕

四万十ひのきの葉から抽出したとても珍しく、日本人にはなじみ深い、ヒノキの
精油です。さわやかな木の香りが気持ちをゆったりとリラックスさせて、リフレッ
シュしてくれるほか、古くから強い防虫効果が知られています。男性やお年寄り
にも抵抗なく受け入れられる香りです。

清々しい木の香りには、森林浴のリラックス効果とリフレッシュ効果があります。
自然と接する時間を取りにくい、忙しい毎日を送っている人におすすめです。強
壮作用と鎮静作用をあわせ持ち、心を深くおちつかせるでけでなく、気持ちを上
向きにしてくれます。たまった疲労を解消するのにも役立ちます。

◇学名／科名 Chamaecyparis obtuse／ヒノキ科

◇原産地 高知県

◇抽出法／抽出部位 水蒸気蒸留法／葉、小枝

◇香の系統／ノート／強さ 樹木系／ベース／中程度

◇外観／色 液体／淡黄色

定価 １，３００円

※

◇学名／科名：Zingiber officinale／ショウガ科
◇原産地：高知県（Tosa）
◇抽出法／州出部位：水蒸気蒸留法／ショウガ根茎
◇香の系統／ノート／強さ スパイス系／ミドル／強い



和のエッセンシャル（ Produced ｂｙ Tosa Essential Oil ）

ゆず〔Shimanto Yuzu  #1６〕

高知県四万十の天然ゆずから抽出した爽やかでフレッシュな柑橘系の香り

気分をリフレッシュしたいとき

イライラや怒りなどの不の感情を落ち着かせて、穏やかで和やかな気分にさせて
くれます。また、落ち込んだ気持ちを明るく前向きにしてくれます。

柚子には心身共に様々な効能があるため、近年では海外のアロマセラピストから
も注目を浴びています。

◇学名／科名 Citrus junos／ミカン科

◇原産地 高知県

◇抽出法／抽出部位 水蒸気蒸留法／果皮

◇香の系統／ノート／強さ 柑橘系／トップ／中程度

◇外観／色 液体／淡黄色

定価 １，８００円

※

もぎたてフレッシュな南国土佐の旬のすがすがしい香り

ぽんかん〔Tosa Ponkan #1７〕

◇学名／科名 Citrus reticulate／ミカン科

◇原産地 高知県

◇抽出法／抽出部位 水蒸気蒸留法／果皮

◇香の系統／ノート／強さ 柑橘系／トップ／中程度

◇外観／色 液体／淡黄色

定価 １，３００円

※高知県産のぽんかんから抽出した爽やかで元気の出る柑橘系の香り

気分をリフレッシュしたいとき



ぶんたん〔Tosa Buntan #1８〕

◇学名／科名 Citrus grandis Osbeck forma Tosabuntan

／ミカン科

◇原産地 高知県

◇抽出法／抽出部位 水蒸気蒸留法／果皮

◇香の系統／ノート／強さ 柑橘系／トップ／中程度

◇外観／色 液体／淡黄色

定価 １，３００円

※高知県産の土佐文旦から抽出したフレッシュな柑橘系の香り

元気で明るい気持ちになりたいとき

気分をリフレッシュしたいとき

文旦はグレープフルーツの原種と言われています。グレープフルーツに近い香り
と思われますが、何処か懐かしい香りでもあります。

こなつ〔Tosa Konatsu #1９〕

◇学名／科名 Citrus tamurana／ミカン科

◇原産地 高知県

◇抽出法／抽出部位 水蒸気蒸留法／果皮

◇香の系統／ノート／強さ 柑橘系／トップ／中程度

◇外観／色 液体／淡黄色

定価 １，３００円

※高知県産の小夏から抽出した爽やかでさっぱりした柑橘系の香り

新鮮な気持ちになりたいとき

爽やかで清々しいこなつの香りは気持ちを落ち着け、リタックスさせてくれます

柑橘系なかでも特にさわやかな香りで男女問わず人気があります。



Ａｒｏｍａ Ｓｐａｃｅ Ｄｅｓｉｇｎ

１００％PureNaturalエッセンシャルオイルで上質な香り空間をデザインします

空間の目的やお客様のニーズに合わせてHigh-Qualityな空間を創りします

アロマテラピーインストラクター資格を持った知識と経験豊富な専門スタッフが、
お客様のニーズにあった適切なアロマディフューザーと

業種・コンセプトに合わせたオリジナルアロマの香りをご提案いたします。

Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｄｉｆｆｕｓｅｒ
本格的なアロマ空間をデザインするディフューザー

定価 ９，０００円

ＡｒｏｍａＳｐａｃｅＥｓｓｉｎｔｉａｌＯｉｌ
アロマ空間エッセンシャルオイル ２０ml (ご注文は２本から）

定価 ５，０００円

Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
調香

定価 ５，０００円

完全オリジナルの香りを使ったブランドイメージ作りはいかがでしょうか
心地の良い香りはお店に足を踏み入れた時の第一印象をアップさせます

仕事の効率が向上し、リラックスして仕事ができるような
作用のあるオイルを用いて快適で働きやすい環境を作ります



良い香りの空間は、良い印象を与えます
また来たいと思わせてくれます

香りの記憶と脳のメカニズムは密接な関係にあり
長い時間を経過しても記憶が薄れにくいと言われています

オリジナルの香りで特別な印象を演出しましょう

感覚に作用する香り

オリジナルの香りで他にはない空間を
演出しブランド価値を高めます

機能に作用する香り

消臭や抗菌、風邪の予防、滞在しや
すさ、集中力を高めるなどのその空間
の課題を解決します

◆操作パネルとタイマー周りの説明◆
複数のタイマー操作であらゆる空間での香りの調整が可能です。
◇推奨設定（あくまでも一例です）
・0-10畳→噴霧5秒+噴霧休み60秒◆10畳位までのお部屋でしたらお休みを長くしても十分香ります。
・10-20畳→噴霧10秒+噴霧休み60秒◆広いお部屋やリビングなどで。おすすめの設定です。
・30畳以降→噴霧10秒+噴霧休み30秒◆とても広いお部屋、香りが広がりにくい場所などにおすすめです。



Himalayan Essential-oil

Tosa Hinoki
×

高知県産のヒノキキューブ
と

ヒマラヤのエッセンシャルオイル

ナチュラルアロマディフューザー

☆高知産の天然ヒノキキューブ
お好みのエッセンシャルオイルを適量染み込ませれば、アロマ

ディフューザーのできあがり。お好みの器にのせて、玄関やリビング
において香りをお楽しみください。水を含ませると電気を使わないエ
コな加湿器にもなります。

☆ヒノキデェヒューザー
高知産ヒノキデェヒューザー

☆アロマデェヒューザー
当店オリジナルの商品です。



ネパールでは古くから紅茶や緑茶が生産さ
れ、主な輸出先のヨーロッパなどで人気を博し
てきました。ここ数年は、その高品質、手ごろ
な値段により日本でも知られようになりました。
茶園はネパールの東に位置する標高1300

メートルのイラム地方。国境をダージリンと接
しており気候条件も似ていますので、香味とも
にダージリンとよく似たクオリティーの高い紅茶
が生産されています。

オーガニック紅茶
( Organic Ilam Tea)



◇イラム紅茶（春摘み）ファーストフラッシュ
わずかに芽吹いた新芽は、若々しい香りで茶葉は鮮やかな緑色をしています。

生葉自体にカテキン類が少ないため発酵が浅く、水色は淡く緑がかった橙色で
甘い香りと渋みが少ないのが特徴。美しい薄緑色の茶葉と若々しい春の香りが
します。

◇イラム紅茶（夏摘み）セカンドフラッシュ
気温や日照条件がよく、太陽の日差しを一身に浴びた夏摘み紅茶はファース

トフラッシュに比べると茶葉の色が茶褐色になり、味もしっかりと整ってバランス
がとれた香ばしくさわやかな風味。水色は赤みがかった美しく深いオレンジ色で
味は繊細な中にもしっかりとした風味があり全体的にもバランスがよく取れていま
す。この時期の上質なものには、「マスカテルフレーバー」といわれる豊かで
魅惑的な風味もあります。

ティーバック３個入り 定価３００円 ティーバック８個入り 定価７００円 茶葉２５ｇ入り 定価７００円

ティーバック３個入り 定価３００円 ティーバック８個入り 定価７００円 茶葉２５ｇ入り 定価７００円

ティーバックタイプ 茶葉タイプ

２.５～３.５Min

９５℃ ９５℃

２.５～３.５Min



◇チャイ

南部のタライ平原では、ＣＴＣ（crush,tear,curl)製法の紅茶生産が盛ん
です。ここでは、化学肥料・殺虫剤を殆ど使用しない環境に優しい栽培方法
といった素晴らしい条件の下、大変質の良いＣＴＣ紅茶が栽培されています。
ネパールでは一日に何杯も飲まれているチャイ（ネパリチヤ）と呼ばれる、

紅茶を煮出して作るミルクティーは、チャイ専用のＣＴＣ紅茶で作ると大変お
いしくできます。

CTC紅茶と特製チャイ用ティーマサラ、シナモン、ジンジャー、カルダモン、
ブラックペッパーをお好みでブレンドし本格チャイをお楽しみください。お手軽
なティーパックもご用意しています。

◇ブラックマサラティー

ミルクの苦手な方は、高級CTC紅茶とブラックTea用マサラで作るブ
ラックマサラティーをお楽しみください。

ティーバック３個入り 定価３００円

ティーバック８個入り 定価７００円

ティーバック３個入り 定価３００円

ティーバック８個入り 定価７００円

チャイセット３０ｇ入り 定価７００円



（ティーバック３個入り）チャイティーバックシリーズ

特製ティーマサラ
↓

定番のチャイ

Original
オリジナル

Cinnamon

シナモン

特製ティーマサラ
＋

シナモン
↓

ホッとするチャイ

Ginger
ジンジャー

特製ティーマサラ
＋

ジンジャー
↓

体があたたまるチャイ

Spicy
スパイシー

特製ティーマサラ
＋

ブラックペッパー＆ジンジャー
↓

スパーシーなチャイ

ミルク

１５０ＣＣ

砂糖

水８０CC

ﾃｨｰﾊﾟｯｸ ３～４分 ２～４分

煮立てる時間が長いとミルキーで濃い
チャイに
あっさり煮立てると少しさっぱり
ロイヤルミルクティー風味になります

Cardamon
カルダモン

特製ティーマサラ
＋

カルダモン
（スパイスの女王）

↓

上品で爽やかなチャイ

チャイセット
本場ネパールのチャイ専用茶葉と5種類の

スパイスを別々に包装しています。お好みの
スパイスを調合して本格チャイをお楽しみく
ださい。約１０杯分です。

ティーマサラ

カルダモン

ジンジャー ブラックペッパー

シナモン

ミルク

１５０ＣＣ

スパイス

砂糖

水８０CC

茶３ｇ
３～４分

Chai set
チャイセット

２～４分

本場ネパールのチャイ専用茶葉とスパイスをティーバックに詰めこみました。本格
的なチャイを手軽にお楽しみください。（オリジナルチャイは、８個入りもあります）



ヘンプ、イザリ雑貨
（Natural Goods)

麻、綿などで一つひとつ丁寧に作られたバックやス
トールは、全て職人さんがハンドメイドで製作している
手間をかけた品々で、中には珍しい品もございます。



ボランティア活動

2015年4月にネパールを襲った大地震。国内の多くの地域が、未だ
通常の生活に完全復帰できずにいます。当店が活動してますバクタ
プル、ナガルコット地区は未だにトタン屋根やテントで暮らす人もい
ますが、日本の様々な復興支援プロジェクトにより小中学校は新しく、
または仮設の教室を建て子供たちが再び学校へ通えるようになりまし
た。これまでのご支援に感謝申し上げます。
ネパール完全復興への道のりはまだ長く、現在も皆さんからのお

力を必要としています。引き続きバクタプル、ナガルコット地区の子
供たちへの支援を行ってまいりますので、皆様のご支援宜しくお願い
申し上げます。

１．教材、文具の支援
２．子供たちの笑顔を絶やさない活動

SHOP： ヒマラヤンオーガニック 店主青木陽一
〒780-9011高知市新屋敷２－９－４ーＡ
TEL: 090-7579-9328 Fax: 088-822-0360
Mail: himalayanorganic@yahoo.co.jp
http://himalayanorganic.jimdo.com

Himalayan Organic

ヒマラヤンオーガニック


