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Robert Tisserand
AROMATHERAPY PIONEER

ロバート・テゖスランド氏は、ゕロマセラピーを多方面から研究するパオニゕとして、
世界的にその名が知られています。

1969 年ゕロマセラピーの実践をセラピストとして本格的にはじめ、1974 年精油とゕロマ
セラピー製品の会社を設立。1977 年ゕロマセラピーに関する英語で最初の本を著しました。
その著書「The Art of Aromatherapy」(『ゕロマテラピー〈芳香療法の理論と実際〉』)は、
12 の言語で出版され、世界中にゕロマセラピーの礎を築きました。

また質の高いゕロマセラピー研究と教育を行うために、1978 年 The Tisserand Institute
(テゖスランド・ンステゖテュート)を創設し、世界中に多くのセラピストを輩出しました。

さらに、複数のゕロマセラピー協会の設立メンバーとして活躍し、ゕロマセラピーとその
関連分野を扱う幅広い講義を行ってきました。1988 年自らが立ち上げた、国際的な学際的
専門誌『International Jounal of Aromatherapy』の編集、出版を 12 年にわたって務める
など、補完療法としてのゕロマセラピーの発展を熱心に見つめ続けてきました。

第１版発行以来 20 年に及ぶリサーチと、10 年以上の歳月をかけて
執筆された『精油の安全性ガド第２版』は、400 種類の精油プロフゖ
ールをはじめ、医薬品との相互作用についての情報なども膨大に加筆
掲載され、精油の安全ガドランの決定版として、ゕロマセラピスト
はもちろん、精油を取り扱うすべての人の必携の書となっています。
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ピュアエッセンシャルオイル(精油)について
TISSERAND テゖスランド のピュゕエッセンシャルオルは、最大限の純度・高い
クオリテゖ・ホリステゖックにこだわり続け、良質で優れたものを厳選しています。
本物志向の世界中のプロフェッショナルセラピストから愛用され、信頼されています。
❖

１００％ ナチュラル ピュアへのこだわり：ピュゕエッセンシャルオルは、長年の経験
により選りすぐられたハーブ・スパス・花・木・樹脂から抽出される純粋で
最上質の精油を厳選しています。植物が成熟した時期に絞り蒸留・抽出を行う
ため、最大限の香りと純度が得られ、それはすばらしい自然からの贈り物です。

❖

確かな品質：プロフェッショナルセラピストの方々に提供する精油と、小売販売している
ブラウンボトルに詰められている精油は、同一に最上質グレードのものです。
そのため常に新鮮な精油を提供しています。

❖

３つのステイタス：原料の収穫状態により、３つのステタスに分けられます。
ORGANIC （オーガニック：有機栽培）認証オーガニック精油は、人間の作り出した
化学肥料や除草剤、殺虫剤などを一切使わず成育した植物から得られています。<植物>
と<土壌>の健康を維持しています。遺伝子組換や放射線照射なども実施されていません。
SOIL ASSOCIATION 英国土壌協会：ギリスで設立された最も長い歴史と信
頼のあるオーガニック認定団体。<土壌><食物><健康><健全な地球>という持続
可能な地球環境を理念とし、環境にやさしい食と農業の推進活動を行っています。
WILD CRAFTED （ワイルドクラフト：野生種）栽培された植物からではなく、自然の中で
自生している植物から得られるものです。合成化学物質（殺虫剤や化学肥料など）に汚染さ
れることのない、植物の健康にとって好ましい環境の下で成育する野生種から作られます。
ETHICALLY HARVESTED （エシカリーハーベスト：倫理的作物）
エシカリーハーベストとは持続可能な栽培を意味します。倫理的に収穫された精油は、植物
の種が枯渇するまで収穫するやり方によらない、ハーブや低木、樹木から得られた精油です。

❖

ビーガン：動物実験を行わないのはもちろん、動物由来成分も使用していません。完全菜食
主義の方にも安心してご愛用いただけます。全製品に Vegan Society(ビーガンソサエテゖ)
より認証されたビーガンマークが付いています。
Vegan Society ビーガンソサエテゖ：1944 年設立のギリスの団体。<人>
<動物><地球環境保護>のため動物性製品を使わないラフスタルを提唱し普及
活動を行っています。
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ORGNIC
バジル
英名：BASIL
学名：Ocimum basilicum
抽出部位：花葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：エジプト
EO010 9ml ¥3,800 ＋税

ORGNIC
ベルガモット
英名：BERGAMOT
学名：Citrus aurantium bergamia
抽出部位：果皮
抽出方法：圧搾法
産地：イタリア
EO014 9ml ¥3,000 ＋税

ORGNIC
ブラックペッパー
英名：BLACK PEPPER
学名：Piper nigrum
抽出部位：乾燥果実
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：インド
EO018 9ml ¥3,000 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
カンファー ホワイト＊
英名：CAMPHOR (WHITE)
学名：Cinamomum camphora
抽出部位：木
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：中国
EO035 9ml ¥2,400 ＋税
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くっきりとして温かくスパイシーな香り。
気持ちを強く持たせ、集中力をサポートしま
す。気分を高揚させたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ジャスミン Abs.、ペパーミント、ローズマリー、
イランイラン

明るくフレッシュでさわやかな柑橘系の香り。
さわやかな清涼感を与え、心に元気を与えます。
リフレッシュしたい時、精神的ストレスを和
らげたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
フランキンセンス、ゼラニウム、レモングラス

鋭く刺激的なあたたかでスパイシーな香り。
心を強くし、疲れた心身を活気づけます。
精神的なストレスを和らげたい時、自信を
取り戻したい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ジンジャー、レモングラス、ジュニパー、
クラリセージ、ラベンダー

フレッシュでクリーンな強くしみとおる香り。
気分を落ち着かせ、バランスを促します。
穏やかな気持ちでリラックスしたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ユーカリ、マジョラム(スパニッシュ)、
ローズマリー、ヤロー
＊プロフェッショナル向き精油

ETHICALLY HARVESTED
カルダモン
英名：CARDOMON
学名：Elettaria cardamomum
抽出部位：種子
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：グァテマラ
EO037 9ml ¥4,800 ＋税

甘くスパイシーな温かみのある香り。
気持ちをあたたかく刺激し、高揚とリフレッ
シュを促します。やる気を活気づけたい時に、
集中力・記憶力を改善したい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ネロリ、イランイラン、ジンジャー、コリア
ンダー

ETHICALLY HARVESTED
キャロットシード
英名：CARROT SEED
学名：Daucus carota sativa
抽出部位：種子
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：インド

軽い甘さのある土を思わせるドライな香り。
心の浄化を促し、内面の穏やかさをサポート
します。ストレス感を取り除きたい時に。

EO039 9ml ¥4,000 ＋税

ゼラニウム、パチュリ、ローズ、サンダルウ
ッド

WILD CRAFTED
シダーウッド (アトラス)
英名：CEDARWOOD ATLAS
学名：Cedrus atlantica
抽出部位：木
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：モロッコ

鋭く刺激的なあたたかでスパイシーな香り。
心を強くし、疲れた心身を活気づけます。
不安を遠ざけたい時、瞑想したい時に。

EO041 9ml ¥2,000 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
シダーウッド(ヴァージニアン)
英名：CEDARWOOD VIRGINIAN
学名：Juniperus virginiana
抽出部位：木
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：アメリカ
EO043 9ml ¥2,000 ＋税
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[ブレンドによくあう精油]

[ブレンドによくあう精油]
クラリセージ、フランキンセンス、ジャスミ
ン、グレープフルーツ

フレッシュでクリーンな強くしみとおる香り。
呼吸を落ち着け、心の平安をサポートします。
神経の高ぶりを鎮めたい時、瞑想したい時に。

[ブレンドによくあう精油]
キャロットシード、サイプレス、ジュニパー、
サンダルウッド

ETHICALLY HARVESTED
カモミール (ジャーマン)
英名：CAMOMILE GERMAN
学名：Chamomilla recutita
抽出部位：花
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：フランス
EO030 2ml ¥7,500 ＋税
EO031 9ml ¥27,000 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
カモミール (ローマン)
英名：CHAMOMILE ROMAN
学名：Anthemis nobilis
抽出部位：花
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：イギリス
EO033 9ml ¥9,000 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
シナモン ＊
英名：CINNAMON
学名：Cinnamomum zeylanicum
抽出部位：葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：スリランカ
EO045 9ml ¥2,900 ＋税

ORGANIC
シトロネラ
英名：CITRONELLA
学名：Cymbopogon nardus
抽出部位：葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：ネパール
EO047 9ml ¥2,000 ＋税
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甘く深みのある独特の花の香り。
神経の緊張をやわらげ、穏やかな気持ちをサ
ポートします。精神的なストレスを和らげた
い時、よりよい睡眠を心がけたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ベルガモット、ラベンダー、レモン、プチグ
レン

軽くおだやかで甘いフルーティーな香り。
気持ちを和らげ、心のバランスを保ちます。
穏やかな気持ちになりたい時、ゆっくりと眠
りたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ベルガモット、ラベンダー、レモン、プチグ
レン

スパイシーで鋭く、甘く麝香を思わせる香り。
エネルギーの回復を促したい時、やる気を取
り戻したい時に。

[ブレンドによくあう精油]
メイチャン、オレンジ、ペパーミント、
イランイラン
＊プロフェッショナル向き精油

レモンに似たフレッシュグリーンの香り。
気分を楽にし、防臭・防虫にも役立ちます。
気持ちを明るく浄化したい時に。

[ブレンドによくあう精油]
フランキンセンス、オレンジ、ライム

ETHICALLY HARVESTED
クラリセージ
英名：CLARY SAGE
学名：Salvia scarea
抽出部位：全草
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：フランス
EO049 9ml ¥3,500 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
クローブ リーフ ＊
英名：CLOVE LEAF
学名：Eugenia caryophyllata
抽出部位：葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：インドネシア
EO051 9ml ¥3,000 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
コリアンダー
英名：CORIANDER
学名：Coriandrum sativum
抽出部位：種子
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：ロシア
EO053 9ml ¥3,600 ＋税

WILD CRAFTED
サイプレス
英名：CYPRESS
学名：Cupressus sempervirens
抽出部位：木の葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：フランス
EO057 9ml ¥2,300 ＋税
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ナッツを思わせるぬくもりのある甘く豊かな
香り。くつろいだ気分にさせ、幸福感を高め
ます。落ち着いてリラックスしたい時、気分
の変動を和らげたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
サンダルウッド、ベルガモット、ローズ Abs.

強いスパイシーさのあるしみとおるような
香り。心を刺激し、気分を明るく高めます。
気持ちを強く持ちたい時、集中したい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ユーカリ、オレンジ、ローズマリー、
イランイラン
＊プロフェッショナル向き精油

軽くピリッとした甘いスパイシーな香り。
心を刺激し、気分をリフレッシュさせます。
精神的なストレスや緊張を和らげたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
レモンティーツリー、レモングラス、ジャス
ミン、サンダルウッド、サイプレス

かるくスパイシーですっきりとウッディーの
香り。心地よい爽快感を与え、感情のバラン
スを整えます。落ち着きたい時、気持ちを浄
化したい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ジュニパー、レモンティーツリー、フランキ
ンセンス

ETHICALLY HARVESTED
ユーカリ
英名：EUCALYPTUS
学名：Eucalyptus globules
抽出部位：木の葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：スペイン
EO401 9ml ¥1,700 ＋税
EO402 20ml ¥3,200 ＋税

ORGANIC
ユーカリ
英名：EUCALYPTUS
学名：Eucalyptus globules
抽出部位：木の葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：スペイン
EO070 9ml ¥2,000 ＋税
EO069 20ml ¥3,600 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
フェンネル (スィート) ＊
英名：FENNEL (SWEET)
学名：Foeniculum vulgare
抽出部位：種子
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：スペイン
EO080 9ml ¥2,300 ＋税

WILD CRAFTED
フランキンセンス
英名：FRANKINCENSE
学名：Boswellia carterii
抽出部位：樹脂
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：ソマリア
EO082 9ml ¥5,000 ＋税
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クリアで鋭くしみとおる清涼感あふれる香り。
頭と感覚をクリアにし、集中力を高めます。
呼吸をスッキリとしたい時、前向きなエネル
ギーを取り戻したい時に。

[ブレンドによくあう精油]
グレープフルーツ、ペパーミント、
ローズマリー

クリアで鋭くしみとおる清涼感あふれる香り。
頭と感覚をクリアにし、集中力を高めます。
呼吸をスッキリとしたい時、前向きなエネル
ギーを取り戻したい時に。

[ブレンドによくあう精油]
グレープフルーツ、ペパーミント、
ローズマリー

甘くほのかに土を思わせる軽くスパイシーな
香り。心を前向きに促し、バランスをもたら
します。気分の変動を調整したい時、勇気づ
けたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
グレープフルーツ、ローズオットー、ベチバー
＊プロフェッショナル向き精油

あたたかく深みのある穏やかなウッディーの
香り。心を元気づけ、スピリチュアルな安ら
ぎをもたらします。瞑想したい時、不安を鎮
めたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ベルガモット、ブラックペッパー、サンダル
ウッド

ETHICALLY HARVESTED
ゼラニウム
英名：GERANIUM
学名：Pelargonium graveolens
抽出部位：葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：エジプト
EO090 9ml ¥2,800 ＋税

ORGANIC
ジンジャー
英名：GINGER
学名：Zingiber officinale
抽出部位：根
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：スリランカ
EO092 9ml ¥3,000 ＋税

ローズに似た甘く芳しいグリーンフローラル
の香り。心身のバランスを取り戻し、調和を
保ちます。気持ちをリラックスさせたい時、
心のバランスを回復させたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ベルガモット、ラベンダー、レモングラス

刺激的なホットでスパイシーな香り。心身の
あたために役立ち、活気づけます。疲れた気
持ちを元気づけたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
オレンジ、レモン、ローズマリー、フランキ
ンセンス

シャープでさわやかなピタースィートシトラ
スの香り。心身を活気づけ、幸福感をもたら
します。気分を軽快に保ちたい時、食欲をコ
ントロールしたい時に。

ORGANIC
グレープフルーツ
英名：GRAPEFRUIT
学名：Citrus paradisi
抽出部位：果皮
抽出方法：圧搾法
産地：南アフリカ
EO094 9ml ¥2,000 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
ジャスミン アブソリュート
英名：JASMINE ABSOLUTE
学名：Jasminum officinale
抽出部位：花
抽出方法：溶剤抽出法
産地：インド
EO120 2ml ¥8,000 ＋税
EO121 9ml ¥29,000 ＋税
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[ブレンドによくあう精油]
オレンジ、フランキンセンス、レモンティー
ツリー

濃厚でエキゾチックな官能的な花の香り。気
持ちを若返らせ、エネルギーをよみがえらせ
るのに役立ちます。リラックスしたい時、活
力を呼び起こしたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
サンダルウッド、オレンジ、マンダリン、ラ
ベンダー

ORGANIC
ジュニパー
英名：JUNIPER
学名：Juniperus communis
抽出部位：果実
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：ネパール
EO123 9ml ¥3,800 ＋税

WILD CRAFTED
カヌカ
英名：KANUKA
学名：Kunzea ericoides
抽出部位：葉､小枝
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：ニュージーランド
EO130 9ml ¥3,000 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
ラベンダー
英名：LAVENDER
学名：Lavandula angustifolia
抽出部位：花
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：フランス
EO138 9ml ¥2,000 ＋税
EO139 20ml ¥3,600 ＋税
EO407 30ml ¥5,000 ＋税

ORGANIC
ラベンダー
英名：LAVENDER
学名：Lavandula angustifolia
抽出部位：花
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：フランス
EO143 9ml ¥2,800 ＋税
EO405 20ml ¥4,600 ＋税
EO406 30ml ¥5,900 ＋税
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クリアでくっきりとした刺激のある、ウッ
ディグリーンの香り。心をリフレッシュさせ、
元気が欲しい時、浄化を促したい時に役立ち
ます。

[ブレンドによくあう精油]
サイプレス、クラリセージ、サンダルウッド

ニュージーランド原産の野生種から産出。
フレッシュで甘味のある独特の香り。
心をクリアにしエネルギーを活気づけたい
時に。

[ブレンドによくあう精油]
カモマイル(ローマン)、グレープフルーツ、
ペパーミント、ヤロー

清らかですっきりしたハーブ調のフローラル
な香り。心と体をリラックスさせ、穏やかな
やすらぎをもたらします。くつろぎのひと時
やぐっすり眠りたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ベルガモット、クラリセージ、ゼラニウム

心を洗われるような清々しいフローラルの香
り。心と体のバランスを整え、至福のやすら
ぎをもたらします。しっかり休息したい時や
深いリラクセーションがほしい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ベルガモット、クラリセージ、ゼラニウム

ORGANIC
レモン
英名：LEMON
学名：Citrus limonum
抽出部位：果皮
抽出方法：圧搾法
産地：イタリア
EO145 9ml ¥2,000 ＋税

ORGANIC
レモングラス
英名：LEMONGRASS
学名：Cymbopogon citrates
抽出部位：葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：インド
EO147 9ml ¥2,000 ＋税

ORGANIC
レモンティーツリー
英名：LEMON TEA-TREE
学名：Leptospermum petersonii
抽出部位：葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：南アフリカ
EO247 9ml ¥3,000 ＋税

ORGANIC
ライム
英名：LIME
学名：Citrus aurantifolia
抽出部位：果皮
抽出方法：圧搾法
産地：南アフリカ
EO149 9ml ¥2,800 ＋税
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さわやかな酸味のシャープなシトラスの香り。
気分を爽やかに刺激し、空間をリフレッシュ
します。頭の働きを明晰にしたい時、活力を
取り戻したい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ラベンダー、ジンジャー、レモンティーツリー

甘く刺激的で爽快なフルーティーな香り。気
分をシャープに高め、部屋を快適に保ちます。
虫よけにも使われます。心の混乱をはらし、
快活に進みたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
グレープフルーツ、ゼラニウム、ローズマリー

フレッシュでいきいきとしたレモン様のフル
ーティーな香り。心身を清め活気づけます。
虫よけにも使われます。明るくフレッシュな
気持ちになりたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ラベンダー、コリアンダー、オレンジ

新鮮ですっきりとしたビターシトラスの香り。
疲れた心を活気づけ、空間のリフレッシュに
も役立ちます。気持ちを刺激し、明るく前に
進みたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ネロリ、フランキンセンス、ジンジャー、サ
イプレス

ORGANIC
マンダリン
英名：MANDARIN
学名：Citrus reticulata
抽出部位：果皮
抽出方法：圧搾法
産地：イタリア
EO161 9ml ¥3,000 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
マージョラム (フレンチ)
英名：MARJORAM FRENCH
学名：Origanum marjorana
抽出部位：全草
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：フランス
EO165 9ml ¥3,000 ＋税

WILD CRAFTED
マージョラム (スパニッシ
ュ)
英名：MARJORAM SPANISH
学名：Thymus mastichina
抽出部位：全草
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：スペイン

デリケートで甘くやわらかいシトラスの香り。
気分をおだやかにリフレッシュし、心をやさ
しくやわらげます。明るく安心感を持ちたい
時に。

[ブレンドによくあう精油]
ジャスミン、サンダルウッド、ベルガモット

スイートマジョラムとして知られ、温かみの
ある軽くスパイシーでしみとおる香り。気分
の変動にバランスをもたらします。精神的な
動揺を鎮めたい時、ストレスをケアしたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ラベンダー、ネロリ、サンダルウッド、ベチ
バー

かるくスパイシーでしみとおる豊かなハーブ
の香り。心を強くし、疲れをやわらげます。
集中力を取り戻したい時、心を軽くしオープ
ンになりたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ジンジャー、ローズマリー、レモン

EO163 9ml ¥2,800 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
メイチャン
英名：MAY CHANG
学名：Litsea cubeba
抽出部位：果実
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：中国
EO167 9ml ¥2,000 ＋税
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甘くはっきりとした柑橘系のフルーティーな
香り。気分を高揚させ、陽気にさせます。マ
イナスの感情を打ち消し、明るく前向きに進
めたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ゼラニウム、オレンジ、ローズ Abs.

ETHICALLY HARVESTED
メリッサ
英名：MELISSA
学名：Melissa officinalis
抽出部位：葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：イギリス
EO169 2ml ¥13,000 ＋税
EO170 9ml ¥47,000 ＋税

WILD CRAFTED
ミルラ
英名：MYRRH
学名：Commiphora myrrha
抽出部位：樹脂
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：ソマリア
EO172 9ml ¥3,800 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
ネロリ
英名：NEROLI
学名：Citrus aurantium amara
抽出部位：花
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：チュニジア
EO192 2ml ¥9,000 ＋税
EO193 9ml ¥32,000 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
ナツメグ
英名：NUTMEG
学名：Myristica fragrans
抽出部位：核果
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：インドネシア
EO182 9ml ¥3,200 ＋税
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甘くレモンに似たデリケートな柑橘系の香り。
不安な気持ちを軽くし、気分の安定に誘いま
す。心を穏やかに鎮め、情緒を明るく高めた
い時に。

[ブレンドによくあう精油]
ネロリ、カモミール、マンダリン、ペパーミ
ント

スモーキーで苦みのある軽くムスクのような
香り。呼吸を落ち着け、静穏を促します。不
安を打消し、心を明るく高めたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ベルガモット、フランキンセンス、ジャーマ
ンカモミール

優美で甘く芳醇なフローラルの香り。
心に元気を与え、気分をおだやかにします。
不安を軽くしたい時、穏やかさと調和を感じ
たい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ベルガモット、カモマイル(ローマン)、
ローズ Abs.

やや麝香を思わせる温かみのあるスパイシ
ーな香り。心を活気づけ、明るい気分にリ
フレッシュするのを助けます。落ち込みを
打ち消し、前向きになりたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
コリアンダー､レモングラス､
マジョラム(フレンチ)､ティーツリー

ORGANIC
オレンジ
英名：ORANGE
学名：Citrus aurantium dulcis
抽出部位：果皮
抽出方法：圧搾法
産地：イタリア
EO190 9ml ¥2,000 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
パルマローザ
英名：PALMAROSA
学名：Cymbopogon martini
抽出部位：葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：インド
EO200 9ml ¥2,300 ＋税

ORGANIC
パチュリ
英名：PATCHOULI
学名：Pogostemon cablin
抽出部位：葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：インドネシア
EO204 9ml ¥3,000 ＋税

ORGANIC
ペパーミント
英名：PEPPERMINT
学名：Mentha piperita
抽出部位：全草
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：アメリカ
EO206 9ml ¥2,000 ＋税
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甘く輝くようなシトラスの香り。心を活気づ
け、気分を明るくよみがえらせます。不安を
追い払い気分を安定させたい時、穏やかな眠
りがほしい時に。

[ブレンドによくあう精油]
フランキンセンス、シトロネラ、ジンジャー

甘くフローラルで軽くドライな香り。気分を
明るく高め、心をリフレッシュさせます。レ
モングラスの近縁種で、虫よけにも使われま
す。

[ブレンドによくあう精油]
ベルガモット、メイチャン、レモン、ラベン
ダー、ベチバー、ネロリ

土を思わせるスパイシーで甘く濃厚な香り。
心身をときほぐし、リラックスへと導きます。
疲れをはらいのけ、安定と調和をとりたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
イランイラン、ローズオットー、ローズ Abs.、
ジャスミン、パルマローザ、オレンジ、ベル
ガモット、ネロリ

クールで力強いメントールと、ほのかに甘い
清涼感のある香り。部屋の空気を清浄し、冷
静さと集中に役立ちます。心をクリアにして
リフレッシュしたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ユーカリ、ローズマリー、ティーツリー、
ラベンダー

ETHICALLY HARVESTED
プチグレン
英名：PETITGRAIN
学名：Citrus aurantium
抽出部位：葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：南アメリカ
EO210 9ml ¥2,000 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
ローズ アブソリュート
英名：ROSE ABSOLUTE
学名：Rosa damascena
抽出部位：花
抽出方法：溶剤抽出法
産地：ブルガリア

かすかに苦みのある、甘くフローラルかつ
ウッディ調の柑橘の香り。心をリフレッシュ
させ、バランスをもたらします。気分を落ち
着かせたい時、希望を持ちたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
イランイラン、オレンジ、サンダルウッド、
フランキンセンス、ミルラ

甘美で濃厚なフローラルの芳醇な香り。心に
栄養を与え、バランスをやさしく整えます。
冷えた感情をほぐし、明るく高揚したい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ジャスミン、グレープフルーツ、ネロリ

EO220 2ml ¥7,500 ＋税
EO221 9ml ¥27,000 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
ローズオットー
英名：ROSE OTTO
学名：Rosa damascena
抽出部位：花
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：ブルガリア
EO223 2ml ¥16,000 ＋税
EO031 9ml ¥58,000 ＋税

ORGANIC
ローズマリー
英名：ROSEMARY
学名：Rosmarinus officinalis
抽出部位：葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：スペイン
EO229 9ml ¥2,000 ＋税
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優美で官能的な至高のスィートフローラルの
香り。純粋なやすらぎと調和をもたらします。
1 滴のピュアな精油を作るために 200 輪以上
の花が必要とされます。

[ブレンドによくあう精油]
サンダルウッド、ネロリ、ベルガモット、ラ
ベンダー、ゼラニウム、ジャスミン

クリアでしみとおるさわやかな香り。
心を活気づけ、疲れを晴らし、リフレッシュ
させます。気持ちを強く持ちたい時、熱意や
集中力が必要な時に。

[ブレンドによくあう精油]
グレープフルーツ、ラベンダー、レモングラス

WILD CRAFTED
サンダルウッド
英名：SANDALWOOD
学名：Santalum album
抽出部位：木
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：オーストラリア
EO239 2ml ¥7,000 ＋税
EO240 9ml ¥25,000 ＋税

WILD CRAFTED
シベリアンファー
英名：SIBERIAN FIR
学名：Abies sibirica
抽出部位：針葉,小枝
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：ロシア

深みのあるおだやかで豊かなウッディの香り。
心を温めリラックスさせ、スピリチュアルな
平穏をもたらします。

[ブレンドによくあう精油]
イランイラン、ベルガモット、ラベンダー、
オレンジ、ネロリ、フランキンセンス、ミル
ラ

クリアでバルサム様の、シャープで力強い
グリーンの香り。心をリフレッシュさせ、
活気づけます。かぜの季節の空気の清浄や
手軽に森林浴を楽しみたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
メイチャン、ブラックペッパー、ユーカリ、
ペパーミント

9ml ¥2,000 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
ティーツリー
英名：TEA-TREE
学名：Melaleuca alternifolia
抽出部位：葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：オーストラリア
EO408 9ml ¥2,000 ＋税
EO409 20ml ¥3,600 ＋税
EO410 30ml ¥5,000 ＋税

ORGANIC
ティーツリー
英名：TEA-TREE
学名：Melaleuca alternifolia
抽出部位：葉
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：オーストラリア
EO248 9ml ¥2,900 ＋税
EO249 20ml ¥4,900 ＋税
EO411 30ml ¥6,100 ＋税
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フレッシュで清潔感のあるすがすがしい香り。
心身をリフレッシュさせ、清らかに保ちます。
オーストラリア原産で、最も知られる精油の
一つで、幅広く利用されます。

[ブレンドによくあう精油]
ローズマリー、レモン、ユーカリ、ラベンダー

フレッシュで清潔感のあるすがすがしい香り。
心身をリフレッシュさせ、清らかに保ちます。
オーストラリア原産で、最も知られる精油の
一つで、幅広く利用されます。

[ブレンドによくあう精油]
ローズマリー、レモン、ユーカリ、ラベンダー

ETHICALLY HARVESTED
タイム ＊
英名：THYME
学名：Thymus zygis
抽出部位：全草
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：フランス
9ml ¥2,900 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
ベチバー
英名：VETIVER
学名：Vetiveria zizanoides
抽出部位：根
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：ジャワ

甘みのあるフレッシュでややスパイシーな、
強いハーブ調の香り。しっかりと集中したい
時、または精神的に開放したい時に。

[ブレンドによくあう精油]
サイプレス、ゼラニウム、ライム、マジョラム
(フレンチ)、ローズマリー、ベチバー
＊プロフェッショナル向き精油

スモーキーで土を思わせる深みのある濃厚な
香り。その鎮静の特性から「静穏の精油」と
して知られています。スピリチュアルな気づ
きや気分のバランスを取り戻したい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ネロリ、オレンジ、サンダルウッド、イラン
イラン、ゼラニウム、レモングラス

9ml ¥3,200 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
ヤロウ
英名：YARROW〔MILFOIL〕
学名：Achillea millefolium
抽出部位：葉､花
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：モロッコ

軽く甘さのある濃厚でスパイシーな香り。
ジャーマンカモミール同様、アズレンを含む
ため深い青色のオイル。気持ちの安定させ、
穏やかにしたい時に。

[ブレンドによくあう精油]
ローズ Abs.、ローズオットー、ネロリ、パル
マローザ、マンダリン、オレンジ、ベルガモ
ット

9ml ¥12,000 ＋税

ORGANIC
イランイラン
英名：YLANG-YLANG
学名：Cananga odorata
抽出部位：花
抽出方法：水蒸気蒸留法
産地：マダガスカル
9ml ¥3,000 ＋税
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甘くエキゾチックで官能的な魅惑の花の香り。
気分をリラックスさせ、感覚を高め、高揚と
幸福感をいざないます。

[ブレンドによくあう精油]
ベルガモット、クラリセージ、サンダルウッド、
グレープフルーツ、メイチャン、オレンジ、
マンダリン、ゼラニウム

ETHICALLY HARVESTED
グレープシード
英名：GRAPESEED
学名：Vitis vinifera
抽出部位：種子
抽出方法：低温圧搾法
産地：スペイン

軽く繊細で肌になじみやすい、さらりと
したテクスチャー。
特に年齢を重ねたお肌やダメージスキン
におすすめです。ボディマッサージ、フ
ェイシャルトリートメントのベースオイ
ルとしても理想的です。
ブドウ種子油 100%

BS392 100ml ¥2,000 ＋税
BS393 500ml ¥7,800 ＋税

ORGANIC
ゴールデンホホバ
英名：JOJOBA
学名：Simmondsia chinensis
抽出部位：種子
抽出方法：低温圧搾法
産地：イスラエル

黄金色に輝くマイルドでやさしい最高級
天然ワックス。
肌や髪になめらかになじみ、光沢のある
つやと絹のような繊細な仕上がりを与え
ます。特にドライタイプやダメージスキ
ンに、お肌のバランスを整えるフェイス
・ボディマッサージのベースに最適です。

BS394 100ml ¥3,800 ＋税
BS395 500ml ¥14,800 ＋税

ホホバ種子油 100%

ETHICALLY HARVESTED
ピーチカーネル
英名：PEACH KERNEL
学名：Prunus persica
抽出部位：種子の仁
抽出方法：低温圧搾法
産地：イギリス

美しく上品でなじみやすい、なめらかな
テクスチャー。ドライタイプやデリケー
トなお肌に最適です。
その優れた特性と使い心地から、特にフ
ェイシャルマッサージのベースとして、
またエイジングサインにもふさわしいオ
イルです。

BS396 100ml ¥2,000 ＋税
BS397 500ml ¥7,800 ＋税

モモ核油 100%

ETHICALLY HARVESTED
スィートアーモンド
英名：SWEET ALMOND
学名：Prunus Amygdalus Dulcis
抽出部位：種子
抽出方法：低温圧搾法
産地：スペイン

必須ビタミン類やマグネシウムが含まれ、
お肌を乾燥からまもり、滑らかに整えま
す。
柔軟性のあるオイルで、プロフェッショ
ナルユースにもよく使われる、全般的な
マッサージのベースとして、理想的なオ
イルです。

BS400 100ml ¥2,000 ＋税
BS401 500ml ¥7,800 ＋税

アーモンド油 100%
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ETHICALLY HARVESTED
ウィートジャム
英名：WHEATGERM
学名：Triticum vulgare
抽出部位：胚芽
抽出方法：低温圧搾法
産地：イギリス
BS402 100ml ¥2,500 ＋税
BS403 500ml ¥7,800 ＋税

ETHICALLY HARVESTED
アルガン コールドプレス
英名：ARGAN
学名：Argania spinosa
抽出部位：種子の仁
抽出方法：低温圧搾法
産地：モロッコ
CA200

20ml ¥2,800 ＋税

アロマスパディフューザー
AROMA SPA DIFFUSER
SIZE : H140×φ100mm
付属品：アダプター、給水カップ

VP567 ¥8,200 ＋税

精油の安全性ガイド 第 2 版
ESSENTIAL OIL SAFETY
ロバート·ティスランド／
ロドニー·ヤング 著
B5 版 1144 頁
電子書籍付き
C3047

¥18,000 ＋税
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ビタミンや必須脂肪酸を含み、ドライス
キンタイプや年齢を重ねたお肌に適し、
しなやかさと潤いに理想的なベースオイ
ルです。
ご自身に合ったマッサージオイルを作ら
れる際のベースのひとつとして、おすす
めです。穀物やパンを思わせる特有の
香りがあります。
コムギ胚芽油 100%

コールドプレス(低温圧搾)により作られ
た、希尐な１００％ナチュラルピュアの
アルガンオイル。
肌を和らげ、潤いを与えて保護します。
エイジングケアに注目を集め、日焼け後
のケアにもおすすめ。
そのままもしくは希釈して、フェイシャ
ル・ボディ・ヘアケアに。
アルガニアスピノサ核油 100%

アロマセラピーエキスパートによる、
超音波加湿＆芳香拡散器。
熱による香りの変化がなく、超音波によ
る拡散でお好みの香りが広がります。
加湿とライトの強弱調節が可能。
静音設計で火を使わず、自動停止機能付
きなので、就寝中の使用も安心です。

安全ガイドラインの決定版。
精油を取り扱うすべての人の必携の書。
＊400 種類の精油プロフィール
＊206 種類の精油の構成成分プロフィール
＊新たに 5 章(呼吸器系、心血管系、泌尿
器系、消化器系、神経系)を加筆
＊精油と医薬品の相互作用についての情報
＊4,000 以上の参考文献リストを掲載
＊いつでも検索できる便利な電子書籍付き

www.tisserand.co.jp
TSSERAND 総輸入代理店
〒101-0031

株式会社サンフゔーム商事

東京都千代田区東神田 1-13-18

Tel. 03-3866-1712

E-mail. order@sun-farm.co.jp
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