2022 年 10 月 21 日

報道資料

60 種以上の精油を揃えるアロマ専門店「アロマブルーム」
誕生石にちなんだ、生まれ月ごとの「誕生香」を発表
24 種の精油をラインアップ、新しい“香りの選び方”を提案
年末に向け、“パワーフレグランス”を身にまとい、運気アップ！
化粧品やアロマ商品を展開する（株）フォーシーズ HD（福岡市、東証スタンダード市場 証券コード：
3726）は、11/3 の「アロマの日」を前に、生まれ月ごとの“誕生香（たんじょうこう）”24 種を発表します。
精油は、誕生石をベースに、宝石の色や石言葉などから連想するものを“誕生香”としてセレクトしてい
ます。「パワーフレグランスとして、香りを楽しむ」という新たなアロマライフを提案します。
精油は、「生まれ月ごとの“パワーフレグ
ランス”で運気を高める」をテーマに、1 月
から 12 月の各月に当てはめられた“誕生
石”や、パワーストーン（宝石）と親和性の
高いものを選んでいます。石の色や石言
葉、歴史、ヒーリング効果と紐づけた香り
を、ひと月に 2 種ずつ、12 カ月分で計 24
種セレクトします。
例えば、黄金色に輝く 11 月の誕生石
「シトリン」には、「ネロリ 3%DIL」をチョイス
します。太陽のような見た目の橙（ダイダ
イ）が咲かせる花から抽出した精油で、気
持ちを前向きにする、落ち着いた香りが特
徴のアロマです。

誕生石の色や石言葉などから導いた
各月の“誕生香”24 種をラインアップ
年末年始の運気アップに香りを添えて！

自身の生まれ月の石を身につけると幸運が訪れると信じられているパワーストーンの“誕生石”。身に
つける石に、パワーフレグランスである“誕生香（たんじょうこう）”も合わせることで、運気アップを狙う、新
しい香りの選び方を提案します。
24 種のパッケージは、花や葉、樹の幹といった、抽出部位をイメージさせるカラーで展開します。
各精油は、当社が運営するアロマ専門店「アロマブルーム」の全 26 店舗（1 都 3 県）と EC サイトで
販売しています。価格は税込 1,320 円～2,090 円（5ml～）です。
誕生石（パワーストーン）と 24 種の“誕生香”（精油） 一覧
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ガーネット

精油（誕生香）
ベチバー
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深みのある赤色で、石言葉は
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まるで森林の中にいるような

アメジストに似た、淡い紫やピ
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気分になる、清涼感のあるシ

ンクの花を咲かせます。ひら
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ャープな香りは、気持ちの切

めきを与えてくれるような、甘

を与えるヒーリング効果が期待

り替えにぴったりです。季節
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切れ味を持つ香りです。
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3月

アクアマリン

ライム

ローズマリー カンファ―

生命の源である海を象徴する

涼しさを感じさせるような爽や

「アクアマリン」に似た美しい

石としてギリシャ神話にも登場

かな香りは、心をリフレッシュ

ブルーの花を咲かせ、学名は

する「アクアマリン」の石言葉

させます。はっきりとした香り

「海のしずく」を意味します。
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ます。
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す。
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クリスタル

ラベンダー

有機ユーカリラディアータ

水のような透明感から、様々な

アロマテラピーの代表的な香

ユーカリの中でも特に青々と

物に染まるといわれ、「万能なパ

りとして広く使われ、「万能精

した清涼感のある香りが特徴
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心も緊張から放たれるような、
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元気にしてくれるようなフルー
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います。石言葉は「繁栄」「長
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ディケア商品にも用いられて

す。

います。
6月

ムーンストーン

カモミール 3%DIL

クラリセージ

月のようなやわらかな光を放つ

リンゴのような甘くフルーティ

「女性のためのハーブ」とも呼

宝石です。月は、女性らしさを

ーな香りで、女性特有の“ゆ

ばれています。ほんのり甘い

表すモチーフとしても使われて

らぎ期”をサポートします。穏

香りは、女性らしい気分を上

いるため、女性的な優しいエネ

やかな香りなので眠る前にも

げてくれると言われています。

ルギーが凝縮していると言われ

ピッタリです。

また、含有する成分「スクラレ

ています。癒しと愛に関わる宝

オール」は、女性特有の“ゆら

石です。

ぎ期”にもアプローチしてくれ
ると言われています。

7月

ルビー

ローズマリー シネオール

グレープフルーツピンク

燃えるような赤色は、血液を思

“若々しさのオイル”とも呼ば

ほどよい苦みを含んだフレッ

わせる色合いから、生命の力を

れるローズマリーは、アクティ

シュで爽やかな香りは、気持

持つと信じられています。情熱

ブな身体をサポートすると言

ちを生き生きとさせます。主な

の象徴とされ、身につけると自ら

われています。心にもパワー

成分の「リモネン」や「ヌートカ

を奮い立たせ、自信や勇気を
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活力が欲しい時に頼りになる

ュしたい時に向いています。

をくれるとも言われています。

精油です。

8月

ペリドット

ジャスミン 3%DIL

オレンジ

闇の中でも光り輝く姿から「太陽

「花の王」と呼ばれるほど華

太陽のような見た目のオレン

の石」とも呼ばれています。太

やかで、存在感のある濃厚な

ジは、温かみを感じさせるフレ

陽のように明るく照らし、気分を

香りのジャスミンは、女性に嬉

ッシュな香りです。嗅ぐだけで

持ち上げる脳の神経伝達物質

しい成分を豊富に含有してい

肩の力を抜き、気持ちを前向

「セロトニン」のような働きをする

ます。活力を与えてくれるよう

きにします。

とも言われています。

な香りなので、自信を取り戻
したい時にオススメです。

9月

ローズ 3%DIL

クンツァイト

ジュニパーベリー

紫がかった淡いピンク色で、深

甘さと苦みを含んだ爽やかな

「香りの女王」とも呼ばれるロ

く純粋な愛を象徴する宝石で

香りで、洋酒のジンの香り付

ーズの精油は、気持ちを高

す。石言葉は「無償の愛」「純粋

けとしても使われています。

め、幸福感を与えてくれると

さ」で、心を活性化するとされて

落ち着きと活性、両方のイメ

言われています。甘く華やか

います。また、感情のバランスを

ージを持ち合わせた香りで、

な香りは、満ちた気分にさせ

安定させる効果もあると言わ

気持ちのバランスにもアプロ

てくれます。気持ちが乱れが

れ、悩みや不安など、ネガティ
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ちな“ゆらぎ期”にオススメで

ブな気分を取り去り、安心感を

す。

与えます。
10 月

ローズクォーツ

ローズゼラニウム

メイチャン

「女神アフロディーテ」の石と呼

バラのような華 やかさと、爽

太陽をイメージさせるような温

ばれ、古くから恋人との愛を育

やかさを併 せ持 った香 り

かみを感じるシトラス系の香り

む恋愛のお守りとして親しまれ

で、心 を和 らげる働 きがあ

です。気持ちを晴れやかに切

ています。バラのように美しいピ

ると言 われています。気 持

り替えたい時に嗅ぐと、気分

ンク色をしていることから、優し

ちが高 ぶって寝 付 けない

を上げて楽しい気持ちにさせ

さや恋を連想させ、思いやりを

時 や、心 がささくれ立 って

てくれます。

育むと言われています。

いるのを感 じる時 に、寄 り
添 ってくれる香 りです。

11 月

ネロリ 3%DIL

シトリン

サイプレス

富や金運を象徴する宝石と言

「橙（ダイダイ）」の花から抽出

和名「西洋糸杉」は、一年中

われています。明るく光を放つ

したネロリは、爽やかな柑橘

枯れない緑ということから「永

シトリンには、商売繁盛のほか、

系と、華やかなフローラル

遠に生きる」という意味を持つ

人間関係をサポートするパワー

系、そしてほのかな青みがア

名前がつけられています。森

があると考えられています。身

クセントになった香りです。心

林浴をしているようなウッディ

につける人の気持ちを前向きに

がほぐれるような落ち着いた

ーですっきりとした香りは、穏

します。

香りは、気持ちを前向きにす

やかな気持ちを誘います。深

る手助けをしてくれます。

呼吸をしながら嗅ぐのがオス
スメです。

12 月

タンザナイト

ベルガモット

フランキンセンス

アフリカのタンザニアにあるメレ

シトラス系のフレッシュな香り

カンラン科の木から採れる樹

ラニ鉱山でしか採れない希少性

で、アールグレイの香りづけ

脂から抽出した精油で、ウッ

の高い宝石です。石言葉は、

で使われることでも知られて

ディーな中にスパイシーさと

「誇り高き人物」「高貴」「冷静」。

います。ほっと落ち着きたい

柑橘の爽やかさを感じる香り

気持ちを落ち着かせて、冷静な

時に嗅げば、穏やかな気分

です。呼吸を意識するヨガや

判断ができる力を与えてくれる

にしてくれます。

瞑想時などに多く用いられて

と言われています。

います。感性が研ぎ澄まされ
るような、きりっとした気分にな
れます。

＜ご参考情報＞
アロマ専門店「アロマブルーム」と“誕生香”の提案者について
「アロマブルーム」は、60 種以上の精油（エッセンシャルオイル）を揃えるアロマ専門店です。
取り扱う精油はすべて、植物の花や茎、樹
皮などの天然素材から抽出した本格派です。
合成香料不使用なので、素材そのもののフレ
ッシュな香りをお楽しみいただけます。
“誕生香”の 24 種の精油は、アロマブルー
ム 小田急エルミロード新百合丘店のスタッフ
で、国際プロフェッショナルアロマセラピストの
資格を持つ大塚麻子（おおつか あさこ）が選
定しています。
精油の香りや効能、成り立ちなどからセレク
トした「生まれ月で選ぶ“誕生香”」を、新しい
アロマの楽しみ方として提案します。

精油やハーブの専門知識を有し
新しい精油の楽しみ方を提案する
アロマセラピストの大塚麻子

“誕生香”とハーブティー、ディフューザーを詰めたギフトセットも
アロマブルームの全店（1 都 3 県 26 店舗）では、誕生月別にオススメのハーブアイテムを組んだセッ
ト「アロマブルーム バースデーギフト」を、2022 年 7 月から販売しています。
セット内容は、各月の“誕生香”2 種とハーブ
ティー1 種、精油を垂らして香りを拡散させる
芳香器（アロマストーン）1 種です。販売価格
は税込 3,300 円で、通常価格より最大約
35%お得な設定です。
ハーブティーは、ラベンダーやカモミールな
どを組み合わせた「リラックス」をテーマにした
ブレンドや、ビタミン C を豊富に含有するハイ
ビスカスやパッションフラワーなどを組み合わ
せた“美容”のためのブレンドなど、全 8 種の
中から 1 種をセットします。
セットは、当月と翌月の誕生月の内容を販
売します。（※11 月は、11 月生まれと 12 月生
まれのセットを販売）プレゼントとしての需要も
多く、人気を集めています。

生まれ月の“パワーフレグランス”2 種と
ハーブティーで、おうち時間の充実に

セット概要
セット名
税込価格
内容
販売場所

AROMA BLOOM BIRTHDAY GIFT （アロマブルーム バースデーギフト）
3,300 円
精油（5ml または 10ml）2 種、ハーブティー（2g×10 包入り）1 種、アロマストーン 1 種
アロマブルーム全店（26 店舗）

東京 7 店舗／埼玉 9 店舗／千葉 3 店舗／神奈川 7 店舗

HP

https://www.aromabloom.jp/20220929_birthdayaroma-deview/

備考

※店頭では当月と翌月のセットを販売します
※店頭にない月のセットをお求めの方は、スタッフまでお声掛けくださいませ
※価格等は変更になる可能性がございます。最新情報はお問い合わせください

問合せ

092-720-5460（（株）フォーシーズ HD） ※平日 9：30～18：30

