
～☆～シングルオイル価格表（税抜）～☆～　　 2019.09.01

　シングルオイル 産　地 学　術　名 科　目 1ｍ価格 5ｍ価格 10ｍ価格 　シングルオイル 産　地 学　術　名 科　目 1ｍ価格 5ｍ価格 10ｍ価格

イアリー USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Psidia altissima キク科 ¥350 ¥1,600 ¥2,800 薬事フランキンセンス 日本産（ｵﾏｰﾝ原産） Boswellia sacra カンラン科 　 　 ¥9,800

薬事イランイラン№１ USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Cananga Odorata バンレイシ科 　 　 ¥5,000 new フランジパニ　 アブソリュート Plumeria alba キョウチクトウ科 ¥2,470 ¥4,200 ※2ミリ

薬事ウインターグリーン USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Gaultheria procumbens ツツジ科 　 　 ¥3,800 ベチバー USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Vetiveria zizanoides イネ科 ¥1,370 ¥3,700 ※３ミリ

オレガノ ｵｰｶﾞﾆｯｸ Origanum vulgare シソ科 ¥350 ¥1,600 ¥2,800 ペパーミント(ｲﾝﾄﾞ) ｵｰｶﾞﾆｯｸ Mentha piperita シソ科 ¥330 ¥1,600 ¥2,800

オレンジ･スィート イタリア (圧搾） Citrus sinensis ミカン科 ¥270 ¥1,200 ¥2,000 new ヘリクリサム(ｲﾓｰﾃﾙ） USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Helichrysum italicum キク科 ¥1,800 ¥4,600 ※３ミリ

オレンジ･ビター イタリア (圧搾） Citrus aurantium ミカン科 ¥310 ¥1,400 ¥2,400 ベルガモット イタリア (圧搾） Citrus bergamia ミカン科 ¥400 ¥1,800 ¥3,400

カナディアンシダー 野生種 Thura ocidentalis ヒノキ科 ¥560 ¥2,500 ¥4,600 new 薬事ホーリーバジル USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Ocimum tenuiflorum シソ科 　 　 ¥4,000

カモミールブルー USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Matricaria recutita キク科 ¥2,470 ¥4,200 ※2ミリ マージョラム USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Origanum majorana シソ科 ¥400 ¥1,900 ¥3,400

 カモミールローマン ｴｺｻｰﾄｵｰｶﾞﾆｯｸ Anthemis nobilis キク科 ¥2,470 ¥4,200 ※2ミリ マスティック　※ｇ ヒオス島PDO認証品 Pistacia lentiscus var Chia ウルシ科 ¥2,220 ¥10,000 ¥19,000

カルダモン USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Elettaria cardamomum ショウガ科 ¥890 ¥4,000 ¥7,000 マンダリン イエロー イタリア (圧搾） Citrus reticulata ミカン科 ¥360 ¥1,600 ¥3,000

 ガルバナム ｴｺｻｰﾄｵｰｶﾞﾆｯｸ Ferula gummosa セリ科 ¥1,000 ¥4,500 マンダリン グリーン イタリア (圧搾） Citrus reticulata ミカン科 ¥360 ¥1,600 ¥3,000

new キャロットワイルド USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Daucus carota セリ科 ¥530 ¥2,400 ¥4,600 マンダリン レッド イタリア (圧搾） Citrus reticulata ミカン科 ¥360 ¥1,600 ¥3,000

クラリセージ USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Salvia sclarea シソ科 ¥780 ¥3,500 ¥6,800 ミルラ 　※ｇ 野生種 Commiphora myrrha カンラン科 　 ¥4,000 ※2.5ｇ

クローブバッド USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Eugenia caryophyllata フトモモ科 ¥450 ¥2,000 ¥3,800 new メリッサ USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Melissa officinalis シソ科 ¥3,300 ¥5,600 ※2ミリ

 コリアンダー USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Coriandrum sativum セリ科 ¥580 ¥2,600 ¥5,000 ヤロウ・ブルー USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Achillea millefolium キク科 ¥1,560 ¥4,200 ※３ミリ

 サイプレス ｴｺｻｰﾄｵｰｶﾞﾆｯｸ Cupressus sempervirens ヒノキ科 ¥400 ¥1,800 ¥3,400 ユーカリ USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Eucalyptus globulus フトモモ科 ¥270 ¥1,300 ¥2,200

サイペラス USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Cyperus rotundus カヤツリグサ科 ¥620 ¥2,800 ¥5,200 ユーカリシトリオドラ USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Eucalyptus citriodora フトモモ科 ¥270 ¥1,300 ¥2,200

薬事サロ USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Cinnamosma fragrans カネラ科 　 　 ¥3,200 new ヨモギ USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Artemisia princeps キク科 ¥400 ¥1,900 ¥3,400

サンダルウッド インド・マイソール Santalum album ビャクダン科 ¥3,800 ¥6,500 ※2ミリ ライム・水蒸気蒸留 USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Citrus aurantifolia ミカン科 ¥560 ¥2,600 ¥4,800

 シダーウッド ｴｺｻｰﾄｵｰｶﾞﾆｯｸ Cedrus deodara マツ科 ¥450 ¥2,000 ¥3,800 new ラベンサラ USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Ravensara aromatica クスノキ科 ¥450 ¥2,100 ¥3,800

シダーウッドヒマラヤン USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Cedrus deodara マツ科 ¥580 ¥2,600 ¥4,800 new ラヴィンツァラ USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Cinnamomum Camphora クスノキ科 ¥380 ¥1,800 ¥3,200

シトロネラ USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Cymbopogon nardus イネ科 ¥270 ¥1,200 ¥2,200 薬事ラベンダー USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Lavandula angustifolia シソ科 　 　 ¥3,800

シナモン・バーク USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Cinnamomum zeylanicum クスノキ科 ¥890 ¥4,000 ¥7,800 レモン イタリア (圧搾） Citrus limon ミカン科 ¥330 ¥1,600 ¥2,800

ジュニパーベリー USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Juniperus communis ヒノキ科 ¥510 ¥2,300 ¥4,400 レモングラス USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Cymbopogon citrarus イネ科 ¥310 ¥1,400 ¥2,500

ジンジャー USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Zingiber officinalis ショウガ科 ¥600 ¥2,700 ¥5,200 レモングラス EX USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Cymbopogon citrarus イネ科 ¥360 ¥1,600 ¥2,900

スガンダコキラ USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Cinnamomum cecidophahne クスノキ科 ¥400 ¥1,800 ¥3,400 ローズオットー USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Rosa damascena バラ科 ¥6,000 ¥10,000 ※2ミリ

スパイクナード USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Nardostachys jatamansi オミナエシ科 ¥1,300 ¥3,500 ※３ミリ ローズウッド USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Aniba rosaeodora クスノキ科 ¥420 ¥1,900 ¥3,500

new スプルース･ブラック ｴｺｻｰﾄｵｰｶﾞﾆｯｸ Picea mariana マツ科 ¥420 ¥1,900 ¥3,400 ローズマリー USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Rosmarinus officinalis シソ科 ¥360 ¥1,700 ¥3,100

 スプルース･ヘムロック ｴｺｻｰﾄｵｰｶﾞﾆｯｸ Tsuga Canadensis マツ科 ¥670 ¥3,000 ロータス　ブルー　 アブソリュート Nymphaea caerulea スイレン科 ¥8,240 ¥14,000 ※2ミリ

セージ ｵｰｶﾞﾆｯｸ Salvia officinalis シソ科 ¥360 ¥1,600 ¥3,000 new ロータス　ピンク　 アブソリュート Nenumbo nucifera スイレン科 ¥4,700 ¥8,000 ※2ミリ

new 薬事ゼラニウム USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Pelargonium graveolens フウロソウ科 　 　 ¥4,000 ローレル USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Laurus nobilis クスノキ科 ¥600 ¥2,700 ¥5,000

セントジョーンズワート USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Hypericum perforatum オトギリソウ科 ¥1,930 ¥5,200 ※３ミリ

 ターメリック USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Curcuma longa ショウガ科 ¥650 ¥2,900 ¥5,600 インボケーション社製の精油

タイム ｵｰｶﾞﾆｯｸ Thymus vulgaris シソ科 ¥380 ¥1,700 ¥3,000

new ダヴァナ USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Artemisia pallens キク科 ¥1,110 ¥3,000 ※３ミリ スウィートグラス 野生種 Hierochloe odorata イネ科 ¥8,200

new 薬事ティートリー USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Melaleuca alternifolia フウロソウ科 　 　 ¥3,400 カナディアンスプルース 野生種 Picea mariana マツ科 ¥620 ¥2,800 ¥5,300

ディル USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Anethum Graveolens セリ科 ¥420 ¥1,900 ¥3,600 デザートジュニパー 野生種 Juniperus scorpiorum ヒノキ科 ¥7,500

ナツメグ USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Myristica fragrans フトモモ科 ¥560 ¥2,500 ¥4,800 デザートセージ 野生種 Artemisia tridentata シソ科 ¥7,600

  ナツメグバター※ｇ USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Myristica fragrans ニクズク科 ¥670 ¥3,000 ¥5,000 ホワイトセージ 野生種 Salvia apiana シソ科 ¥7,000

ニアウリ USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Melaleuca viridiflora フトモモ科 ¥250 ¥1,100 ¥1,800

ネロリ イタリア・水蒸気蒸留 Citrus aurantium ミカン科 ¥3,300 ¥9,000 ※３ミリ

new バイテックス USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Vitex agnus-castus クマツヅラ科 ¥800 ¥3,600 ¥6,800

 パイン･ホワイト ｴｺｻｰﾄｵｰｶﾞﾆｯｸ Pinus strobus マツ科 ¥490 ¥2,200 　

new パイン･レッド USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Pinus sylvestris マツ科 ¥310 ¥1,400 ¥2,400  

バジル USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Ocimum basilicum シソ科 ¥360 ¥1,600 ¥2,900     ※赤色のオイルは、化粧品アロマ「アサカセレクション」となります。

new パチュリー USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Pogostemon patchouli シソ科 ¥450 ¥2,000 ¥3,700     ※１ミリ容器➡セントチューブ、５ミリ容器➡１０ミリ容器への充填となります。

パルマローザ USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Cymbopogon martinii イネ科 ¥400 ¥1,800 ¥3,300

 ファー･バルサム ｴｺｻｰﾄｵｰｶﾞﾆｯｸ Abies balsamea マツ科 ¥380 ¥1,700 ¥3,000

new フェンネル ｵｰｶﾞﾆｯｸ Foeniculum vulgare セリ科 ¥360 ¥1,600 ¥2,900     ※卸のご希望に沿えます。サロン・お仕事で扱いたい方募集中ですので、お気軽にお問合せ下さい🎶

プチグレンオレンジ イタリア・水蒸気蒸留 Citrus aurantium ミカン科 ¥400 ¥1,800 ¥3,400

プチグレンレモン イタリア・水蒸気蒸留 Citrus limon ミカン科 ¥400 ¥1,800 ¥3,400 ｓｅｃｒｅｇａｒｄｅｎ通販サイト：md-aromaoil.com
ブラックペッパー USDAｵｰｶﾞﾆｯｸ Piper nigrum コショウ科 ¥620 ¥2,800 ¥5,400


