100％ピュア
新月のエッセンシャルオイル
オーガニックライフグループ

各営業担当までお願いいたします。
TEL:03-3759-9782

※薬事法に抵触する表現がございますので文章の引用、写真の転用はご遠慮ください。

取扱内容基本条件

⃝次のカテゴリー（シングルエッセンシャルオイル、ブレンドエッセンシャルオイル、アロ

100％ピュア
新月のエッセンシャルオイル

マソリューション）の中から5品目以上の取扱いが出来る販売店であること。
⃝マスクスプレーは取り扱いラインナップの条件なし。
※上記は販売店の基本条件であり、サロンは該当しないこととする。
＜テスターについて＞
⃝本商品にテスターシールを貼って出荷し、掛率は一律で上代の35％とする。
⃝3か月毎に1回ご注文可能。
omochabako official

omochabakoHP

＜導入ご検討の際＞

Instagram

株式会社おもちゃ箱
⃝希望する商品の注文が初めての場合には、検討用商品1個を掛率50％で提供可能。
〒145-0076 東京都大田区田園調布南26-12

ノイモンド社

1985年、
ドイツの自然豊かな町ライスティングでノイモンド社は生まれました。精油の香
りに魅せられた創立者ミルワルド氏は、それまで営んできたコンピューター会社を譲り、
オーガニックの精油開発に着手。100％天然成分、オーガニック認証の取得、フェアトレー
ドを基準として、世界中の栽培者や蒸留者とのつながりを深めてゆきました。ノイモンド
のオイルは高度な研究機関分析され、純粋な自然のエッセンシャルオイルと認められたも
ののみを製品化しています。
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ノイモンドのこだわり

ノイモンドとは、
ドイツ語で「新月」のこと。
新月は地球から月が隠れる時を表すと同時に、目に見えないエネルギーのシンボルとさ
れてきました。ノイモンド社の社名には、
「新月と同様に植物の香りも目に見えない深いエ
ネルギーを秘めており、そのエネルギーが最大限引き出される原料選びと製法にこだわ
りぬく」という想いが込められています。
⃝全ての商品を自然原材料のみで製造
⃝可能な限り有機栽培または野生の植物を使用
⃝化学合成の添加物、保存料は一切不使用
⃝伝統的な抽出方法（水蒸気蒸留法、冷圧搾、アブソリュート）で抽出、
化学物質は一切不使用
⃝高度に専門化された研究機関で分析し、純粋な自然のエッセンシャルオイルと
認められたもののみを製品化。

取得認証

商品ラインナップ
●シングルオイル

●ベースオイル

植物のエネルギーが凝縮された100％ナチュラルなエッセンシャルオイ

アロマスキンケアやアロママッサージに適し

ル。一つ一つの香りにノイモンドの個性が活きています。

た植物オイルです。
植物の種子を丁寧に冷圧搾抽出しているた
め、植物本来の成分が保持されています。

●ブレンドオイル
気分や生活シーンに合わせて香りを選べるオリジナルブレンド。
アロマ初心者の方にもおすすめです。

●マスクスプレー 日本限定発売 
マスク着用時も快適に、優しいアロマの香り
に包まれます。新しい習慣のお供に。

●ルームスプレー
ピュアな香りでお部屋をリフレッシュするルームスプレー。アロマディ
フューザーやアロマセラミックにもお使いいただけます。
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商品一覧

シングルエッセンシャルオイル

ロット:1
本体サイズ:H5.8×W2.3×D2.3ｃｍ

原産国:ドイツ

ゼラニウムbio Pelargonium graveolens
5mL 2,860円（税抜価格2,600円）
⃝抽出方法 : 水蒸気蒸留法 ⃝抽出部位 : 葉

フローラル系

ラベンダー ファインbio Lavandula angustifolia
10mL 3,190円（税抜価格2,900円）
⃝抽出方法 : 水蒸気蒸留法 ⃝抽出部位 : 花・葉

ローズbio 5% Rosa damascena
5mL 6,270円（税抜価格5,700円）
⃝抽出方法 : 水蒸気蒸留法 ⃝抽出部位 : 花

エキゾチック系

イランイランbio Cananga odorata
5mL 2,860円（税抜価格2,600円）
⃝抽出方法 : 水蒸気蒸留法 ⃝抽出部位 : 花

樹脂

フランキンセンス Boswellia carterii
5mL 3,300円（税抜価格3,000円）
⃝抽出方法 : 水蒸気蒸留法 ⃝抽出部位 : 樹脂

ジュニパーbio Juniperus communis
5mL 3,190円（税抜価格2,900円）
⃝抽出方法 : 水蒸気蒸留法 ⃝抽出部位 : 果実

樹木系

ユーカリbio Eucalyptus globulus
10mL 2,200円（税抜価格2,000円）
⃝抽出方法 : 水蒸気蒸留法 ⃝抽出部位 : 葉

ティートリーbio Melaleuca alternifolia
10mL 2,860円（税抜価格2,600円）
⃝抽出方法 : 水蒸気蒸留法 ⃝抽出部位 : 葉・枝

ペパーミントbio Mentha piperita
10mL 2,860円（税抜価格2,600円）
⃝抽出方法:水蒸気蒸留法 ⃝抽出部位:花・葉

ハーブ

ローズマリーbio Rosmarinus officinalis
10mL 3,630円（税抜価格3,300円）
⃝抽出方法 : 水蒸気蒸留法 ⃝抽出部位 : 花・葉

シトロネラbio Cymbopogon nardus
10mL 2,750円（税抜価格2,500円）
⃝抽出方法 : 水蒸気蒸留法 ⃝抽出部位 : 葉

レモングラスbio Cymbopogon flexuosus
10mL 2,530円（税抜価格2,300円）
⃝抽出方法 : 水蒸気蒸留法 ⃝抽出部位 : 葉

グレープフルーツbio

Citrus paradisi/C. grandis

5mL 2,200円（税抜価格2,000円）

柑橘系

⃝抽出方法 : 冷圧搾法 ⃝抽出部位 : 果皮

オレンジbio Citrus sinensis
10mL 1,870円（税抜価格1,700円）
⃝抽出方法 : 冷圧搾法 ⃝抽出部位 : 果皮

ベルガモットbio Citrus aurantium bergamia
10mL 3,960円（税抜価格3,600円）
⃝抽出方法 : 冷圧搾法 ⃝抽出部位 : 果皮

レモンbio Citrus medica limonum
10mL 2,640円（税抜価格2,400円）
⃝抽出方法 : 冷圧搾法 ⃝抽出部位 : 果皮

2

原材料原産地:エジプト
製造後期限:製造後48ヵ月／開封後24ヵ月

商品番号：NM2061

原材料原産地:イタリア
製造後期限:製造後48ヵ月／開封後24ヵ月

商品番号：NM1471

原材料原産地:ブルガリア
製造後期限:製造後48ヵ月／開封後24ヵ月

商品番号：NM2018

原材料原産地:マダガスカル
製造後期限:製造後48ヵ月／開封後24ヵ月

商品番号：NM2266

原材料原産地:ソマリア
製造後期限:製造後60ヵ月／開封後36ヵ月

商品番号：NM1770

原材料原産地:クロアチア
製造後期限:製造後48ヵ月／開封後24ヵ月

商品番号：NM2241

原材料原産地:ポルトガル
製造後期限:製造後42ヵ月／開封後12ヵ月

商品番号：NM1151

原材料原産地:オーストラリア
製造後期限:製造後30ヵ月／開封後6ヵ月

商品番号：NM2151

原材料原産地:インド
製造後期限:製造後42ヵ月／開封後12ヵ月

商品番号：NM1631

原材料原産地:モロッコ
製造後期限:製造後42ヵ月／開封後12ヵ月

商品番号：NM2081

原材料原産地:ジャワ島
製造後期限:製造後48ヵ月／開封後24ヵ月

商品番号：NM2381

原材料原産地:ネパール
製造後期限:製造後48ヵ月／開封後24ヵ月

商品番号：NM1511

原材料原産地:中央/南アメリカ
製造後期限:製造後30ヵ月／開封後6ヵ月

商品番号：NM1241

原材料原産地:中央/南アメリカ
製造後期限:製造後30ヵ月／開封後6ヵ月

商品番号：NM1791

原材料原産地:イタリア
製造後期限:製造後30ヵ月／開封後6ヵ月

商品番号：NM1052

原材料原産地:イタリア
製造後期限:製造後30ヵ月／開封後6ヵ月

商品番号：NM2361

JANコード：4024132020619

JANコード：4024132014717

JANコード：4024132020183

JANコード：4024132022668

JANコード：4024132017701

JANコード：4024132022415

JANコード：4024132011518

JANコード：4024132021517

JANコード：4024132016315

JANコード4024132020817

JANコード：4024132023818

JANコード：4024132015110

JANコード：4024132012416

JANコード：4024132017916

JANコード：4024132010528

JANコード：4024132023610
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ブレンドエッセンシャルオイル
原産国:ドイツ

ローズガーデン
5mL 4,620円（税抜価格4,200円）

ロット:1
製造後期限:製造後42ヵ月／開封後12ヵ月
本体サイズ:H5.8×W2.3×D2.3ｃｍ

商品番号：NM3196

JANコード：4024132031967

やわらかく上品なローズの花の香り。
ゆったり穏やかな環境づくりに。くつろぎたいときに。
【香りのブレンド】オレンジ、ゼラニウム、パルマローザ、ローズアブソリュート、
バニラエッセンス

メディテーション
5mL 2,860円（税抜価格2,600円）

商品番号：NM3139

JANコード：4024132031394

ウッディーな印象的な香り。
ヨガや瞑想の環境づくりに。ゆっくり自分と向き合いたいときに。
【香りのブレンド】ベルガモット、フランキンセンス、アミリス、パチュリ、
マンダリンレッド

リラクゼーション

商品番号：NM3194

10mL 2,860円（税抜価格2,600円）

JANコード：4024132031943

グッドナイト

商品番号：NM3178

10mL 2,860円（税抜価格2,600円）

JANコード：4024132031783

おさなごの夢

商品番号：NM3172

10mL 2,860円（税抜価格2,600円）

JANコード：4024132031721

ウッディーで親しみやすい香り。
内的な静けさとあたたかい安らぎのある空間に。
【香りのブレンド】
オレンジ、シダーウッド、ゼラニウム、プチグレン、クラリセージ

柔らかなベルベットを思い浮かべるような香り。
夜のリラックスタイムや寝室に。
【香りのブレンド】
シダーウッド、ラバンジン、ラベンダー、マツ、ベンゾイン

甘くフルーティなやわらかい香り。
子どものあそび部屋や寝室に。
【香りのブレンド】
オレンジ、マンダリン、パルマローザ、ゼラニウム、
サンダルウッド

アロマソリューション（ルームスプレー）
原産国:ドイツ

アロマソリューション ブレスフリー bio
50mL 2,860円（税抜価格2,600円）

ロット:1
製造後期限:36ヵ月
本体サイズ:H11.6×W3.5×D3.5ｃｍ

商品番号：NM9658

JANコード：4024132096584

ユーカリとカユプテのすっきりした香り
学校、オフィスなどの空気の浄化に
【原材料】
エタノール(小麦由来)、ユーカリ
（ポルトガル）、カユプテ（インドネシ
ア）、海塩、山の湧水

アロマソリューション ラベンダーbio
50mL 3,300円（税抜価格3,000円）

商品番号：NM9614

JANコード：4024132096140

安らぎを与えるラベンダーの香り
リラックスタイムや、枕もとやお部屋に
【原材料】
エタノール(小麦由来)、ラベンダーハイブリダ・ラベンダーオフィキナ
リス（フランス）、海塩、山の湧水

アロマソリューション オフィスbio
50mL 2,860円（税抜価格2,600円）

商品番号：NM9674

JANコード：4024132096744

ライムのフレッシュでいきいきとした香り
オフィスでのリフレッシュや気分転換に
【原材料】
エタノール(小麦由来)、リツェアクベバ（ベトナム）、ライム（イタリア）、
海塩、山の湧水
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ベース オイル
原産国:ドイツ

ホホバオイルbio
100mL
4,950円（税抜価格4,500円）

ロット:1
製造後期限:製造後30ヵ月／開封後8~12ヵ月
本体サイズ:H11.5×W4.5×D4.5ｃｍ
商品番号：NM2511

さらっとした使用感。肌質を選びません。
顔と全身にお使いください。
【原材料】
ホホバ種子油

JANコード：4024132025119

ロット:1
製造後期限:製造後30ヵ月／開封後6ヵ月
本体サイズ:H9.5×W2.8×D2.8ｃｍ

マスクスプレー
原産国:ドイツ

ラベンダーやシダーウッドの落ち着く香り。
穏やかに過ごしたいときに。

オーガニック マスクスプレー
リラックス
20mL
1,650円（税抜価格1,500円）

商品番号：NM1410

JANコード：4024132614108

20mL
1,650円（税抜価格1,500円）

さわやかなレモン、グレープフルーツの香り。
気分を入れ替えたいときに。

商品番号：NM1412

JANコード：4024132614122

20mL
1,650円（税抜価格1,500円）

【原材料】変性アルコール（小麦由来）*、水、レモン油*、グレープフルーツ油*、レモングラス油*
*はオーガニック認定成分

思わず深呼吸したくなるようなユーカリ、ティーツリーの香り。
季節の変わり目に。

オーガニック マスクスプレー
ブレスウェル

油*、スプルースニードル油*、サンダルウッド油*、パチョリ油*、シダーウッドアトラス油*
*はオーガニック認定成分

オーガニック マスクスプレー
リフレッシュ

【原材料】変性アルコール（小麦由来）*、水、ラベンダー油*、オレンジスイート油*、ラバンジン

商品番号：NM1414

JANコード：4024132614146

【原材料】変性アルコール（小麦由来）*、水、ユーカリ油*、タイムリナロール油*、ラバンジン油*、
レモン油*、レモングラス油*、ティ―ツリー油*、カユプテ油*、リツエアクベバ油*
*はオーガニック認定成分
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