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フランス・プロバンス地方の
最新設備工場から提供される

高品質・安全な
公的機関認定オーガニック製品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾌﾗﾝｽ有機認定機関 　ﾌﾗﾝｽ有機非営利団体　　EU公営有機認定 　米国公営有機機関

オーガニック　エッセンシャルオイル

商品名 学名 抽出部 抽出方法 主な原産国
イモーテル Immortelle Bio 花 水蒸気蒸留法 イタリア 2.5ml ¥4,574
イランイランエキストラ Cananga Odorata 花 水蒸気蒸留法 マダガスカル 5ml ¥1,904
イランイランコンプリート Cananga odorata (Lam.) Hook 花 水蒸気蒸留法 マダガスカル 5ml ¥1,648
ウインターグリーン Wintergreen 葉 水蒸気蒸留法 ネパール 5ml ¥992
オレンジスイート Citrus sinensis L. Osbeck 果皮 圧搾法 メキシコ 5ml ¥865
クラリセージ Salvia sclarea 花の先端 水蒸気蒸留法 フランス 5ml ¥2,472
グレープフルーツ Citrus paradisii 果皮 圧搾法 アメリカ 5ml ¥1,481
サイプレス Cupressus sempervirens 小枝 水蒸気蒸留法 ｽﾍﾟｲﾝ・ﾓﾛｯｺ 5ml ¥1,472
シダーウッド　アトラス Cedrus atlantica 木部 水蒸気蒸留法 ﾓﾛｯｺ 5ml ¥865
シトロネラ Cymbopogon nardus var Winterianus Jowitt 葉 水蒸気蒸留法 ネパール 5ml ¥927
ジェニパーベリー Juniperus communis 液果 水蒸気蒸留法 ﾏｹﾄﾞﾆｱ・ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ・ｱﾙﾊﾞﾆｱ 5ml ¥944
シナモンバーク Cannelle Ecorce 液果 水蒸気蒸留法 マダガスカル 5ml ¥2,128
スパイクナード Nardostachys jatamansi 根 水蒸気蒸留法 ネパール 5ml ¥1,440
スパイク（ｱｽﾋﾟｯｸ）ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ Lavender aspic 花の先端 水蒸気蒸留法 スペイン 5ml ¥984
スペアミント Speamint 葉 水蒸気蒸留法 インド 5ml ¥648
ゼラニューム　ブルボン Pelargonium x asperum 葉軸、花 水蒸気蒸留法 南アフリカ 5ml ¥1,481
タイム　チモール Thymus vulgaris L. 葉 水蒸気蒸留法 フランス 5ml ¥1,944
ティ－トリー Melaleuca alternifolia 葉、小枝 水蒸気蒸留法 南ｱﾌﾘｶ・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 5ml ¥1,037
パチュリ Rosmarinus officialis 草 水蒸気蒸留法 インドネシア 5ml ¥1,296
パルマローザ Cymbopogon martinii 葉 水蒸気蒸留法 インド・ネシア 5ml ¥1,056
フランキンセンス Boswellia Cartrerii 樹脂 水蒸気蒸留法 ソマリア 5ml ¥2,216
ベチバー Vetiveria zizanoïdes L. 根 水蒸気蒸留法 ｽﾘﾗﾝｶ・ﾏﾀﾞｶｽｶﾙ 5ml ¥2,000
ペパーミント Mentha piperita L. var piperita 全草 水蒸気蒸留法 インド 5ml ¥1,312
ベルガモット Citrus bergamia 果皮 圧搾法 イタリア 5ml ¥1,352
ビターオレンジ Orenge Amere 果皮 圧搾法 ブラジル 5ml ¥1,352
マジョラム　 Origanum majorana L. 葉、花 水蒸気蒸留法 スペイン 5ml ¥1,944
マンダリン　 Citrus reticulata Blanco 果皮 圧搾法 ブラジル 5ml ¥1,221
ユーカリ　グロブス Eucalyptus globulus 葉 水蒸気蒸留法 スペイン・ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ 5ml ¥853
ユーカリ　スミシ Eucalyptus smithii 葉 水蒸気蒸留法 南アフリカ 5ml ¥824
ユーカリレモン Corymbia citriodora (Hook) 葉 水蒸気蒸留法 マダガスカル 5ml ¥914
ラバンジン Lavandula burnati 花の先端 水蒸気蒸留法 スペイン 5ml ¥896
ラベンサラ Ravensara Aromatica 葉 水蒸気蒸留法 マダガスカル 5ml ¥1,220
ラベンダー(ﾒｲﾚｯﾄ） Lavandula angustifolia P. Miller 花の先端 水蒸気蒸留法 フランス 5ml ¥1,175
ラベンダー ﾌｧｲﾝ　ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ Lavandula angustifolia（Miller）  Fine Bulgare 花の先端 水蒸気蒸留法 ブルガリア 5ml ¥1,205
ラベンダー（ﾌｧｲﾝﾏｳﾝﾃﾝ） Lavandula Angustiforia 花の先端 水蒸気蒸留法 フランス 5ml ¥1,512
リツアクベバ litsea cubeba（Lour.) Pers. 果実 水蒸気蒸留法 ベトナム 5ml ¥896
レモン Citrus Limon 果実 水蒸気蒸留法 イタリア 5ml ¥988
レモングラス Cymbopogon flexuosus(Need ex Steudel) 草 水蒸気蒸留法 インド 5ml ¥896
ローズマリー Rosmarinus officialis 花の先端 水蒸気蒸留法 ﾁｭﾆｼﾞｱ・ﾓﾛｯｺ 5ml ¥1,000
ロックローズ Cistus ladaniferus L. 小枝 水蒸気蒸留法 スペイン 5ml ¥4,000
＊価格（円）は税抜希望小売価格です。原産国は天候や作柄などにより、変更することが有ります。

＊使用上の注意；裏ページの「ご注意ください」をお読みください。
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リメディオ　商品リスト　(2015B版）
一部商品を除く

容量 税抜価格

UWE　 Uni-World EnterpriseCo.,Ltd. ㈱UWE　アロマ事業部

Pure & Fine Organic Essential Oils
100%有機栽培植物性オーガニックオイル

リメディオ　Rimedioは、高品質精油の証しです。
100%有機栽培植物抽出オーガニック精油



オーガニック　キャリアオイル 容量 価格(税抜）

オリーブ　　OLIVE LEAVES 100ml ¥1,900
100ml ¥4,441
200ml ¥8,373

オーガニック　フラワーウォーター 容量 価格(税抜）

100ml ¥1,900
100ml ¥1,462
200ml ¥2,417
100ml ¥1,462
200ml ¥2,417

＊価格（円）は税抜希望小売価格です。原産国は天候や作柄などにより、変更することが有ります。

RIMEDIO精油・キャリアウォーター・フラワーウォーターは、フランスの
プロバンス山中の最新設備工場で、衛生的に生産されます。

工場の近くの農場で栽培される、植物（ラベンダー、ラバンデンなど）
と世界中の契約有機栽培農家から集めた植物から、精油・キャリア
ウォーター・フラワーウォーターを抽出します。
そして、工場内分析室で成分を分析、更にエコサートなど公的有機
植物認定機関にサンプルを送り、認証を取得します。
工場も定期的にエコサートなど有機認定機関の検査を受けます。

　　　　　　　最新蒸留装置
　　工場近くのラバンデンの畑(左）と高地ラベンダー(右）

工場は、シルクロードの西端に位置し、元はシルクの加工場
でした。2005年、近くに最新蒸留装置（右上写真）を備えた
工場と分析研究室を建設し、アロマ精油、ドライフルーツや
オーガニック医療品、ハーブ製品などを生産しています。

工場では、高い品質管理、自然環境にやさしい生産方法
を採用、また材料は可能な限り近くの農場から集め、
運送による自然環境への影響に配慮しています。

ご注意下さい。

ご使用の際には以下のご注意事項を守り、正しくお使い下さい 18世紀からシルク工場として使われていた旧蒸留所
○　オイルの質の低下を防ぐ為に、高温、湿度を避けて保管して下さい。

○　妊娠中にアロママッサージが役立ちますが、腹部は避けて下さい。
○　必ず、希釈してお使い下さい。 使用を避けるべきオイルもありますので必ず医師と相談の上でお使い下さい。
○　持病のある方、病院通いをされている方、薬を飲んでいる方は事前に医師に相談して下さい。
○　食後、飲酒後、熱がある時はマッサージを行わないで下さい。 
○　目や口、傷口、粘膜には使用しないで下さい。
○　エッセンシャルオイルは薬ではありません。ご自身の責任のもとで正しくお使い下さい。
○　敏感肌の方、肌の弱い方は使用する前に必ずパッチテストを行って下さい。　
○　酸化を進める原因となりますので、使用後は蓋をしっかりと閉めて下さい。　　
○　小さなお子様への使用は特にお気を付け下さい。　　
○　ブレンドしたオイルを保管する際には遮光ビンに入れ、精油と同じ様に保管して下さい。
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ローズ（ダマスクス）　　ROSA DAMASCENA BIO　　　HYDROLAT ROSE

RIMEDIO精油の故郷はプロバンス

UWE　 Uni-World EnterpriseCo.,Ltd. ㈱UWE　アロマ事業部

(株)ユーダブリュイー http://www.rimedio.co.jp/

リメディオ Rimedioは、高品質精油の証しです。

ホホバ　　JOJOBA BIO　　　HUILE VEGETALE JOJOBA

カモマイル　　ROMAN　CHAMOMILE

ネロリ　CITRUS AURANTIUM (L.) BIO　　HY NEROLI TYPE 1


