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天然アロマ定額プラ
ン

アロマで手軽に、ワンランク上の空間へ。

アロマを使ってみたいけれど、何かと面倒そう。

コストも気になるし、手が出しづらい。

アロマ導入する際、そんなお悩みをお持ちではありませんか？

「天然アロマ定額プラン」では、このようなお悩みをすべて解決します。

業界最低価格で、100％天然の香りを思う存分お楽しみいただけます。

手軽にアロマを導入して、ビジネスの差別化を図りませんか？

お客様再訪率や集中力アップ、職員のストレス軽減、消臭、感染症予防など、

アロマの導入により様々な効果が期待されます。

わたしたちと一緒に、アロマで快適な空間をつくりましょう。
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天然アロマ定額プラン導入による効果

コストが

かかる

お手入れ

が大変

効果が

あるのか不安

天然アロマ

導入

お客様の

再訪率アップ

ストレス緩和

感染症予防

空気の浄化

消臭

リフレッシュ

印象アップ

差別化
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天然アロマ定額プラン

導入前 導入後
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天然アロマ定額プランの特徴
AROMIC AIR

AROMIC BIZ

が気軽に使える

合成香料を

一切使用しない

安心の天然精油

100％天然アロマ

使い放題

違約金などが無く

1か月から利用可

アロマ

ディフューザー

無料貸出

契約期間

解約料

なし

天然アロマ定額プラン

※当プランは基本的に事業所様向けのプランのため、1日12時間以内の利用を想定しています。

※営業時間が12時間以上の事業所様に限り、営業時間中は12時間以上ご利用いただけます。

100％天然アロマ

使い放題



設置場所や香りについてのご相談

導入プランのご相談や、設置場所、香りが弱い/強い、香りの種類など、

なんでもお答えいたします。その他、どなたでも随時ご相談ください。

天然アロマ定額プラン

万が一の故障時には…

万が一、機器に不具合が生じたり、故障した場合には

代替機をすぐに送付させていただきます。

何か異変を感じましたらすぐにご連絡ください。

※お客様の過失による故障は実費が発生いたします。
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安心のサポート体制

導入前から導入後まで、専任スタッフがいつでもサポートします。



天然アロマ定額プラン限定サービ
ス

天然アロマ定額プランをご利用のお客様限定！

アロマスプレーなどの弊社アロマ製品を限定企画でご案内。

お得なセットやギフトBOX、定額アロマ利用者様限定クーポンなど、

季節に合わせてアロマ製品をお楽しみください。

天然アロマ定額プラン
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ご利用条件

解約料・契約期間はございません。

1か月からお気軽にご利用いただけます。

天然アロマ定額プラン

より多くのお客様に、

アロマをご利用いただきたいという想いから、

契約期間の縛りを設けず、簡単にアロマをご利用いただけるよう

天然アロマ定額プランをご用意しております。

ご利用に際して特別な条件はございません。

全国どこでも送料0円、その他追加費用などはございません。
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天然アロマ定額プランはお得な
の？

ご利用時間や

利用環境に応じて、

お客様に合うプランを

ご案内させていただきます。

お気軽にご相談ください。

天然アロマ定額プラン

ディフューザーを

1日6-8時間以上

利用予定の方

こんな方に

お得
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とにかく

手軽に、手間なく

利用したい方



100％天然の香り

① ベーシックコース

②季節のおまかせコース

③プレミアムコース
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天然アロマ定額プラン

多様な香りラインナップ
資格保有の専任ブレンダーが、精油の香りや効果を生かした特別な配合で丁寧にブレンド。

どんな場所でもオールマイティにご使用いただけます。
月毎に香りのご変更が可能です。

ベーシックコースでは全12種よりお好きな香りをお選びいただけます。毎月香りを変更しても、ずっと同じ香りでもOK。
リラックスや感染対策、消臭、虫除けなど、幅広いラインナップをご用意しました。
どんな場所でもオールマイティにご使用いただける香りです。様々な場面でご活用ください。

ひと月ごとに、季節に合ったおすすめの香りをお届けします。どんな香りが届くかは、毎月のお楽しみ。
四季が香るイメージとアロマの効果効能を取り入れたオリジナルブレンドで、
季節の移ろいを香りとともにお楽しみいただけます。「毎月自動で香りを変えたい」という方にもおすすめです。

※香りをより効果的にお楽しみいただけるよう、植物性エタノールを加えることがございます。
（植物性エタノールを加えることで、揮発性が高まります。）

ハイグレードな全8種の香りより、お好きな香りをお選びいただけます。毎月香りを変更しても、ずっと同じ香りでもOK。
ジャスミンやサンダルウッドなどの希少精油をブレンドした高級感のある、ワンランク上の上質空間を演出いたします。
様々な場面やお好みに応じてお選びいただける上品で特別な香りをお楽しみください。



ベーシックコース
-選べる12種の香り-

弊社専任の精油ブレンダーが調香したブレンドオイル

100％天然精油を使用

(香りの揮発性を高めるため、植物性エタノールを使用しています)
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No.1-No.4

天然アロマ定額プラン
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No.5-No.9

天然アロマ定額プラン

ベーシックコース
-選べる12種の香り-
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No.10-No.12

天然アロマ定額プラン

※月単位でご変更が可能です。毎月交換してもずっと同じ香りでもOK。

※納得いく香りをご利用いただけるよう初月は月内の香り変更可能です。

※一般販売用の香りとは異なります。※合成香料は一切使用しておりません。

※無料香りサンプルも送付いたします。ご希望の場合はご連絡下さい。

ベーシックコース
-選べる12種の香り-



季節のおまかせコース
-毎月おすすめの香りが届く-

「毎月自動で香りを変えたい」

という方にもおすすめです。

季節の移ろいを、香りとともにお楽しみください。

手軽に飾れる「香りご案内POP」を、

毎月のオイルと一緒にお届けします。

▼ 香りPOPイメージ
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各月の香りイメージ

天然アロマ定額プラン

ひと月ごとに、季節に合ったおすすめの香りをお届けします。

資格保有の専任ブレンダーが、精油の香りや効果を生かした特別な配合で丁寧にブレンド。季節を感じる特別な空間を演出します。

（香りの揮発性を高めるため、植物性エタノールを使用する場合がございます。）



プレミアムコース
-全8種の上質な香り-

手軽に飾れる

「香りご案内POP」を、

毎月のオイルと

一緒にお届けします。

▼ 香りPOPイメージ
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ハイグレードで

特別な香りは

全 8 種

天然アロマ定額プラン

ジャスミンやサンダルウッドなどの希少精油をブレンドした高級感のある、ワンランク上の上質空間を演出いたします。

様々な場面やお好みに応じてお選びいただける上品で特別な香りをお楽しみください。（香りの揮発性を高めるため、植物性エタノールを使用いたします。）



お届けスケジュール

12/15

2回目のお届け日

お申込み～配送 次回12/15お届け分の香り変更/ご解約受付期間

11月末
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（例）11月25日お申込みの場合

・お申込み日から3営業日以内に発送いたします。※日付指定も可能です

・毎月15日前後の発送予定となっております。

・香りのご変更/ご解約は、月末までにご依頼いただけましたら翌月分から適用可能です。

・補充オイルはオイルが無くなり次第、いつでも申請いただけます。

・補充オイルは、申請から3営業日で出荷いたします。

翌月分香り変更/解約依頼期限

11/27or28
申込日

11/25

補充オイル申請期間（無くなった時にいつでも申請OK）

天然アロマ定額プラン

初回発送日

（初月分は無料となります）



よくあるご質問
・デモや香りのおためしはできる？

1週間の無料お試しをご利用いただけます。WEBよりお申込みください。

また無料期間でのご解約の際も手数料は発生いたしませんので、お気軽にお申込み下さい。

香りのサンプルも無料で送付が可能です。

なお、機器本体は弊社店舗（P43参照）や東急ハンズさんなどでご覧ください。

・納品書/領収書が欲しい

弊社では、お客様の個人情報保護及び地球環境に配慮し、

基本的に納品書・領収書を発行しておりません。何卒ご了承ください。

・お休みしたい

休止は受け付けておりません。予めご了承ください。

・1つの事業所で複数台導入は可能？

可能です。台数制限はございません。なお料金は1台ごとに加算となります。

・見積もりが欲しい

ご希望いただきましたら、早急に発行いたしますのでお気軽にお申し付けください。

天然アロマ定額プラン
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・月の電気代はいくら？

AROMIC AIR：消費電力2Wのため、1日12時間のご利用で1日＝0.62円（1か月19円）です。

AROMIC BIZ：消費電力27Wのため、 1日12時間のご利用で1日＝3.17円（1か月95円）です。

・空気清浄機と併用しても問題ない？

併用いただいて問題ございません。ただし空気清浄機が少し香りを吸うことがございます。

・おすすめの設置場所は？

香りは空気の流れに乗って広がるので、

腰より上の位置に置いていただいた方が広がりやすい傾向がございます。

また、風上に置いていただく事もおすすめしております。

・オイルの消費期限はどのくらい？

防腐剤無添加のため、お早めにお使いください。

※保管は直射日光の当たらない冷暗所にてお願いいたします。
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よくあるご質問
天然アロマ定額プラン



届く

天然アロマ定額プラン
“AROMIC AIR （アロミック エアー）”

ご利用方法
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WEB専用フォーム（またはTEL/メール）より、補充オイルを申請ください。

補充オイルが届いたら、オイルビンに継ぎ足します。

※補充オイルは申請日より3営業日以内で出荷。香りはその月にお届け済みのオイルと同じ香りとなります。

1.

2.

【次のオイルお届けまでに精油が足りなくなった場合】

交換 入れる 完了

使い方は、とっても簡単。月に一度のオイル交換のみで、お手入れの必要はありません。

月に一度

天然精油

をお届け

交換時オイルビンの中に

オイルが残っていたら

パッドと一緒に

破棄してください

新しいオイルと

パッドを

オイルビンに

セットしてください

オイルビンを

機器本体に

セットして

完了

天然アロマ定額プラン
「AROMIC AIR」



料金案内

・天然アロマ定額プランは、業界最低価格の月額3,990円（税込）～ です。別途費用は掛かりません。

・最大2か月間は無料でご利用いただけます。（例：12月中に初回お届けの場合、2月より料金発生）

・お客様の過失にて本体故障の際は、別途実費5,500円~をいただく場合がございます。

・業務用アロマの平均価格は月額10,000～15,000円前後です。

アロマ専業メーカーである弊社は、長年の経験/実績をもとにニーズや市場を熟知しております。

そのうえで、少しでも多くのお客様にアロマをご利用いただきたいという想いの元、

限界まで価格を抑え、手軽さを追求した天然アロマ定額プランをご案内しております。

・支払方法：クレジットカード決済 or 請求書払い（NP掛け払い「銀行振込/コンビニ払い」） or 口座振替

・お得な1年分一括先払いもございます。(お支払後のご解約・ご返金は対応出来かねますのでご了承ください)
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天然アロマ定額プラン
「AROMIC AIR」

1台あたり 4,490 円（税込）

1台あたり 3,990 円（税込）

0 円初期費用

月額費用
ベーシックコース

季節のおまかせコース

プレミアムコース 1台あたり 5,490 円（税込）



AROMIC AIR
水なし カビなし しっかり香る

特徴

・水を使わないため、カビ・雑菌・ベタつきなし

・香りの広がりをしっかり感じる

・一度補充したらオイルを使いきるまで手間なし

・オイルの交換も専用パッドを取り換えるだけ、

らくらく簡単に

・夜間でも気にならない静かさの超消音設計

・内部にコードや管のないシンプル設計

・業界初、完全気化式

AROMIC AIR
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3,990円~ プラン用お貸出アロマディフューザー



製品仕様
AROMIC AIR

芳香床面積 6-40畳

精油容量 最大100ml

芳りの強さ 3段階（強/中/弱）

強（連続）、中（60秒芳香25秒休止）、弱（30秒芳香45秒休止）

搭載機能 OFFタイマー2/4/6/H

オートオフタイマー（消し忘れ防止/12H）

消費電力 2W

製品寸法 高さ約230㎜ 直径約120㎜

本体重量 約940ｇ

主な材質 本体部（アルミ）、本体内部（ABS）、オイルビン（ガラス）

オイルビンキャップ部（POM）、オイルパッド（不織布）
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AROMIC AIR

クールシルバー カームゴールド ウッディナチュラル ウッディブラウン

4つのカラーバリエーション

※材質（外側）：全色アルミ製

※本体カラーはお好みでお選びいただけます。
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AROMIC AIR芳香力の秘密「毛細管現象」

「毛細管現象」という自然の原理に基づく製品設計

（植物が根から水を吸い上げるように、ファンの力で自然に芳香します。）

AROMIC AIR

←ファン

←オイル

←不織布パッド
↑ ↑ ↑

↑ ↑

→ ←

使い方は、とってもシンプル。

外側の本体カバーを外し、

内部のボトル（右図茶色瓶）

に精油と不織布パッドを

入れるだけ。

長く、安心して

お使いいただくための

性能にこだわりました

オイルを

不織布パッドに

吸い上げ、

ファンで

気化させます
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届く

天然アロマ定額プラン
“AROMIC BIZ（アロミック ビズ）”

ご利用方法
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WEB専用フォーム（またはTEL/メール）より、補充オイルを申請ください。

補充オイルが届いたら、オイルビンに継ぎ足します。

※補充オイルは申請日より3営業日以内で出荷。香りはその月にお届け済みのオイルと同じ香りとなります。

1.

2.

【次のオイルお届けまでに精油が足りなくなった場合】

交換 セット 完了

月に一度

天然精油

をお届け

前月分のオイルは

ボトルごとゴミ箱へ

オイルが残っている場合は

そのまま破棄してください

新しいオイルボトルを

セット

（中栓をはずして

ご利用ください）

天然アロマ定額プラン
「AROMIC BIZ」

手を汚さずに、ワンタッチで簡単オイル交換。使い捨てボトルでお手入れも不要です。
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天然アロマ定額プラン
「AROMIC BIZ」 料金案内

・最大2か月間は無料でご利用いただけます。（例：12月中に初回お届けの場合、2月より料金発生）

・お客様の過失にて本体故障の際は実費22,000円～をいただく場合がございます。

・業務用アロマの平均価格は10,000～15,000円前後（本体平均価格：約200,000円）です。

アロマ専業メーカーである弊社は、長年の経験/実績をもとにニーズや市場を熟知しております。

少しでも多くのお客様にアロマをご利用いただきたいという想いの元、

限界まで手軽さを追求した 天然アロマ定額プランをご用意しております。

・支払方法：クレジットカード決済 or 請求書払い（NP掛け払い「銀行振込/コンビニ払い」） or 口座振替

・お得な1年分一括先払いもございます。(お支払後のご解約・ご返金は対応出来かねますのでご了承ください)

初期費用お支払い後は、月額費用のみでご利用いただけます。※別途費用はかかりません。

ベーシックコース 1台あたり 9,990 円（税込）

初期費用 1台あたり 22,000 円（税込）

月額費用

季節のおまかせコース 1台あたり 10,990 円（税込）

プレミアムコース 1台あたり 13,990 円（税込）



AROMIC BIZ

特徴

・水を使わず、カビ・雑菌・ベタつきなし

・香りの広がりをしっかり感じる

・一度オイルをセットしたら

使いきるまで手間なし

・誰でも簡単にできるワンタッチオイル交換

・オイルを使い終わったら捨てるだけの

「使い捨て」専用ボトル

・夜間でも音が気にならない超消音設計

・毎日の操作が不要の詳細設定タイマー付

AROMIC BIZ
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どこでも簡単に贅沢な癒し空間へ 広範囲対応

9,990円~ プラン用お貸出アロマディフューザー



製品仕様
AROMIC BIZ
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芳香床面積 60畳（33坪）

精油容量 最大300ml

芳りの強さ 5段階

搭載機能 自動ON・OFFタイマー「曜日ごと」「分単位」「1日2回」

オートオフタイマー（消し忘れ防止/12H、マニュアルモードの場合）

消費電力 27W

製品寸法 幅：約310㎜ 奥行：約110㎜ 高さ：約280㎜

本体重量 約3.7㎏

主な材質 スチール（本体）、アクリル（本体扉）、PET（オイルボトル）

PP（オイルキャップ・中栓）



「ボトル内気化式」
AROMIC BIZ芳香力の秘密

AROMIC BIZ
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ボトル内に風を送り込み、

精油を気化。

ボトル内の空気圧を高め、

空間に香りを送り出します。

ボトルの気密性が高いので、

オイルの鮮度が保たれます。

使い方は、とっても簡単。

オイルが無くなったら前扉を開け、新しいオイルボトルを本体に合わせて置くだけ。

使い終わったオイルボトルはそのままゴミ箱へ。



選ばれる理由

業界最低価格
業界初

オイル使い放題

業務用

納入実績NO,1

アロマ

専業サービス

しっかり

フォロー

天然アロマ定額プランが選ばれる理由

29

アロマ専業メーカー

だから実現できる

お得な価格

オイルの減りを

気にせず使える

医療系事業所など

導入実績

ナンバーワン

創業17年の

アロマ専業メーカー

によるサービス

導入後も専任

担当者が

フォローします



再訪率

アップ

アロマを嗅ぐと落ち着くと感じる方は、多いのではないでしょうか。

精油はそれぞれの持つ有機化合物により、

消臭や抗菌、リラックスなど様々な効果があります。

業務用アロマの導入で、実際にはどんな効果が得られるのでしょうか。

導入効果
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精油にはどんな効果があるの？

効率

アップ

待ち時間の

ストレス

解消

緊張

緩和
消臭

感染症

対策

コミュニ

ケーション

活発化



アロマの効果の秘密
導入効果
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精
油
の
仕
組
み

植物は光合成で得たエネルギーを使って二次代謝を行います

↓

二次代謝により植物に数十～数百の有機化合物が生成されます

↓

有機化合物には様々な天然の効能があります（複数の機能を併せ持っています）

例：メントールやシネオールには、抗菌・抗ウイルス作用

↓

様々な植物から抽出されたのが精油（エッセンシャルオイル）です

鼻から吸収したアロマの芳香成分が、

自立機能を司る視床下部に直接働きかけることで、

自律神経やホルモンバランスが整い、

気持ちを落ち着かせたり、身体機能を高めたりできるのです。



天然精油と合成香料の違い

◎香りの持続時間が長い

◎常に一定の香りを供給できる

× 体内に蓄積されると身体に悪影響

導入効果
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天
然
精
油

合
成
香
料

原料

100％天然の

様々な植物から

抽出

石油などの原料を

化学的に合成

特徴

◎抗菌・抗ウイルス・消臭・免疫力向上など様々な効果

◎自律神経やホルモンバランスを整え、身体機能を高める

◎様々な植物の薬理効果を安全に取り入れることが可能

◎体内に蓄積されても身体に悪影響がない

◎やさしく香る

×合成香料に比べると高価

◎香りの持続時間が長い

◎常に一定の香りを供給できる

× 体内に蓄積されると身体に悪影響



定額プラン導入台数

麻生歯科クリニック、ANAクラウンプラザホテル、EXPG STUDIO福岡、医療法人社団エチ

カ番町デンタルクリニック、ウエルシア、エネクスフリート株式会社、auショップ、オー

トバックス、株式会社東急リゾートサービス、株式会社日立システムズ、株式会社Plan Do 

See、株式会社マッシュホールディングス、株式会社ヤナセ、京王プラザホテル八王子、コ

メダ珈琲、ザ・プレイス・オブ・トーキョー、三愛眼科、サンクスホーム、シーライト藤沢

法律事務所、積水ハウスリフォーム中日本株式会社、大成有楽不動産販売株式会社、田崎病

院、東急リバブル株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、東宝総合警備保障株

式会社、特別養護老人ホーム福寿園、ドコモショップ、ネクサスコート、野村不動産アーバ

ンネット、パンダ薬局、日比谷松本楼、ビューティー・ガロ、ホテルノイシュロス小樽、ホ

テルユニゾ、ホンダカーズ、PEUGEOT倉敷、三井住友信託銀行、三井不動産リアルティ株

式会社、八重洲中央歯科、よよぎ女性診療所、ライフネット生命保険株式会社

導入実績

取扱高前年度比

（※2021年10月現在）

全国2,000台突破 300％UP
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導入事業所一部抜粋



ユーザー評価
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大成有楽不動産販売株式会社

導入事例＆お客様のお声（AROMIC AIR）

導入台数：全39事業所（各1台ずつ）

導入時期：2019/6～

香り：各センターごとに決定

Y 株式会社

導入台数：3台

導入時期：2019/6～

香り：設置階数ごとに決定
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大滝歯科医院

導入台数：1台

導入時期：2018/3～

香り：ラベンダーブレンド

THE PLACE OF TOKYO

導入台数：5台

導入時期：2019/7～（プラン切替時）

香り：イランイランブレンド/ラベンダーブレンド

導入台数：1台

導入時期：2018/11～

香り：イランイランブレンド

M 歯科医院

36

導入事例＆お客様のお声（AROMIC AIR）



Aホテル（銀座）

導入台数：1台

導入時期：2019/10～

香り：

ラベンダーブレンド

ペスカスパ成城

導入台数：2台

導入時期：2019/6～

香り：オレンジブレンド、

グレープフルーツブレンド

導入台数：1台

導入時期：2019/8～

香り：

ラベンダーブレンド

Aホテル（目黒）
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導入事例＆お客様のお声（AROMIC AIR）



来客スペースで利用していますが、良

く香ります。日頃は存在を忘れるくら

いお手入れの必要もなく、手軽に利用

できて嬉しいです。 カーディーラー

歯科医院なので、香りが強すぎず、でも

ふんわり香るものが希望でしたが、これ

はパワーも調整出来て、ちょうどよく香

るので満足しています。歯科クリニック

導入後すぐに香りを感じられてよかった

です。OFFタイマーで自動的に電源が切

れるのも便利です。個人的にも購入し、

自宅で利用しています。 アパレル店舗

とてもよく香っていて、社内でも好評で

す！お客様からも、どこのものを使って

いるのですか？と聞かれたり、その反響

がとても嬉しいです。 サロン

導入後、お客様から何の香り？どこから

香っているの？緊張がほぐれますね！な

どお褒めの言葉をよくいただきます。社

内でもこのフロアに来ると良い香りがす

ると評判で嬉しいです。 オフィス

天然アロマ定額プランをご利用中の

お客様からいただいたお声を

一部ご紹介しています。
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導入事例＆お客様のお声（AROMIC AIR）



サービス開始までの流れ

（STEP 1） （STEP 2） STEP 3 STEP 4 STEP 5

※ご希望の場合は、別途御見積やお申込内容のお控えをお送りいたします。

ご利用開始商品到着お申込み（香りサンプル送付）

（1週間無料お試し）

（お問合せ）

ご要望に合わ
せて、最適な
プランをご提
案します。

ご希望の場合は
無料で香りのサ
ンプルの送付、
1週間無料お試
しが可能です。

WEBもしく
はTEL、

MAILでお申
込み下さい。

お申込みから
3営業日以内
に商品を発送
いたします。

ご質問やご要
望、なんでも
お申し付けく
ださい!

※香りサンプルは「ベーシックコース」「プレミアムコース」のご用意がございます。

「季節のおまかせコース」の香りサンプルはご用意がございませんのでご了承ください。
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※香りサンプルはお申し込み後でも送付可能です。



業務用アロマ製品活用法

アロマディフューザー以外にも、スポットで使える業務用アロマスプレーがおすすめ！

植物から抽出した天然精油と植物エタノールのみでお作りした、天然由来のスプレーです。

合成香料、着色料、保存料など一切無添加。安心してお使いいただけます。

空間や布製品にシュッとひとふきするだけで、簡単にお楽しみいただけます。

アロマディフューザーを置いていないお部屋やお手洗いにおすすめです。

会議室や送迎車、

営業車の使用前後、

空間やマットに

たっぷり使える500mlボトル：1,590円（税込）

（詰替用1L：2,990円）

香りは全3種（ウイルス対策用/室内消臭用/エントランス用）
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ホテルや

介護施設のお部屋や

ファブリックに

クリニックや

サロンで使用する

タオル/布製品に

スタッフの使用

するマスクの外側に

ウイルス対策

お手洗いや

車内の消臭や

お掃除に

その他業務用アロマ製品

業務用アロマスプレーはこんなシーンにおすすめ



100％天然のアロマ専業メーカー

商号 アロマスター株式会社 AROMASTAR CO., LTD.

所在地 東京事業所（渋谷区恵比寿）名古屋事業所（名古屋市天白区）

代表者 代表取締役 神田秀昭

創業/資本金 2002年/5,000万円

事業内容 業務用アロマディフューザーの企画・開発・販売

精油(エッセンシャルオイル）の輸入・調合・販売

アロマスプレーの企画・開発・製造・販売

医療・介護スタッフ対象のアロマテラピー講座・勉強会の開催

会社概要
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・会社概要・



会社概要

店舗情報 aromicstyle.com/store/

公式通販サイト aromicstyle.com

業務用サイト biz.aromicstyle.com

植物由来の天然成分を活用した、スマートなライフスタイルの実現を目指しています
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・店舗情報・



TEL 03-5724-3875
（ 10：00-17：00 / 土日祝を除く）

MAIL biz@aromicstyle.com

HP biz.aromicstyle.com

まずはお気軽にお問い合わせください

お問い合わせ先
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「天然アロマ定額プラン」ご案内ページはこちら


