NEWS RELEASE

ARTQ ORGANICS(アロマティーク オーガニクス)より、
～オーガニック契約農家直送! ～
オーガニックティートリーとオーストラリアン精油が大集合

『ORGANIC TEA TREE FAIR 2022』
2022年7月28日(木)-10月31日(月)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)にて、『ORGANIC TEA TREE FAIR 2022』を2022年7月28日(木)より開催いたします。
歴史的に世界中の人々を支え、サポートしてきたTea Tree（ティートリー）。その原産地であるオーストラリアのオーガニック認
証契約農場から、 2022年収穫のフレッシュなオーガニック認証ティートリーとともに、個性豊かで素晴らしい香りと働きを持つ仲
間たちが到着いたしました!届いたばかりの鮮度高いフレッシュグリーンなオーガニックとワイルド種のティートリー精油とハイドロゾル
（芳香蒸留水）、そして昨年のフェアで発売以来大変人気の、ご自分と大切な人を守る香り「Hug & Rescueハグ＆レス
キューオーガニックブレンド」をより香り高く、日々のマスクケアなどにも使いやすいアイテムとしてご紹介いたします。
オーストラリアの土地が育む大地の香りを、ぜひ深呼吸とともにご堪能ください。

https://www.artq.jp/pr/teatree2022/
― お取り扱いSHOP －
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(アロマティーク オーガニクス＜オーガニックスタジオ＆セラピールーム＞)
東京都港区南青山5-12-19 1F TEL:080-6577-0956
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包みこむように＆自分を守る

Hug & Rescue

ハグ＆レスキュー オーガニックブレンド

オーストラリアにあるティートリーのオーガニック認証契約農家から届いた、鮮度の高いフレッ
シュグリーンな＜Tea Treeティートリー＞をより香り高く、そして使いやすいアイテムとして、
みなさまに寄り添い、そしてご自分と大切な人を守るための香りとして活用できることを願い
「Hug & Rescueハグ＆レスキューオーガニックブレンド」をお届けします!
オーガニックグレープフルーツとオーガニックオレンジのフ
レッシュな柑橘の香りと共に、オーガニックユーカリナロー
リーフとオーガニックティートリーやロザリナの爽快感と優
しさが加わり、私たちに必要な深呼吸をサポートします。ま
た、オーガニッククラリセージやオーガニックパチューリが
もつドライグリーンな香りが、落ち着きと安定感をもたらし
、自律神経のバランスを整えてくれます。
お出かけ前やお仕事中、お部屋の中や入浴時、就寝前など、
いつでも自分と大切な人を包み込み守ってくれる香りを感じ
ながら、心身のバランスを整え、健康維持のサポートに役立
ててみませんか?
＜ブレンド内容＞ ＊全てオーガニック認証精油を使用
Grapefruit（グレープフルーツ）、Orange Sweet（オレンジスウィー
ト）、Eucalyptus Narrow Leaf（ユーカリナローリーフ）、Tea Tree
（ティートリー）、Rosalina（ロザリナ）、Clary Sage（クラリーセー
ジ）、Patchouli（パチューリ）

【商品ラインナップ】

（価格はすべて税込）

◆Hug & Rescue ブレンドオイル

5ml:2,420円 ／ 10ml:3,630円

◆Hug & Rescue 精油ブレンドスプレー
50ml:1,870円

◆Hug & Rescue ディフューザーセット

13,200円(通常単品価格合計 16,280円)
（セット内容）
・Hug & Rescueブレンドオイル10ml
・ARTQポータブルエッセンシャルオイルディフューザー

＜ Hug & Rescueの使い方＞
＊お部屋にディフューザーで香りを拡散し、空気の浄化やリフレッシュに!
＊お出かけ時等のマスクケアにも最適です!

ブレンドオイル（精油）:マスクの外側下角部分（肌に直接つかない部分）に1滴。
精油ブレンドスプレー:マスクの外側に1～2プッシュ。

＊入浴時（手浴や足浴も）に、精油を適量（全身浴:2~10滴、部分浴:3～4滴）お湯に混ぜていただくと、
立ち上がる蒸気の香りを楽しみながら呼吸が整い、リラクゼーション効果も高まります。
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フェア限定セット
Hug & Rescueセット
セット

価格 5,500円（税込）

(通常単品価格合計 6,600円)

（セット内容）
・Hug & Rescueブレンドオイル ５ml
・ワイルドティートリー 5ml
・Hug & Rescue精油ブレンドスプレー 50ml

オーストラリアン精油5種セット
＜ハイドロゾルプレゼント!＞

セット

価格 9,900円（税込）

(通常単品価格合計 13,530円)

（セット内容）
・オーガニックティートリー
・ネロリナ
・ユーカリナローリーフ
・レモンティートリー
・フラゴニア
各5ml
★オーガニックティートリーハイドロゾル 120mlをプレゼント!

オーストラリアン精油コンプリートセット
＜ハイドロゾルプレゼント!＞
セット

価格 28,600円（税込）

(通常単品価格合計 34,870円)

（セット内容）
オーガニックティートリー、ネロリナ、
ブルーサイプレス、ホワイトクンジィア、
ユーカリナローリーフ、ユーカリレモン、
レモンティートリー、レモンマートル、
フラゴニア、ロザリナ、ニアウリ (各5ml)
サンダルウッド、ブッダウッド (各2ml)
★オーガニックティートリーハイドロゾル 120mlをプレゼント!
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フレッシュグリーンな香り

Organic ＆ Wild Tea Tree
オーガニックワイルドティートリー

【Tea Tree ティートリー】
学名：Melaleuca alternifolia
歴史的にオーストラリアで最も活用されてきたTea Treeティートリー。驚くほどに成⾧の早いティートリーは、
1年に150センチ以上伸びる力強さを保持し、水の綺麗な場所に生息しています。
世界で初めてティートリーの精油がオーストラリアで蒸留されてから、これまで何度もの洪水や災害に見舞わ
れながらも、絶える事なく今でも無くてはならない大切な存在となっています。これまでも先住民であるアボ
リジニの人々の生活と健康を支える重要な植物として、現在もオーストラリア大陸の多くの人々をサポートし
ています。オーストラリアでは、取扱いの注意があるほどに機能性が認められ、その活用の流れが世界中に広
がり、自分や大切な人を守るケアと健康維持に関わる重要な役割を担っています。
鮮度の高いフレッシュグリーンな
オーガニックティートリー

◆オーガニックティートリー

5ml:1,980円 ／30ml:6,160円
野生で育ち、手積みで収穫される大変希少な
プレミアムワイルドティートリー

◆ワイルドティートリー

5ml:2,310円 ／30ml:7,150円
オーガニック種ティートリー精油の抽出時に
副産物として得られます。

◆オーガニックティートリーハイドロゾル
（芳香蒸留水）
12ml:1,320円 ／1000ml:7,150円

＜ティートリー精油の使い方＞
幅広い感染対策サポートにご活用いただけるティートリー精油は、空気が乾燥して感染が気になるこの時
期、ディフューザーでお部屋に芳香するのがオススメです。また喉が痛い時などには、マスクに垂らして
ご活用いただけます。また靴の臭いや、足元の衛生対策として、ティッシュやコットンに垂らし、靴や
ブーツの先に入れておいたり、靴箱の中に入れておくのも有効です。2日に1回は取り替えるようにしてく
ださい。
芳香蒸留水はフットバスやニキビ、吹き出物が気になる時のケアにもおすすめです。
はじめてのアロマとしても大変おすすめの1本です。精油の中でも最も安全に使用でき、私たちを守って
くれるお助け精油として、ティートリーをぜひご活用いただきたいです。
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オーガニック契約農家直送!オーストラリアン精油大集合!

5ml :2,640円）
ローズウッドに似た甘い香り

【Nerolina ネロリナ】

5ml :3,520円）
透き通る綺麗なブルーの色と深み

スモーキーで癖になる香り

学名： Callitris intratropica

学名： Kunzea ambigua

【Blue Cypress ブルーサイプレス】

学名： Melaleuca quinquenervia ct linalool

ウイスキーのような芳醇さと深み

【Budda Wood ブッダウッド】

学名： Eremophila Mitchelli

【White Kunzea ホワイトクンジィア】

5ml :1,980円）

5ml :1,980円）

2ml :2,640円）

5ml :2,640円）

レモン調のフレッシュな爽快感

肺を開くという代名詞を持つ

【Eucalyptus Narrow Leafユーカリナローリーフ】 【Eucalyptus Lemon ユーカリレモン】
学名： Eucalyptus citriodora

学名： Eucalyptus radiata

5ml :2,310円）

5ml :2,420円）

5ml :3,300円）

レモン調の透き通るような明瞭感

レモンよりもレモンなシャープさをもつ

女性のケアにすぐれた甘さと爽やかさ

学名： Leptospermum petersonii

学名： Backhousia citriodora

学名： Agonis fragrans

【Lemon Tea Treeレモンティートリー】 【Lemon Myrtle レモンマートル】

2ml :3,740円）
心に深い鎮静と瞑想をもたらす

【Sandalwood

サンダルウッド】

学名： Santalum spicatum

【Fragonia

フラゴニア】

5ml :2,530円）

5ml :1,870円）

ラベンダーティートリーと呼ばれる柔らかい香り ほどよい甘さと苦みのバランス

【Rosalina

ロザリナ】

学名： Melaleuca ericifolia

【Niaouli

ニアウリ】

学名：Melaleuca quinquenervia ct 1.8 cineole

