NEWS RELEASE

～鮮度はじける!心はずむ!フレッシュな本物の香り!ホッピング・シトラス～

『オーガニック シトラス フェア 2021』
2021年7月27日(火)～9月30日(木)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)より、『オーガニック シトラス フェア2021』を2021年7月27日(火)から開催いたします。
「これがオーガニックシトラスの香りの力!」と感じていただける今までに感じたことのないような、本物の鮮度高いフレッシュな
香りは、ARTQオーガニック契約農家直送のフレッシュなオーガニックのシトラス精油だからこそ。シトラスの香りが与えてくれる
快活な明るさや楽しさ、一瞬で違う場所に連れて行ってくれるような爽快感とフレッシュな香りは、歴史的に日本でも古くか
ら私たちの身近にある「柑橘類」の香りです。
心はずむようなオーガニックシトラスの香り・色・デザインとともに、新鮮な香りをたっぷりとこころとからだで感じる2021の夏をお
届けいたします。

https://www.artq.jp/pr/citrusfair2021/
― お取り扱いSHOP －
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＜オーガニックシトラスフェア2021＞ ＊価格は全て税込表記となります。
Bergamot

（Citrus aurantium
ssp.bergamia） オーガニックベルガモット
穏やかに心のバランスを整えたい時に
グリーンな奥深さと程よい甘さを持つオーガニックベル
ガモットの香りは、アールグレイの香り付けや香水の原
料としても⾧年世界中の人々に愛されてきている重要な
原料の一つです。神経系へのバランスと働きをサポート
し、深くゆっくりと心を落ち着かせながら、感情のバラ
ンスを整えます。

5ml:2,200円
10ml:3,300円
30ml:7,260円

Lemon
(Citrus limonum) オーガニックレモン
空間の浄化サポートと気分のリフレッシュに
すっきりとした酸味が特徴のオーガニックレモンの香り
は、シトラスの中では比較的香りを弱く感じる精油です。
集中力を高めて気分を明るく高揚させながら、浄化と循
環サポートに適しています。安心感に包まれるような香
りで私たちを支えてくれる精油です。

Orange Sweet

(Citrus sinensis)

オーガニックオレンジスウィート
心を開き気持ちに軽やかさが欲しい時に
幅広い世代で支持されるオーガニックオレンジの甘い
爽快感のある香りは、安心感を与えながら気持ちを
高揚させ、そっと力を抜いて一歩前へ踏み出せるよう
にしてくれます。消化器系や神経系へのサポートにも
最も頼れる精油で、心身ともにバランスを整えてくれ
ます。

Grapefruit

(Citrus paradisi)

5ml:1,870円
10ml:2,530円
30ml:4,400円

5ml:1,430円
10ml:2,090円
30ml:3,630円

オーガニックグレープフルーツ
気持ちを明るくして浄化と循環のサポートに
ビターな甘さを感じるオーガニックグレープフルーツの
香りは、私たちが身近に感じている香りの一つであり、
心身の浄化サポートと共にバランスを整え、緊張やイラ
イラによる過食や滞りを防いでくれます。またその程よ
い爽快さが、空間のリフレッシュにも役立ちます。

5ml:1,980円
10ml:2,860円
30ml:6,160円
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Lime

(Citrus aurantifolia)

オーガニックライム
気持ちをリフレッシュさせ元気が欲しい時に
優しさを持つ爽快感とビターな香りを持つオーガニックラ
イムの香りは、料理や飲み物のフレーバーとしてよく使用
され、気分を変えたい時や自分の時間を楽しむような空間
で、そっと寄り添うように程よい刺激と心地よさを与えて
くれます。また循環や消化のサポートにも役立ちます。

5ml:2,420円
10ml:3,300円

Green Lemon

(Citrus limonum)

オーガニックグリーンレモン
集中力のサポートとフレッシュクリアな気分に

早摘みのグリーンフレッシュで苦さを感じるオーガニック
グリーンレモンの香りは、その爽快さでシャープな香りが
気分をクリアに切り替え、同時に心をしっかりと支えてく
れます。循環やデトックスサポート、仕事や家事などの作
業や集中したい時に活躍してくれます。

Green Mandarin

(Citrus reticulata)

5ml:1,760円
10ml:2,310円

オーガニックグリーンマンダリン
深い呼吸でフレッシュな空気を取り入れたい時に

早摘みで苦さと青々しい香りを持つオーガニックグリーン
マンダリンの香りは、安全性も高く温和な精油として人々
に愛され続けています。穏やかに心身を落ち着かせ、深い
呼吸と共に自分に意識を戻すようにそっと深く寄り添って
くれる香りです。

5ml:2,090円
10ml:2,860円

Red Mandarin

(Citrus reticulata)

オーガニックレッドマンダリン
あたたかく柔らかい気分を取り戻したい時に

果皮と果実の鮮やかなレッドが目を引くオーガニックレッ
ドマンダリンの香りは、世界的に飲料などのフレーバーに
も多く活用され、そのあたたかく優しい香りが人々に安心
感を与えています。気分が高ぶり緊張している時など、
そっと包み込むように気持ちを落ち着かせてくれます。

5ml:2,090円
10ml:2,860円
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Clementine

オーガニッククレメンティン

(Citrus clementina)

ゆっくりと心地よい時間のために

オレンジとマンダリンの交配種であるオーガニッククレ
メンティンの香りは、優しさと柔らかさを兼ね備え、と
ても親しみやすくホッとする瞬間を演出してくれます。
心身のバランスを整えながら消化と循環のサポートと、1
日の終わりやおやすみ前の活用もおすすめです。

5ml:2,420円
10ml:3,300円

Lemon Petitgrain

レモンペティグレン

(Citrus limonum)

穏やかな気持ちと心のバランスサポートに

レモンの木の葉から抽出されるレモンペティグレンの香
りは、苦味のあるフレッシュグリーンな香りと共に、爽
快なレモンの酸味を感じます。スッキリした香りの中に
落ち着きと深みのある香りが心身のバランスをゆっくり
と整え、程よい気分転換と眠りを誘ってくれます。

Orange Petitgrain

(Citrus sinensis)

5ml:2,530円
10ml:3,630円

オレンジペティグレン
肩の力を抜いてほっと一息つきたい時に

オレンジの木の葉から抽出されるオレンジペティグレン
の香りは、ほのかな甘さと優しいグリーンの香りが融合
し、優しさを与えてくれます。ゆっくりと程よく気分を
高揚させながら呼吸を整え、解放感を与えながら自分の
空間を作り出すサポートをします。

Bergamot Hydrosol

（Citrus aurantium ssp.bergamia）

5ml:2,530円
10ml:3,630円

オーガニックベルガモットハイドロゾル（芳香蒸留水）

この時期だけ!
希少なオーガニックベルガモット芳香蒸留水

ARTQ ORGANICSでは通常、圧搾で抽出した
オーガニックベルガモット精油のみを販売して
おりますが、シトラスフェアのために特別に
水蒸気蒸留で抽出した芳香蒸留水をお届けします。

120ml:1,980円
1000ml:6,050円
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オーガニックシトラスフェア限定セット
■新鮮なシトラスの香りを心と身体に触れる大切な「はじめの一滴」として
お楽しみいただけるセット
オーガニックシトラスはじめの一滴セット
・オーガニックオレンジスウィート
・オーガニックレモン 5ml

2,970円

5ml

★シトラスフェア特製試香紙2種1枚（オレンジ/レモン）
ポストカード付き

オーガニックシトラスはじめの一滴セット

3,850円

・オーガニックグレープフルーツ 5ml
・オーガニックベルガモット 5ml
★シトラスフェア特製試香紙2種1枚（グレープフルーツ/ベルガモット）
ポストカード付き

■鮮度はじける!フレッシュな本物のシトラスの香りを満喫いただけるセット
オーガニックシトラス“BEST3”セット

・オーガニックレモン 5ml
・オーガニックオレンジスウィート
・オーガニックベルガモット 5ml

5,170円

5ml

★シトラスフェア特製試香紙4種2枚
【ノベルティ】ARTQオリジナルスポンジ
＊予約特典対象商品

オーガニックシトラス”BEST5”セット

・オーガニックオレンジスウィート 5ml
・オーガニックレモン 5ml
・オーガニックグレープフルーツ 5ml
・オーガニックベルガモット 5ml
・オーガニックライム 5ml

★シトラスフェア特製試香紙6種3枚
【ノベルティ】ARTQオリジナルスポンジ
＊予約特典対象商品

9,570円
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オーガニックシトラスコレクション完全版

24,970円

・オーガニックシトラスフェア2021 精油全11種各5ml
・オーガニックベルガモットハイドロゾル 120ml
シトラスフェア特製試香紙全種6枚
【ノベルティ】ARTQオリジナルスポンジ
＊予約特典対象商品

＊BEST3、BEST5、コレクション完全版セットには、ノベルティとしてARTQオリジナルスポ
ンジ（数量限定）をプレゼントいたします。
さらに7/20～7/26までのご予約期間中にこちらのセットをご購入いただいたお客様には特典と
してシトラスフェア特製試香紙＆ARTQオリジナル試香紙（ブックレットタイプ）プレゼント!

