How To Use

Questions & Answers

使い方

エッセンシャルオイルの使い方は実に様々。
目的や気分に合わせてお好みの使い方を。

Q.1

Q.4

メラルーカの
エッセンシャルオイルは
他と何が違うのですか？

妊娠中や授乳中の
エッセンシャルオイルの使用は
可能ですか？

メラルーカは、高品質で高純度のエッセン

多くのエッセンシャルオイルが妊娠中や授

アロマディフューザー

アロマバス

アロママッサージ

専用のディフューザーで香りを

エッセンシャルオイルを数滴垂

キャリアオイル（希釈用オイル）

シャルオイルを提供するために様々な試験

乳中の使用の安全性を示唆しているものの、

拡散させる方法。やわらかな香

らして全身入浴する方法と、お

にエッセンシャルオイルを数滴

を行い、一定の基準を満たしたものだけを

出産前後のケアとして取り入れる際には、

りを拡散してくれるので、おやす

湯を張った洗面器などに加えて

混ぜ、オイルマッサージを行う

出荷しています。

必ずヘルスケアの専門家や医師へご相談

み前やリラックスタイムなどにお

手足を温める部分浴があります。

方法です。

すすめです。

※希 釈濃度は肌の状態や体調に合わせて
調整しましょう。

4 Pack Set
4 パック セット

エッセンシャルオイルは様々な作用や特性を持
ち、それは種類によって異なります。比較的シー

Q.2
エッセンシャルオイルは
経口摂取しても
大丈夫でしょうか？
どれだけ高純度・高品質であっても、エッセ
ンシャルオイルは食品ではございませんの
で経口摂取はお控えください。

Q.3
ピュア エッセンシャル オイルは
どのように製造されていますか？

ンを選ぶ製品であるため何から試したらよいか

製造法は、植物のどの部位から精油を抽出

迷うかもしれません。そんな方のために、人気が

するかによって異なるため、
精油の種類によ

高く、幅広くご利用いただけるおすすめのセット
をご用意しました。

下さい。また、妊娠中や授乳中には特に避
けるべきとされているエッセンシャルオイル
もあります。

Q.5
エッセンシャルオイルは
感光性があるのですか？
一部のエッセンシャルオイル*は、日光など
の強い紫外線に反応して、塗布した肌にか
ゆみや発赤、色素沈着を生じさせることが
あります。感光性をもつ可能性のある精油
を日中に使用する場合は、十分ご注意の上
ご使用ください。
＊グレープフルーツ、ベルガモット、レモンなど

り様々です。ピュア エッセンシャル オイルの
大半は水蒸気蒸留法、柑橘系の精油は圧
搾法により製造されます。

メラルーカオイル、ラベンダー、レモン、ペパーミ
ントがセットになり、お得な価格でお求めいただ
けます。
ピュア エッセンシャル オイルの詳しい内容は
「メラルーカウェブサイト」
でご確認いただけます。

メラルーカ・オブ・ジャパン・インク

〒102-0084 東京都千代田区二番町5-6

7 0120-515-054 （9:00〜18:00 土・日・祝日を除く） http://www.jp.melaleuca.com

Purity tested.
Quality guaranteed.
ピュア エッセンシャル オイル
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香りの持つ不思議なチカラを

使い方

生活に取り入れて、心も身体も健康に。
香りによって気持ちが安らいだり、元気が出たり、急に懐かしい思い出が
よみがえったりしたことはありませんか？ 香りにはとても不思議なチカラ
が秘められていて、私たちの心や身体に働きかけます。

エッセンシャルオイルの使い方は実に様々。
目的や気分に合わせてお好みの使い方を。
アロマディフューザー

アロマバス

アロママッサージ

専用のディフューザーで香りを

エッセンシャルオイルを数滴垂

キャリアオイル（希釈用オイル）

拡散させる方法。やわらかな香

らして全身入浴する方法と、お

にエッセンシャルオイルを数滴

Essential Oil

りを拡散してくれるので、おやす

湯を張った洗面器などに加えて

混ぜ、オイルマッサージを行う

み前やリラックスタイムなどにお

手足を温める部分浴があります。

エッセンシャルオイル

すすめです。

方法です。
※希 釈濃度は肌の状態や体調に合わせて
調整しましょう。

エッセンシャルオイル（精油）は、自然の中に生息する花や葉、
樹皮、茎、種子、果実、果皮などから抽出した天然のオイルです。
それぞれの植物部位に適した抽出過程を経て、香り成分が濃縮
されたエッセンシャルオイルとなります。

4 Pack Set

Purity tested.
Quality guaranteed.
純度と品質
メラルーカはエッセンシャルオイルの品質と純度を保
証するため、厳しい試験基準を設けています。すべての
試験をクリアした高品質な製品だけが、お客様のお手
元へと届けられます。

QUALITY TESTING

4 パック セット

エッセンシャルオイルは様々な作用や特性を持
GC-MS分析
キラリティー検査

ち、それは種類によって異なります。比較的シー
ンを選ぶ製品であるため何から試したらよいか
迷うかもしれません。そんな方のために、人気が

重金属・農薬・除草剤試験

高く、幅広くご利用いただけるおすすめのセット

官能試験

をご用意しました。

旋光度・屈折率試験

メラルーカオイル、ラベンダー、レモン、ペパーミ

比重試験

ントがセットになり、お得な価格でお求めいただ

微生物試験
引火点試験
同位体分析

けます。

香りの持つ不思議なチカラを

シングルオイル

植物から抽出した天然のオイル。気分や目的に合わせてお選びいただけます。

生活に取り入れて、心も身体も健康に。
香りによって気持ちが安らいだり、元気が出たり、急に懐かしい思い出が
よみがえったりしたことはありませんか？ 香りにはとても不思議なチカラ
が秘められていて、私たちの心や身体に働きかけます。

Essential Oil
エッセンシャルオイル
エッセンシャルオイル（精油）は、自然の中に生息する花や葉、

ディフューザー

樹皮、茎、種子、果実、果皮などから抽出した天然のオイルです。
それぞれの植物部位に適した抽出過程を経て、香り成分が濃縮

エッセンシャルオイルを拡散する

されたエッセンシャルオイルとなります。

ために使用する超音波式の電動
ディフューザー。

Purity tested.
Quality guaranteed.
純度と品質
メラルーカはエッセンシャルオイルの品質と純度を保
証するため、厳しい試験基準を設けています。すべての
試験をクリアした高品質な製品だけが、お客様のお手
元へと届けられます。

QUALITY TESTING

GC-MS分析
キラリティー検査

SINGLE OIL
ブレンドオイル

キャリアオイル

数種類のエッセンシャルオイルを混ぜ合わせたオイル。

エッセンシャルオイルを肌に

独自の機能や、さらに奥行きのある香りを楽しめます。

塗布する際、希釈オイルとして

Essential Oil Cap Stickers
エッセンシャル オイル キャップ ステッカー

Melaleuca

メラルーカ

T40-C3®

Frankincense

ユーカリ

Lemon
レモン

使用します。アロママッサージ

Melaleuca

メラルーカ

T36-C5®

Eucalyptus

YlangYlang

イランイラン

フランキンセンス

Lemongrass

レモングラス

Blue Heat

ブルー ヒート

Bergamot

ベルガモット

Geranium

ゼラニウム

Peppermint

ペパーミント

Peace

ピース

Cedarwood

シダーウッド

Grapefruit
グレープ
フルーツ

Rose
Absolute

ローズ アブソリュート

Vapor

ヴェイパー

Cinnamon
Bark
シナモン
バーク

Orange

オレンジ

Rosemary

ローズマリー

Vitalize

バイタライズ

にも最適です。

重金属・農薬・除草剤試験

Clove

クローブ

Lavender

ラベンダー

Sandalwood

サンダルウッド

#9431
04/16J

官能試験

キャリーケース

旋光度・屈折率試験

エッセンシャルオイルを30本持ち
運べる、便利なキャリーケース。

比重試験

※キャップ ステッカー付

微生物試験
引火点試験
同位体分析

BLEND OIL

CARRIER OIL

