
注文者様情報

氏名 メール（PCメールが受信が可能なアドレス）

住所 〒 電話

振込先 	ゆうちょ銀行　二三八支店　普)４９５７８７０	メルライメ　※クレジットカード（JCB除）もご利用いただけます。希望される場合は連絡下さい
ニサ ンハチ

特別価格として全品１０パーセント引き（２０１７年１月３０日まで） 注文数 0本 合計金額　￥0

赤字は「１２の基本精油」（バーグ文子著「１５０種の精油」を参照） ↓ここに注文数を入力すると金額が自動的に計算されます。

商品名 ml 販売価格 
(税込）

１月３０日まで 
特別価格

注文数 小計 産地

アルニカCO2 2 ￥2,780 ￥2,502 スペイン

昇華/天使 アンジェリカシードBIO 1 ￥3,791 ￥3,412 ドイツ

昇華/天使/グラウンディング アンジェリカルート（とうき） 5 ￥3,033 ￥2,729 中国

イニュラ 1 ￥3,538 ￥3,184 コルシカ

女性性 イランイラン　エクストラ BIO 5 ￥2,527 ￥2,274 マダガスカル

女性性 イランイラン　コンプリートBIO 5 ￥2,527 ￥2,274 ジャワ

女性性 イランイランCO2 3 ￥3,538 ￥3,184 インドネシア

ウィンターグリーン 10 ￥1,769 ￥1,592 ヒマラヤ

第３チャクラ オレンジビター　ワイルド 5 ￥2,527 ￥2,274 マダガスカル

母性/インチャ癒し カモミールジャーマンCO2 1 ￥2,527 ￥2,274 ドイツ

母性/インチャ癒し カモミールジャーマンBIO 1 ￥3,791 ￥3,412 エジプト

母性/インチャ癒し カモミールローマン 2 ￥3,033 ￥2,729 ハンガリー

母性/インチャ癒し カモミールローマンBIO 1 ￥3,033 ￥2,729 ドイツ

カルダモンCO2 3 ￥2,527 ￥2,274 グアマテラ

カーネーション 1 ￥7,582 ￥6,823 エジプト

母性 クラリセージ 10 ￥2,780 ￥2,502 ロシア

第３チャクラ グレープフルーツ 10 ￥1,895 ￥1,706 フロリダ

第３チャクラ クレメンタインBIO 5 ￥2,022 ￥1,820 イタリア

浄化 コパイバ 10 ￥2,022 ￥1,820 ブラジル

コリアンダー 10 ￥1,769 ￥1,592 ロシア

サイプレスヒマラヤ 5 ￥2,022 ￥1,820 ヒマラヤ

浄化 サンダルウッド 3 ￥4,802 ￥4,322 ニューカレドニア

浄化 サンダルウッドマイソール 3 ￥5,307 ￥4,776 マイソール

自信 シストローズワイルド 2 ￥2,527 ￥2,274 モロッコ

シトロネラ 10 ￥1,516 ￥1,365 ネパール

シナモンファースト 3 ￥3,033 ￥2,729 スリランカ

浄化 ジュニパー野生　ヒマラヤ 10 ￥2,022 ￥1,820 ヒマラヤ

女性性/第２チャクラ ジャスミン 1 ￥5,813 ￥5,231 インド

ジンジャーBIO 5 ￥2,022 ￥1,820 マダガスカル

第３チャクラ スイートオレンジ 100 ￥6,318 ￥5,686 イタリア

第３チャクラ スイートオレンジ 10 ￥1,516 ￥1,365 イタリア

第３チャクラ スイートオレンジ 25 ￥2,274 ￥2,047 イタリア

第３チャクラ スイートオレンジBIO 10 ￥1,769 ￥1,592 イタリア

第３チャクラ スイートオレンジBIO 100 ￥12,131 ￥10,918 イタリア

スイートマジョラム 5 ￥1,769 ￥1,592 フランス

スイートマジョラムBIO 2 ￥1,769 ￥1,592 フランス

スパニッシュマジョラム4587 5 ￥2,274 ￥2,047 スペイン

ゼラニウム 5 ￥2,401 ￥2,161 アフリカ

ゼラニウムブルボン 5 ￥2,401 ￥2,161 レユニオン島

癒し セントジョンジョンズワート野生 1 ￥3,033 ￥2,729 ヒマラヤ

タイムチモール　ヒマラヤ 3 ￥3,033 ￥2,729 ヒマラヤ

タイムリナロールBIO 3 ￥2,274 ￥2,047 フランス

浄化 ダコタセージ 2 ￥3,033 ￥2,729 アメリカ

女性性、高貴 チュベローズ 1 ￥7,329 ￥6,596 インド

ティートリー 10 ￥1,516 ￥1,365 オーストラリア

ティートリーBIO 10ml 10 ￥2,022 ￥1,820 オーストラリア

浄化 トゥルシー（ホーリーバジル） 3 ￥2,022 ￥1,820 ヒマラヤ

ナツメグBIO 5 ￥2,022 ￥1,820 Sri Lanka

浄化・聖書 ナルデ 2 ￥2,780 ￥2,502 ヒマラヤ

ニアウリネロリドール 5 ￥1,769 ￥1,592 オーストラリア

浄化・死別 ネロリ 1 ￥4,802 ￥4,322 チュニジア

バイオレット 1 ￥7,329 ￥6,596 フランス
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バイテックス 3 ￥3,538 ￥3,184 クロアチア

バジルCO2 2 ￥2,780 ￥2,502 エジプト

パルマローザBIO 10 ￥2,780 ￥2,502 マダガスカル

バレリアン 2 ￥3,538 ￥3,184 ネパール

浄化 パロサント 2 ￥3,033 ￥2,729 マレーシア

浄化 ヒソップデキュンベンス 3 ￥2,274 ￥2,047 スペイン

浄化 ヒマラヤクロモジ 2 ￥3,033 ￥2,729 ヒマラヤ

浄化/グラウンディング/センタリング ヒマラヤシダー 10 ￥2,401 ￥2,161 ヒマラヤ

浄化/グラウンディング ヒマラヤシダー ur 10 ￥1,516 ￥1,365 ヒマラヤ

浄化 ヒマラヤタジェット 1 ￥2,527 ￥2,274 ヒマラヤ

浄化 ヒマラヤファーBIO 10 ￥2,527 ￥2,274 ヒマラヤ

第３、４チャクラ ピンクグレープフルーツ 10 ￥1,643 ￥1,478 キューバ

ブラッククミン 1 ￥2,780 ￥2,502 エジプト

ブラッククミンオイル（植物油） 60 ￥2,515 ￥2,263 エジプト

第２、３チャクラ ブラッドオレンジ BIO 10 ￥2,022 ￥1,820 イタリア

第２、３チャクラ ブラッドオレンジプチグレン 10 ￥3,033 ￥2,729 パラグアイ

浄化・聖書 フランキンセンス 5 ￥2,527 ￥2,274 アラビア半島

浄化・聖書 フランキンセンス　CO2 5 ￥2,527 ￥2,274 ソマリア

母性/インチャ癒し ブルーカモミール 1 ￥3,033 ￥2,729 ドイツ

母性/インチャ癒し ブルーカモミールワイルド 1 ￥3,791 ￥3,412 ヒマラヤ

グラウンディング ベチバー 5 ￥2,022 ￥1,820 ジャワ

グラウンディング ベチバー　ヒマラヤ 2 ￥3,791 ￥3,412 ヒマラヤ

第5、6チャクラ ペパーミント - ワイルドマウンテンミント 10 ￥2,274 ￥2,047 ヒマラヤ

第３、第４チャクラ ベルガモット 10 ￥2,274 ￥2,047 イタリア

第３、第４チャクラ ベルガモットFfree BIO 10 ￥3,033 ￥2,729 イタリア

浄化 ヘンプ（大麻） 1 ￥3,791 ￥3,412 ドイツ

ヘンプ（大麻）BIO（植物油） 250 ￥4,928 ￥4,435 リトアニア

ヘンプ（大麻）BIO（植物油） 60 ￥2,274 ￥2,047 リトアニア

浄化万能 ホワイトセージ　セドナ 1 ￥5,813 ￥5,231 アメリカセドナ

浄化 ホワイトセージ　ドイツ 2 ￥4,802 ￥4,322 ドイツ

第５チャクラ/インチャ マートルグリーンBIO（3ミリリットル 3 ￥3,791 ￥3,412 フランス

マグノリアCO2 2 ￥3,033 ￥2,729 中国

マヌカ 2 ￥3,033 ￥2,729 ニュージーランド

第３、第４チャクラ マンダリンオレンジ 10 ￥2,527 ￥2,274 イタリア

浄化・聖書 ミルラ 3 ￥2,274 ￥2,047 ソマリア

ハート癒し メリッサ 1 ￥4,802 ￥4,322 ブルガリア

ハート癒し メリッサ BIO 1 ￥5,560 ￥5,004 ドイツ

第５チャクラ ユーカリグロブルス BIO 10 ￥2,274 ￥2,047 ポルトガル

第５チャクラ ユーカリシトロネラ 5 ￥1,516 ￥1,365 マダガスカル

第５チャクラ ユーカリヒマラヤ 10 ￥2,527 ￥2,274 ヒマラヤ

第５チャクラ/インチャ ユーカリラディアタ 10 ￥1,516 ￥1,365 オーストラリア

浄化万能 ヨモギ　ヒマラヤ 10 ￥3,033 ￥2,729 ヒマラヤ

浄化/昇華/第6チャクラ ラヴェンダーCO2 5 ￥3,538 ￥3,184 フランス

浄化/昇華/第6チャクラ ラヴェンダーwild (1200m) 3 ￥3,033 ￥2,729 フランス

浄化/昇華/第6チャクラ ラヴェンダーwild (1500m) 3 ￥3,285 ￥2,957 フランス

浄化/昇華/第6チャクラ ラヴェンダーwild (1800m) 3 ￥3,538 ￥3,184 フランス

浄化/昇華/第6チャクラ ラヴェンダー 10ml 10 ￥2,022 ￥1,820 フランス

浄化/昇華/第6チャクラ ラヴェンダー 25ml 25 ￥3,791 ￥3,412 フランス

浄化/昇華/第6チャクラ ラヴェンダー　ヒマラヤカシミール産 10 ￥3,033 ￥2,729 ヒマラヤ

浄化/昇華/第6チャクラ ラヴェンダー　ブルガリアBIO 10 ￥2,274 ￥2,047 ブルガリア

ラバンジンスーパーBIO 10 ￥1,516 ￥1,365 フランス

自信 ラブダナム　ワイルド 2 ￥3,033 ￥2,729 ポルトガル

第３チャクラ レモンBIO 10 ￥1,769 ￥1,592 イタリア

レモンプチグレン 2 ￥2,527 ￥2,274 コルシカ

女性性/第２チャクラ ローズabsブルガリア 1 ￥3,538 ￥3,184 ブルガリア

女性性/第２チャクラ ローズabsモロッコ 1 ￥6,318 ￥5,686 モロッコ

女性性/第２チャクラ ローズウッド 5 ￥3,791 ￥3,412 ブラジル

女性性/第２チャクラ ローズオットー 1 ￥7,329 ￥6,596 ブルガリア

浄化 ローズマリーシネオール 10 ￥2,022 ￥1,820 ドイツ、チューリンゲン

浄化 ローズマリーベルベノンBIO 5 ￥2,274 ￥2,047 コルシカ島

浄化 ローズマリー野生 5 ￥2,022 ￥1,820 ヒマラヤ

昇華 ロータスホワイトabs 1 ￥8,845 ￥7,961 インド

ロザリーナ（ローズティートリー） 10 ￥3,033 ￥2,729 オーストラリア

第３、第４チャクラ 柚子 3 ￥3,791 ￥3,412 日本

第４、５チャクラ 和薄荷 10 ￥2,022 ￥1,820 日本
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