
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。

ノイモンド＝新月の香り 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。

ノイモンドのこだわり ⃝全ての商品を自然原材料のみで製造
⃝バイオダイナミック農法で栽培された植物、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。
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100％ピュア 
新月のエッセンシャルオイル

●�シングルオイル�
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
ル。一つ一つの香りにノイモンドの個性が活きています。

●�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。

●�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。

●�ベースオイル�
アロマスキンケアやマッサージに適したオー
ガニックのホホバオイル。丁寧に冷温圧搾し
ています。

株式会社 おもちゃ箱
〒145ー0076 東京都大田区田園調布南26-12
https://www.omochabako.co.jp/brand/neumond

• パッケージや入数、容量は変更する場合がございます。
• ハーブの収穫状況によって、原材料の変更が生じる場合がございます。
• 本カタログの価格は全て税抜表示となっています。



シングルエッセンシャルオイル
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ル。 
一つひとつの香りにノイモンドの個性が活きています。自然原材料のみで、化学合成の添加物、保存料は一切使用しません。
【香りの特徴】　● フローラル系　● エキゾチック系　● 樹脂　● 樹木系　● ハーブ　● 柑橘系

ゼラニウムbio 
Pelargonium graveolens
⃝抽出方法:水蒸気蒸留法　⃝抽出部位:葉

NM2061
5mL　2,400円（＋税） 原材料原産国:エジプト　原産国:ドイツ

パルマローザbio 
Cymbopogon martinii
⃝抽出方法:水蒸気蒸留法　⃝抽出部位:葉

NM1831
5mL　1,700円（＋税） 原材料原産国:インド　原産国:ドイツ

ラベンダー ファインbio 
Lavandula angustifolia
⃝抽出方法:水蒸気蒸留法　⃝抽出部位:花・葉

NM1471
10mL　2,800円（＋税） 原材料原産国:イタリア　原産国:ドイツ

ローズbio 5% 
Rosa damascena
⃝抽出方法:水蒸気蒸留法　⃝抽出部位:花

NM2018
5mL　5,000円（＋税） 原材料原産国:ブルガリア　原産国:ドイツ

イランイランbio 
Cananga odorata
⃝抽出方法:水蒸気蒸留法　⃝抽出部位:花

NM2266
5mL　2,500円（＋税） 原材料原産国:ブルガリア　原産国:ドイツ

フランキンセンス 
Boswellia carterii
⃝抽出方法:水蒸気蒸留法　⃝抽出部位:樹脂

NM1770
5mL　2,900円（＋税） 原材料原産国:ソマリア　原産国:ドイツ

ジュニパーbio 
Juniperus communis
⃝抽出方法:水蒸気蒸留法　⃝抽出部位:果実

NM2241
5mL　2,700円（＋税） 原材料原産国:クロアチア　原産国:ドイツ

ユーカリbio 
Eucalyptus globulus
⃝抽出方法:水蒸気蒸留法　⃝抽出部位:葉

NM1151
10mL　1,800円（＋税） 原材料原産国:ポルトガル　　原産国:ドイツ

ティートリーbio 
Melaleuca alternifolia
⃝抽出方法:水蒸気蒸留法　⃝抽出部位:葉・枝

NM2151
10mL　2,500円（＋税） 原材料原産国:オーストラリア　原産国:ドイツ

クラリセージbio 
Salvia sclarea
⃝抽出方法:水蒸気蒸留法　⃝抽出部位:花・葉

NM1671
5mL　2,800円（＋税） 原材料原産国:フランス　原産国:ドイツ

ペパーミントbio 
Mentha piperita
⃝抽出方法:水蒸気蒸留法　⃝抽出部位:花・葉

NM1631
10mL　2,500円（＋税） 原材料原産国:ハンガリー　原産国:ドイツ

ローズマリーbio 
Rosmarinus officinalis
⃝抽出方法:水蒸気蒸留法　⃝抽出部位:花・葉

NM2081
10mL　2,900円（＋税） 原材料原産国:モロッコ　原産国:ドイツ

シトロネラbio 
Cymbopogon nardus
⃝抽出方法:水蒸気蒸留法　⃝抽出部位:葉

NM2381
10mL　2,200円（＋税） 原材料原産国:ブラジル　原産国:ドイツ

レモングラスbio 
Cymbopogon citratus/C.flexuosus/C.schoenanthus
⃝抽出方法:水蒸気蒸留法　⃝抽出部位:葉

NM1511
10mL　2,200円（＋税） 原材料原産国:ネパール　原産国:ドイツ

グレープフルーツbio  
Citrus paradisi/C. grandis
⃝抽出方法:冷圧搾法　⃝抽出部位:果皮

NM1241
5mL　1,800円（＋税） 原材料原産国:アルゼンチン　原産国:ドイツ

オレンジbio 
Citrus sinensis/C. aurantium dulcis
⃝抽出方法:冷圧搾法　⃝抽出部位:果皮

NM1791
10mL　1,500円（＋税） 原材料原産国:イタリア　原産国:ドイツ

ベルガモットbio 
Citrus aurantium bergamia
⃝抽出方法:冷圧搾法　⃝抽出部位:果皮

NM1052
10mL　3,400円（＋税） 原原材料原産国:イタリア　原産国:ドイツ

レモンbio 
Citrus medica limonum
⃝抽出方法:冷圧搾法　⃝抽出部位:果皮

NM2361
10mL　2,100円（＋税） 原材料原産国:イタリア　原産国:ドイツ



ブレンドエッセンシャルオイル
その日の気分と生活シーンに合わせて香りをお選び下さい。
植物の力が凝縮された100％ナチュラルなエッセンシャルオイルのブレンドが健やかで安らぐひとときを運んでくれます。 
アロマ初心者の方にもおすすめです。

エンジェルズライト NM3112
5mL　2,000円（＋税） 温かな花の香り

ヨガの環境作りに。あたたかい安心感をサポート。

【香りのブレンド】アミリス、パルマローザ、ゼラニウム、ベンゾイン原産国:ドイツ

ローズガーデン NM3196
5mL　3,800円（＋税）

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】ダマスクローズ、オレンジ、ゼラニウム、 
パルマローザ、

原産国:ドイツ

メディテーション NM3139
5mL　2,400円（＋税）

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

原産国:ドイツ

ブレスフリー NM3143
5mL　1,900円（＋税）

清潔感のある香り
空気の浄化、リフレッシュに。

【香りのブレンド】ニアウリ､レモングラス、モミ、パルマローザ、 
サイプレス

原産国:ドイツ

リラクゼーション NM3194
10mL　2,300円（＋税）

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。

【原材料】オレンジ、シダーウッド、パルマローザ、ゼラニウム、 
ベルガモット、クラリセージ、ベチバー

原産国:ドイツ

グッドナイト NM3178
10mL　2,500円（＋税）

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、ラベンダー、サンダルウッド、 
アミリス

原産国:ドイツ

ブレインフィット NM3103
5mL　2,000円（＋税）

フレッシュでいきいきとした香り
しゃきっとリフレッシュしたいときに。

【香りのブレンド】オレンジ、レモン、グレープフルーツ、ライム原産国:ドイツ

楽しいクリスマス NM3124
10mL　1,900円（＋税）

ウッディーでスパイスのきいた甘い香り
クリスマスの時期に楽しい気分をサポート。

【香りのブレンド】マンダリン、オレンジ、バニラ、モミ、シナモン原産国:ドイツ

おさなごの夢 NM3172
10mL　2,400円（＋税）

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 

原産国:ドイツ



アロマソリューション（ルームスプレー）
ピュアな香りでお部屋を演出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。

アロマソリューション 
ブレスフリー bio

NM9658
50mL　2,500円（＋税） 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

原産国:ドイツ

アロマソリューション 
ラベンダーbio

NM9614
50mL　2,900円（＋税） 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

原産国:ドイツ

アロマソリューション 
アンチモスキートbio

NM9735
50mL　2,400円（＋税）

ユーカリシトリオドラの柑橘系の香り
アウトドアや夏を快適に過ごされたい時に

【 原 材 料 】エ タ ノ ー ル ( 小 麦 由 来 ) 、ユ ー カリ（ ポ ルト ガ ル ）、 
シトロネラ（ブラジル）、海塩、山の湧水原産国:ドイツ

アロマソリューション 
オフィスbio

NM9674
50mL　2,600円（＋税）

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

原産国:ドイツ

ベース�オイル
ノイモンドのベースオイルは、アロマスキンケアやアロママッサージに適した植物オイルです。
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。

ホホバオイルbio NM2511
100mL　4,300円（＋税） 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】ホホバ種子油原産国:ドイツ


