
室内の除菌 

アロマの 

癒し効果 

 

 
気になる 

ウイルス対策 

免疫力向上 

優れた防虫 

消臭効果！ 

 

 

アアアルルルコココーーールルルををを気気気化化化さささせせせ空空空気気気

ををを除除除菌菌菌しししててていいいままますすす   

 

マイナスイオン・天然オゾン発生で  

お部屋を消臭・殺菌し、リラックス

できる時間を過ごせます。  

ペペペッッットトトややや赤赤赤ちちちゃゃゃ

んんんがががいいいてててももも安安安心心心   

しししててて使使使えええままますすす   

Aja 



天然オゾン・・消臭､防虫､殺菌､ 

ホルムアルデヒド

等有害物質の除去 

マイナスイオン・・・空気清浄 

アロマテラピー・・・芳香療法 

オブジェ・・・・インテリア性 

ララランンンプププベベベルルルジジジェェェののの多多多機機機能能能性性性   



SAKURAfirststage では、きれいな空

気とお客様にリラックスできる空

間をご提供するため、空気清浄・

消臭・防虫・抗菌作用のあるアロ

マテラピーを導入しております｡ 

当当当店店店ははは心心心地地地よよよいいい空空空気気気環環環境境境   

作作作りりりににに取取取りりり組組組んんんでででいいいままますすす   



この香りは･･･ 

グレープフルーツ 

効能・・・気分が優れない時に、前向きで 

明るい気持ちに導いてくれます。 

消臭、抗菌効果があるとされ、 

ダイエット中にもお勧めの香りで

す。 

使用場所・・・リビング 

キッチンなど水回り 

COEUR DE PAMPLEMOUSSE 

爽やかなグレ

ープフルーツに

柑橘系の風

味をプラス 



この香りは･･･ 

牡 丹 

効能・・・古代中国で薬用に栽培されてきた 

｢花の王｣と呼ばれる華麗な花。 

気品のある高貴な香りは精神を落

ち着かせ、リラクゼーション効果

を発揮します。 

使用場所・・・リビング 

ティータイムにお勧め 

COEUR DE PIVOINE 

ほのかで優雅

な甘い香り 



この香りは･･･ 

すずらん 

効能・・・鎮静作用、リラックス効果があり 

ます。 

ヨーロッパでは、すずらんは幸せ

を運ぶ花とされ、香水界では三大

フローラルノートとして親しまれ

る香りです。 

使用場所・・・リビング、寝室 

CLOCHETTES DE MAI 

抽出が極少

量で大変貴

重な爽やかな

香り 



この香りは･･･ 

ジャスミン 

効能・・・ホルモンのバランスを整えます。 

肌にハリと潤いを与え、乾燥肌や

敏感肌の状態を好転させ、肌の老

化防止にも効果的です。 

｢香の王｣と呼ばれる精油から作ら

れ神秘的な芳しさがあります。 

使用場所・・・リビング、寝室 

JASMIN ROYAL 

甘美で魅力的

な香り 



この香りは･･･ 

バ ニ ラ 

効能・・・鎮静、抗うつ作用があり、神経の 

緊張を和らげ気持ちを明るく盛り

上げます。 

優しく包み込むような香りは、子

供の頃の気持ちを取り戻して幸福

感を感じさせてくれます。  

使用場所・・・リビング、寝室 

VANILLE DES ÎLES 

懐かしさを感

じるやわらか

な甘い香り 



この香りは･･･ 

ハ ス 

効能・・・精神を穏やかにし、落ち着きのな 

い想念を鎮めて、高い望みを抱く

力を与えます。 

強壮作用や若返り、精力回復の作

用があります。  

使用場所・・・リビング、寝室 

LOTUS BLEU 

甘い南国を

思わせる花の

香り 



この香りは･･･ 

パチョリ 

効能・・・集中力が必要な時に忍耐力を持続 

させる作用があります。 

うつなど気分が落ち込んだ時の助

けとしても有効。 

インドでは伝承療法の薬として幅

広く用いられています。 

使用場所・・・オフィス、勉強部屋 

MIEL DE PATCHOULI 

エキゾチックで

甘くスパイシー

な香り 



この香りは･･･ 

アンバー 竜涎香 

効能・・・日本では竜涎香と呼ばれる香り。 

ほんのりと甘く、温かい思い出を

呼び起こしてくれるやわらかさで

鎮静作用、老化防止の作用があり

ます。 

 

使用場所・・・リビング、寝室 

AMBRE 

ほんのりと甘く

淡い松の香り 



この香りは･･･ 

セードル 西洋杉 

効能・・・寺院での薫香として古くから用い 

られてきた香料。 

大自然の中へいざなう香りで神経

の緊張を和らげてくれます。 

関節炎や気管支炎などの症状を緩

和する働きがあります｡ 

 

使用場所・・・オフィス、寝室 

CEDRE DU LIBAN 

気分を爽快に

させる自然な

香り 



この香りは･･･ 

オードフォーレ 

効能・・・森はいのちの宝庫。 

安らぎとエネルギーをもたらす森

林の香りは、精神を鎮静させ、心

地よく穏やかな気分にしてくれま

す｡ 

 

使用場所・・・リビング、寝室 

EAU DE FORET 

森林浴の効果

をイメージした

香り 



この香りは･･･ 

ラ フランス 洋ナシ 

効能・・・甘くフルーティーな香りは、豪華 

な雰囲気をつくりだしてくれま

す。情緒不安定な状態や、憂鬱な

気持ちをすっきりとリフレッシュ

させてくれます。 

 

使用場所・・・リビング、勉強部屋 

POIRE GRAND-MERE 

フルーティーで

豪華な香り 



この香りは･･･ 

貴婦人の花 クチナシ 

効能・・・高貴な貴婦人をイメージしたふく 

よかな香りは、心を優しく穏やか

にしてくれます。 

多くの人に好まれる香りです。 

使用場所・・・寝室、リビング、店舗 

FLEUR DES MARQUISES 

ふくよかで高貴

な甘い香り 



この香りは･･･ 

ソフィアのバラ 

効能・・・精神を浄化し心を明るく高揚させ 

たいときや、神経の緊張やストレ

スをやわらげたいときなどに効果

を発揮します。 

使用場所・・・寝室、リビング 

ROSE DE SOFIA 

香りの王様ロ

ーズの優雅で

甘い香り 



この香りは･･･ 

オリエンタルウッド 

効能・・・やわらかな深みのあるウッディー 

調の香りは、リラックス効果を促

し、身体の緊張をほぐしてくれま

す。 

使用場所・・・寝室、リビング、店舗 

BOIS D’ORIENT 

フローラルスパ

イシーでエキゾ

チックな香り 



この香りは･･･ 

すみれの愛 

効能・・・鎮静特性が高いので、不眠を克服 

する効果があります。精神の怒り

と不安を和らげ、リラックスする

ことができます。 

使用場所・・・寝室、リビング 

AMOUR DE VIOLETTE 

ドライでいて甘

く少し枯草を

思わせる香り 



この香りは･･･ 

エロイーズの海 

効能・・・海のミネラルの力を心に補給する 

ようなイメージでつくられたオイ

ル。台湾では子宝に恵まれたとい

う話しも多く、不妊症によいとい

われます。 

ローズとハマナスのブレンド 

使用場所・・・寝室、店舗 

MER D’IROISE 

海を渡る風の

ような爽やかで

優しい香り 



この香りは･･･ 

チープル 桧 

効能・・・気管支炎の症状を軽減して呼吸を 

楽にしてくれます。咳止め効果。 

大自然にいざなう香りで、不安や

ストレスの解消など、リラックス

効果があります。 

使用場所・・・オフィス、寝室 

CHYPRE 

ウッディーでや

さしく、爽やか

な香り 



この香りは･･･ 

ヒナギク 

効能・・・ペット臭や虫の駆除、消毒に効果 

的。空気の浄化に優れ、気管支の

通りを良くする働きがあります。 

延命菊、雛菊とも呼ばれ、内用血

止薬や吸入薬にも用いられる暮ら

しの中に役立ってきた植物です。 

使用場所・・・ベビー室、リビング 

PYRETHRE 

爽やかな早春

の香り 



この香りは･･･ 

ブーケプロバンス 

効能・・・沈んだ気分をリフレッシュさせ、 

記憶力を高める働きがあります。 

肌の引きしめ、抜け毛予防と発毛

促進、各感覚の活性に効果的。 

クリアな香りのローズマリーと甘みのある

香りのタイムのブレンド 

使用場所・・・寝室、リビング、 

BOUQUET PROVENCAL 

ロマンチックで

柔らかく包み

込むような香り 



この香りは･･･ 

ラベンダーオレンジ 

効能・・・重度の睡眠障害の改善に効果的。 

不安､ストレスの解消など、血圧を

安定させ気持ちをリラックスさせ

てくれます。 

柔らかな香りのラベンダーとフルーティー

で爽やかなマンダリンのブレンド 

使用場所・・・リビング 

LAVANDORANGER 

フルーティーで

爽やかな香り 



この香りは･･･ 

ミント 

効能・・・鋭いメントールの香りが神経を奮 

い起こし、頭脳を明晰にします。 

精神疲労をやわらげ、心身の疲労

からくる注意力散漫や眠気、偏頭

痛にも効果的。 

使用場所・・・リビング、勉強部屋 

FEUILLE DE MENTHE 

爽やかで鋭い

メントールの香

り 



この香りは･･･ 

マンダリン 

効能・・・心を明るく高揚させる働きがあり 

心地よく暖かい気持ちにさせてく

れます。 

不眠症、神経の緊張、ストレスに

効果的。 

使用場所・・・寝室、リビング 

MANDARINE 

ほのかに甘くデ

リケートな柑橘

系の香り 



この香りは･･･ 

緑茶 

効能・・・疲労回復、脂肪酸の分解を助ける 

効果があります。 

日本人には親しみやすく、落ち着

いた気持ちにさせてくれます。 

使用場所・・・寝室、リビング、書斎 

THE VERT 

爽やかな中に

もまろやかさを

感じる香り 



この香りは･･･ 

ローリエ ローズ 

効能・・・気持ちを落ち着かせて脳の働きを 

活性化させ、内気な人やあがり症

の人に、自身を持たせてくれます。

情緒に対して緩和作用を示し、感

情をほぐすのに効果的。婦人科系

の症状にも効果があります。 

使用場所・・・寝室、レストラン 

LAURIER ROSE 

ふかく、甘く、

優しい高貴な

香り 



この香りは･･･ 

ローズジャスミン 

効能・・・神経からくる胃腸病や月経時の腹 

痛緩和に効果的。ホルモンバラン

ス調節作用と鎮静作用があり、心

をゆったりとリフレッシュさせて

くれます。 

花の女王ローズとエッセンシャルオイルの

中の宝石とよばれるジャスミンのブレンド 

使用場所・・・寝室、リビング、書斎 

ROSE ET JASMIN 

甘美でエキゾ

チックな花の香

り 



この香りは･･･ 

スイカズラ 

効能・・・感情を刺激して心も身体も明るく 

若々しくリフレッシュさせてくれ

ます。 

扁桃腺、結膜炎、急性乳腺炎の予

防や外傷感染予防に効果的。 

使用場所・・・寝室、オフィス 

CHEVREFEUILLE 

さわやかな青

春の香り 



この香りは･･･ 

青りんご 

効能・・・精神疲労、記憶力の減退を軽減し 

てくれます。 

親しみやすい香りで、男性が多い

場所や妊娠中の方がいる場所でも

比較的使いやすい香りです。 

使用場所・・・リビング 

POMME VERTE 

フルーティーで

親しみやすい

香り 



この香りは･･･ 

シトロネル 

効能・・・中枢神経系の機能調節に作用して 

不眠症や頭痛を軽減したり、抗う

つに効果的。気管、鼻腔の通りを

よくしてくれます。 

レモンとオレンジの果皮、ユーカリと紫蘇

の葉部から抽出したエッセンシャルオイル

をブレンド。 

使用場所・・・リビング 

CITRONNELLE 

爽やかで清涼

感のある香り 



この香りは･･･ 

オーシャン 

効能・・・頭をすっきりと目覚めさせ、集中 

力、記憶力を高めてくれます。 

勉強の間中、一時間くらい使用す

ると効果的。 

洗練された香りのラベンダー、爽快感のあ

るミント、不老長寿の珍果として漢方薬な

どに用いられてきた仏手柑のブレンド。 

使用場所・・・オフィス、勉強部屋 

OCEANE 

甘い香り 



効能・・・お部屋の消臭に最適。 

香りのあるものと同様、空気浄化

やリラックス効果がある。 

香りの濃度を調節するブレンド用

としても使えます。 

使用場所・・・家庭・病院・レストランなど 

特に香りをつけたくない場所に 

このオイルは･･･ 

ヌートレ 

NEUTRE 

無香性のエッ

センシャルオイ

ル 



この香りは･･･ 

ローズアイリス 

効能・・・ストレスや気分の低下を抑え、明 

るく穏やかな気分にさせてくれま

す。血液をきれいにする作用があ

り、動脈硬化やメニエルシ病など

特に血液浄化を必要とするものに

効果的。 

使用場所・・・リビング、寝室 

ROSEE D’IRIS 

すっきりとして

華やかな香り 



この香りは･･･ 

サンタル 白檀 

効能・・・リラックス効果があり、神経の緊 

張と不安を和らげる効果。幸福感

と充実感を抱かせ瞑想的な雰囲気

にします。乾燥性湿疹など肌のト

ラブルにも有効。また招財(富や幸

運を招く)の香りともいわれます。 

使用場所・・・オフィス、寝室 

BOIS DE SANTAL 

ウッディーで甘

くエキゾチックな

香り 



この香りは･･･ 

ユーカリ 

効能・・・精神疲労、集中力低下の回復。 

抗ウィルス作用があるので炎症の

緩和、花粉などアレルギー症によ

る粘膜の諸症状を改善します。 

喘息、気管支炎のほか、風邪の予

防にも効果的。 

使用場所・・・リビング、勉強部屋 

EUCALYPTUS 

クリアでしみと

おるような香り 



この香りは･･･ 

ラベンダー 

効能・・・ストレス、緊張、憂鬱を取り除き 

心を穏やかにする。心臓に対して

強心作用、鎮静作用。血液を安定

させ高血圧に効果がある。すぐれ

た消毒作用で消炎、抗菌、防虫に

も効果がある。 

使用場所・・・寝室、リビング、勉強部屋 

LAVANDE 

フローラルで優

しく洗練された

香り 



ランプベルジェは・・・ 
特殊セラミックの効果で嫌な

臭いや菌を焼ききって、天然オ

ゾンで殺菌しながら消臭し、同

時に１００％のアロマを発散す

る世界で唯一の燃焼型芳香器で

す。アロマオイルとセラミック

の芯にＩＳＯの安全基準、地球

環境保護国際認証を取得してい

ます。 

タバコやペットの臭い、部屋の

悪い空気、ホルム･アルデヒドな

どの有害物質の除去に有効で、

同時にマイナスイオンを出して

身体の状態を正常に整えます｡ 

香りの大国フランスで１００年余りの
歴史を誇る老舗ブランド 



＊エッセンシャルオイル＊ 
ランプベルジェ製品のオイ

ルは、さとう大根の球根から

イソプロピルアルコールを抽

出した純植物性のオイル・天

然オゾアルコール９０％と植

物精油を成分としたもので

す。優れた防ダニ・抗菌効果

があります。 

またこれには使用期限があり

ません。 

 

価格(税込) 2L･500mlは在庫限り 

１Ｌ ・・・・ ５,９８５円 

ｻﾝﾀﾙ･ﾋﾅｷﾞｸ ６,８２５円 

２Ｌ ・・・・ １１,５５０円 

ｻﾝﾀﾙ･ﾋﾅｷﾞｸ １２,４９５円 

防ダニ･抗菌 １９,４２５円 

５００ｍｌ ・・・・ ３,９３８円 



 

＊アロマテラピー＊ 
ハーブ(薬用植物)や草木、果実などから抽出した１００％

天然のエッセンシャルオイルを利用して、心身のバランスを

整え徐々に癒していく働きをするのがアロマテラピーです｡

またウィルスに対しても抗ウィルス作用があるといわれま

す。アロマテラピーは自分自身で身体を守り、快適な生活を

手助けする自然療法なのです。 


