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｜価値観｜

森と歩む

私たち飛驒産業は家具メーカーです。
これまで、森を想い、素材と向き合い、未来
へと繋がる持続可能なものづくりを追求して
きました。

森と歩む企業として、家具には使えない木材
や、山を守るために枝打ちされた枝葉など、
永年かけて育った森の恵みを余すことなく 、
みなさまへお届けしていきたい。その想いか
ら、きつつき森の研究所にて樹液抽出の研究
を行っています。
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きつつき森の研究所は、木の新たな価値
を研究するため、本社工場の一角に
2013年に設立いたしました。家具には
使えない木材や枝葉などを使用し、樹液
抽出などの研究開発を行っています。

“高圧水蒸気蒸留法” は原材料を高圧水
蒸気下でプレスし、精油や蒸留水を抽
出する技術です。特許を取得していま
す。（特許番号：特許第6332350号）

従来の水蒸気蒸留法に比べ、抽出効率
が高く、高沸点化合物（ジテルペンなど）
の蒸留が高濃度で可能となります。

きつつき森の研究所

きつつき森の研究所

高圧水蒸気蒸留法

飛驒産業本社工場

高温・高圧力容器

高圧水蒸気

固形燃料

蒸留ポット

冷却装置

貯水槽

アロマ商品、農業資材など

枝葉・材

蒸留液

｜特長｜
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家具メーカーがつくるアロマ商品

きつつき森の研究所では、高圧水蒸気蒸留法
という製法で、エッセンシャルオイル（精油）
と芳香蒸留水の抽出を行っています。高圧
水蒸気蒸留法は、木材圧縮技術を活かした飛
驒産業独自の製法です。高圧水蒸気蒸留法
で抽出する樹木の成分には、通常の水蒸気蒸
留法では得ることのできない貴重な成分が
含まれています。

ガスクロマトグラフ質量分析計という機器
を使って、抽出したエッセンシャルオイルや
芳香蒸留水の成分分析と定量も行っています。

独自の抽出方法を用いたエッセンシャルオ
イル、芳香蒸留水を使用した製品、木材加
工技術を活かしたアロマグッズなどの商品
開発を行っています。

1.

2.

3.



抽出方法：高圧水蒸気蒸留法
□成分表は特長的成分のみ記載しています。
□成分は素材の伐採時期や抽出時期によって異なります。
    数値は参考値です。

温かみのある木部の香りに比べて枝葉は、よりフレッ
シュな香りです。疲労回復、血行促進、リラックス効果、
抗菌作用があると言われています。

ヒノキ枝葉 学名：Chamaecyparis obtusa

5ml  ¥1,650（税込） 抽出部位：枝葉（飛騨産）

ES002

森林浴を想わせるウッディーな香りです。含まれる成
分には、鎮静効果や睡眠改善効果があると言われてい
ます。

コウヤマキ 学名：Sciadopitys verticillata

5ml  ¥2,200（税込） 抽出部位：木部（日本産）

ES004

スギのすっきりとした香りは脳や自律神経に直接作用
し、鎮静・リラックス効果があると言われています。
抗菌作用が期待できます。

スギ 学名：Cryptomeria Japonica

5ml  ¥1,650（税込） 抽出部位：枝葉（飛騨産）

ES001

日本人に古くから親しみのある、ヒノキの香りです。
リフレッシュ効果やむくみ改善効果があると言われて
います。

ヒノキ木部 学名：Chamaecyparis obtusa

5ml  ¥1,650（税込） 抽出部位：木部（飛騨産）

ES003

モミの仲間のトドマツは、深い森の中にいるような森林
の香りです。空気清浄効果や森林浴をするようなリラッ
クス効果があると言われています。

トドマツ 学名：Abies sachalinensis

5ml  ¥2,200（税込） 抽出部位：枝葉（北海道三笠市産）

ES006

マツ特有のツンとした香りを感じない、優しく甘い香
りが特徴です。むくみや冷えの緩和に力を発揮してく
れます。

ヒメコマツ 学名：Pinus parviflora

5ml  ¥2,200（税込） 抽出部位：木部（飛騨産）

ES005

成
分
含
有
率︵
％
︶

＊妊娠中やホルモン依存型癌疾患の方は使用をお控えください。

成
分
含
有
率︵
％
︶

ヒバは木の中でも香りが強く、その深みのある匂いは
どこか懐かしさを感じ、緊張を和らげる効果がありま
す。また、含まれる成分には非常に高い抗菌・消臭の
効果があると言われています。

ヒバ 学名：Thujopsis dolabrata

5ml ¥1,650（税込） 抽出部位：木部（石川県能登産）

ES008

飛騨産の樹木をメインに国産の樹木
から抽出した 100% 天然・無添加の
精油です。日本の美しく豊かな森か
ら生まれた、木々そのものの清潔感
ある香りや自然の恩恵を感じていた
だけます。

エッセンシャルオイル
Essential Oil

｜商品紹介 1｜

65

0 5 10 15 20 25 30

ヒバエン

酢酸ボルニル

酢酸テルピニル

エレモール

成
分
含
有
率︵
％
︶ 0 5 10 15 20 25 30 35 40

γ-カジネン

δ-カジネン

α-カジノール

Τ-カジノール 成
分
含
有
率︵
％
︶ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

β-セドレン

α-セドレン

セドロール

成
分
含
有
率︵
％
︶ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

エレモール

δ-カジネン

α‐ピネン

ネロリドール 成
分
含
有
率︵
％
︶ 0 5 10 15 20 25

酢酸ボルニル

リモネン

β-フェランドレン

カンフェン

成
分
含
有
率︵
％
︶

0 10 20 30 40 50 60 70

イソツヨプセン

セドロール

ツジョプセン

0 5 10 15 20 25 30

β-オイデスモール

α-ピネン

カウレン

エレモール



ラベルカラーが 2種類あります。

国産の樹木と国内外の自然素材から
抽出した 100% 天然・無添加の精油
をブレンドしています。生活シーン
や暮らしの悩みなど、ライフスタイ
ルに合わせてお選びいただけます。

ブレンドエッセンシャルオイル
Blend Essential Oil

柑橘系の香りを加えた、明るい気分にさせてくれるこの
ブレンドは、家族や仲間と楽しく過ごす空間を和やか
に演出します。

Living Room リビングルーム

5ml ¥2,200（税込）

原材料：ヒノキ木部・ヒノキ枝葉・スギ・ヒメコマツ・
　　　　レモン・ユズ

ES051

深い森の中にいるような落ち着きのある香りは、自律
神経のバランスを整え、穏やかな心地よい睡眠をもた
らしてくれます。

Bed Room ベッドルーム

5ml ¥2,200（税込）

ES055

甘く落ち着いた香りが心を穏やかにし、不安定になりがち
な女性の心身のバランスを整えます。健やかな毎日をサポー
トしてくれるブレンドです。

For Woman フォーウーマン

5ml ¥2,750（税込）

原材料：ヒメコマツ・ヒノキ木部・コウヤマキ・
　　　　ゼラニウム・イランイラン・パチュリー・マンダリン

ES057

＊妊娠中やホルモン依存型癌疾患の方は使用をお控えください。

空気浄化・殺菌・抗菌作用をもつ成分を豊富に含むヒノ
キやヒメコマツにユーカリを加えたブレンドです。消臭効
果が期待できるほか、お掃除の際にも役立ちます。

Anti-virus アンチウイルス

5ml ¥2,200（税込）

原材料：ヒノキ木部・ヒノキ枝葉・ヒメコマツ・
　　　　ユーカリグロブルス

ES060

頭をリフレッシュさせ、勉強や仕事に集中できるなどの
効果が期待できる香りです。抗菌・抗ウイルス効果も
期待でき、体調管理にも役立ちます。

Focus フォーカス

5ml ¥2,200（税込）

原材料：ヒノキ木部・ヒメコマツ・スギ・サンショウ・
　　　　ローズマリーシネオール

ES061

花粉症などの不快な症状を緩和させる効能について考
慮し、ブレンドしたものです。スッキリとした香りで、
目のかゆみや鼻づまりを楽にします。

Seasonal Care シーズナルケア

5ml ¥2,200（税込）

原材料：ヒノキ木部・ヒノキ枝葉・スギ・ヒメコマツ・
　　　　ユーカリラディアタ・ローズマリーシネオール・
　　　　レモン

ES056

土や大地を思い起こさせ、どこか懐かしさを感じさせる
香りは、記憶を呼び覚まし、自己と向き合う時間に役立っ
てくれます。

Memory メモリー

5ml ¥2,200（税込）

原材料：スギ・ヒノキ木部・コウヤマキ・ユズ・
　　　　ラベンダーアルパイン・ベチバー

ES059

抽出方法：高圧水蒸気蒸留法 /スギ・ヒノキ・コウヤマキ・ヒメコマツ・サンショウ
　　　　　水蒸気蒸留法 /ユズ・ラベンダー・ローズマリー・ユーカリ・ゼラニウム・イランイラン・パチュリー・ベチバー
　　　　　圧搾法 /オレンジスイート・レモン　　低温圧搾法 /マンダリン

color

color

生活シーンに合わせたブレンド

暮らしのお悩みに合わせたブレンド

｜商品紹介 2｜

原材料：スギ・コウヤマキ・ヒノキ木部・
　　　　ラベンダーアルパイン・オレンジスイート
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精油成分を微量に含み、自然の香りが楽しめ
る芳香蒸留水です。ルームスプレーやリネン
ウォーターとして様 な々用途でお使いください。

エアーフレッシュナー　“飛騨の樹木ブレンド”

100ml ¥880（税込）

原材料：芳香蒸留水（スギ・ニオイコブシ・
　　　　クロモジ）

ES650

穀物エキスを主成分とした無着色・無香料のス
プレーです。お好きなオイルを入れてオリジナ
ルのアロマスプレーをお作りいただけます。

アロマスプレーベース　“100％PURE植物抽出エキス”

30ml ¥770（税込）

原材料：植物抽出エキス（大豆・米・麦）

ES600

ユーカリレモンやペパーミントなどの虫が嫌が
る精油成分をブレンドした、衣類・空間用ア
ロマスプレーです。どなたでも使いやすい、
優しく爽やかな香りです。ディート無添加のた
め小さなお子さまと一緒に使えます。

アウトドアミスト
100ml ¥1,210（税込）

原材料：水・エタノール・精油（ヒノキ・スギ・ユーカリレモン・
　　　　ゼラニウム・ラベンダーアルパイン・ペパーミント）

ES610

抗菌・消臭効果の高い石川県能登地方の
ヒバの木部を高圧水蒸気蒸留法で抽出し
た100％天然の芳香蒸留水です。身の回
りの菌や臭いが気になる所にご使用いた
だけます。

抗菌・消臭スプレー
250ml ¥1,650（税込） ES651

樹木の芳香蒸留水にトドマツなどの天然
精油をブレンドし、すっきりとした香りに仕上
げました。春先の鼻喉の不快感の緩和、マス
クの抗菌や気分のリフレッシュなどにお使
いいただけます。

マスクスプレー
30ml ¥990（税込） ES630

原材料：芳香蒸留水（クロモジ・ヒメコマツ）・エタノール・
　　　　精油（トドマツ・ヒノキ木部・ユーカリラディアタ・
　　　　ペパーミント）

｜商品紹介 3｜

ピクニックやキャンプ、ガーデニングなどの野外での活動にも
おすすめです。衣類や空間にスプレーしてご使用ください。

持ち運びに便利なコンパクトサイズ。マスクの臭いが気になると
きやお鼻のムズムズが辛いときに、マスクの外側にシュッと一吹
きかけて、少し乾かしてからご使用ください。高い抗菌効果を持
つ成分を配合しているため、マスクやリネンなどの抗菌スプレー
としてもご使用いただけます。

キッチンまわりやトイレ、玄関など、暮らしのあらゆるシーンで
の抗菌・消臭効果が期待できます。

取扱店限定商品

原材料：芳香蒸留水（ヒバ）

109

気軽にアロマを暮らしに取り入れることができる、エッセンシャルオイル
や芳香蒸留水をブレンドしたアロマスプレー。
どれも自然に息づく植物の恵から生まれた商品です。
暮らしのなかでのお悩みに、樹木の香りがそっと寄り添ってちからに
なってくれます。

アロマスプレー
Aroma Spray



〈作り方〉1.木材が柔らかくなるまで水に浸します。
 2. 軽く水気を拭き取った後、付属の接着剤で小さいパーツ
から順番に接着していきます。（詳しい説明書が付属しています）

卓上、トイレ、車など狭い空間でのご使用をおすすめします。
オーナメントには直接オイルをしみこませ、ディフューザーは
オイルの瓶に直接差し込んでお使いください。

アロマディフューザー  葉っぱ形

¥880（税込）
原材料：スギ圧縮材 ES801

アロマオーナメント  ひし形

¥880（税込）
原材料：スギ圧縮材 ES800

スタンド（丸型 大）

ビーチ　　　　 ¥3,960（税込）

ウォルナット　 ¥4,620（税込）
SZ901B

SZ901U

スタンド（丸型 小）

ビーチ　　　　 ¥3,300（税込）

ウォルナット　 ¥3,850（税込）
SZ900B

SZ900U

スタンド（八角型）
スギ　　　　　 ¥1,980（税込）

ビーチ　　　　 ¥1,980（税込）

ウォルナット　 ¥2,420（税込）

ES900J

ES900B

ES900U

W6×D6×H7　内寸  φ2.8×H6（cm）
左から順に、スギ・ビーチ・ウォルナット

小 φ7.5×H7　　　　　　　大  φ8.5×H9.5（cm）
それぞれ左から順に、ビーチ・ウォルナット

｜商品紹介 4｜

組立式

1 2

組立式

木部の表裏お好きな側にオイルを2～3滴垂らして、車のエア
コンの吹き出し口やデスクファンなどに取り付けることで、風
とともに心地良い香りが広がります。

樹皮を丁寧に取り除いた枝を利用し、天然木
の魅力を活かした木製ディフューザーです。
それぞれ個性のあるカタチ・木目の表情から
お気に入りのものをお選びいただけます。

原材料：国産天然木

ES830

アロマウッド  クリップ型

¥990（税込）

取扱店限定商品

1211

アロマグッズ
Aroma Goods

多種ある樹木の香りをお愉しみいただくために、飛驒産業ならではのア
ロマグッズを取り揃えています。無垢材でできたスタンドは、ひとつひ
とつ職人が作っており、シンプルなデザインで様々なインテリアにもな
じみます。アロマディフューザーやオーナメントに使用している“曲がる
木材”は、特許技術を活用し研究を進めている新素材です。まるで紙のよ
うに木が曲がり、組み立てる工程もお楽しみいただけます。



フレグランスセット        

Living Room リビングルーム

¥5,500（税込） ES1051ST

Bed Room ベッドルーム

¥5,500（税込） ES1055ST

リードスティック
¥660（税込）

原材料：シダ
ES840

ガラス容器のキャップを木製キャップに付け替えて、リードを差すだけでアロマの香りがお部屋に広がります。

セット内容   ガラス容器（フレグランスオイル 100ml） ・リードスティック・木製キャップ

13 14

ガラス容器にリードを差すだけで暮らしの中で手軽にアロマを愉しめる
フレグランスセットをご用意いたしました。天然木を使用した木製キャッ
プはインテリアとしてもお楽しみいただけます。
大切なあの人への贈り物に、頑張る自分へのご褒美に。
家族やご友人が集うリビングルームに、一日の終わりに快適な眠りへい
ざなうベッドルームに。
なにげない日常に樹木の香りを取り入れてみませんか。

フレグランスセット
Fragrance set

｜商品紹介 5｜

家族や友人が集う場所に 安らぎの空間に

【フレグランスオイル：成分】
エタノール・精油（ヒノキ木部・ヒノキ枝葉・
スギ・ヒメコマツ・レモン・ユズ）・グリセリン

飛騨地方の樹木と国内外の自然素材から
抽出したブレンドエッセンシャルオイル
『Living Room』を使用。柑橘系を加えた、
親しみやすく、明るい気分にさせてくれる
香りは、家族や仲間と楽しく過ごす空間
を和やかに演出してくれます。

【フレグランスオイル：成分】
エタノール・精油（スギ・コウヤマキ・ヒノキ木部・
ラベンダーアルパイン・オレンジスイート）・
グリセリン

飛騨地方の樹木と国内外の自然素材から
抽出したブレンドエッセンシャルオイル
『Bed Room』を使用。深い森の中のよう
な落ち着いた香りに柑橘系の甘酸っぱい
香りを合わせたブレンドは、穏やかで心地
良い空間を演出してくれます。

フレグランスオイル
Living Room リビングルーム

100ml  ¥4,400（税込） ES1051

交換用ボトル

Bed Room ベッドルーム

100ml  ¥4,400（税込） ES1055



リラックス、鎮静、抗菌、鎮痛
鎮静、抗菌、胃酸分泌抑制
神経強壮
免疫強化、抗アレルギー作用
免疫強化、抗アレルギー作用
コレステロール安定化、
中性脂肪安定化
抗炎症、強壮作用
抗炎症、リラックス
鎮咳
リンパうっ滞除去効果
睡眠改善、鎮静、むくみ改善
抗菌、抗ウィルス
鎮静、月経痛緩和
抗菌、抗カビ
空気清浄化
健胃、抗炎症、免疫増強

エレモール
β-オイデスモール
δ-カジネン
α-カジノール
T-カジノール
カンフェン

酢酸テルピニル
酢酸ボルニル
α-セドレン
β-セドレン
セドロール
ツジョプセン
ネロリドール
α-ピネン
β -フェランドレン
リモネン

特長成分名

成分表について 

主原料の特長 成分の特長

□成分表（P.6）は特長的成分のみ記載しています。
□成分は素材の伐採時期や抽出時期によって異なります。
数値は参考値です。

□精油や芳香蒸留水は上記成分の特長を保証するもので
　はありません。

カバンやポーチに携帯でき、気分転換
したい時や、除菌、消臭にもお使いい
ただけます。
〈準備するもの〉
無水エタノール 5ml・精製水 25ml・
アロマオイル6-12滴（精油濃度1-2％）・
30mlの容器
〈作り方〉
1. 無水エタノールとアロマオイルを
　  容器に入れて混ぜます
2. 精製水を加え、キャップを閉めて
　  混ぜたら完成です

精油を数滴たらしたコットン等と一緒
にマスクを袋に入れます。しばらく時
間を置いた後、マスクをつけると精油
がほんのり香り、鼻の通りがよくなり
ます。風邪予防や花粉症緩和におすす
めです。

日頃のお掃除に一工夫することで、抗
菌や消臭効果が期待できます。
〈使用例〉
・雑巾かけの際、バケツに数滴たらします
・重曹やクエン酸に数滴混ぜて拭き
掃除に使用します　

・掃除機の中のゴミパックに数滴たら
します

・ゴミ箱に数滴たらします

ディフューザーやオーナメントを使っ
て香りを楽しみます。ほのかに広がる
香りを楽しんだり、インテリアとして
もおすすめです。

アロマディフューザーを使って蒸気な
どで香りを拡散させます。香りを楽し
んだり、リラックスタイムにおすすめ
です。

お湯の入ったマグカップなどに精油を
数滴たらし、深呼吸をします。
疲れを癒したり、風邪予防や花粉症緩
和に効果があると言われています。
＊精油が直接口に入らないようにご注
　意ください。

5.手作りアロマスプレー

2.ディフューザー・オーナメント1.芳香浴

4.マスク

3.蒸気浴

6.掃除

アロマの楽しみ方 ＊一例です。このほかにも様々な用途でご使用いただけます。

スギ枝葉（飛騨産）
日本にしかないスギは学名を「クリプトメ
リア・ジャポニカ」といい、“隠された日本の
財産”を意味します。古くから日本の暮らし
と関わり続けてきた木です。

ヒノキ枝葉・木部（飛騨産）
日本人の思い浮かべる “木の香り” と言えば
ヒノキの香りでしょう。日本では建材として
最高品質のものとされ、特に寺院や神社の建
築には必須で、古くから重宝されてきました。

コウヤマキ木部（日本産）
コウヤマキは本槇（ほんまき）とも呼ばれる
日本特産の常緑樹です。湿気に強く加工し
やすいため、昔から建材や仏壇や仏具の製
造にも使われています。

ヒメコマツ木部（飛騨産）
松葉が 5 枚ずつ束になって枝に付くことか
ら、別名ゴヨウマツとも呼ばれる木です。
標高の高い山地の尾根筋などに多く分布し
ています。

トドマツ枝葉（北海道三笠市産）
マツと付くものの、いわゆるマツ属ではなく、
モミ属に分類されるモミの仲間。トドマツは、
北海道に分布しています。白色または黄白色
の木目が特徴です。

クロモジ（飛騨産）
関東地方以西の雑木林に見られるクスノキ科
の落葉低木です。樹皮を残して作られた爪楊
枝は高級品として知られています。葉を含め
て茶や薬用などにも使用されています。

ヒバ（石川県能登地方）
ヒバは独特の強い香りがあり、その耐久性耐
湿性の強さから、まな板や建材などに多く使
われてきました。抗菌、防虫、消臭に優れた
成分「ヒノキチオール」が多く含まれています。
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□医薬品、化粧品ではありません。
□直接皮膚につけたり、飲用しないでください。
□目に入った場合はすぐに洗い流してください。
□精油は引火性があるため、火気の近くに置かない
　でください。
□直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
□誤飲・誤用防止のため、お子さまやペットの手の
　届かないところに保管してください。
□開封後は精油は1年以内、スプレー商品は半年以内
　を目安に早めにご使用ください。
□スプレー商品の場合、水と油が分離することがあ
　ります。よく振ってからご使用ください。
□スプレー商品を布類にスプレーする場合は、予め
　目立たない部分で変色等の問題がないかご確認く
　ださい。
□直接皮膚につけなくても、肌に近い状態で使用する
　ことでアレルギー反応が出る場合があります。成分
　植物にアレルギーのある方は、異常がないことを
　お確かめの上ご使用ください。
□ご使用中に体調が優れなくなった場合は使用を中
　止し、換気を行ってください。
□精油を拭きとった布やティッシュは発火の恐れが
　あるため、水に浸した状態でビニール袋に入れて
　廃棄してください。
□効能や使い方を詳しく知りたい場合はアロマセラ
　ピーの専門書等をお読みください。

＊弊社のエッセンシャルオイルは天然のものであり、
　植物の育つ環境や時期、産地により、香りや色が
　異なる場合がございます。天然そのものの香りを
　お愉しみください。

使用上の注意店舗情報

｜店舗情報・注意｜

WEBサイト　https://hidasangyo.com

HIDA 高山店
Open 9:30-18:00 水曜定休
〒506-0021 岐阜県高山市名田町 1-82-1
　  0120-606-655　FAX 0577-32-6630

HIDA 東京ミッドタウン店
Open 11:00-20:00
〒107-0052
東京都港区赤坂 9-7-3 E-0301東京ミッドタウン ガレリア3F
TEL.03-5413-7637　FAX 03-5413-7638

HIDA東京神谷町店
Open 11:00-19:00 火曜定休
〒105-0001
東京都港区虎ノ門 4-3-13 ヒューリック神谷町ビル1F
　  0120-606-503　FAX 03-5425-0066

HIDA大阪店
Open 10:00-18:00 水曜・第3火曜定休
〒530-0004 大阪市北区堂島浜 1-4-4  アクア堂島東館1F
　  0120-117-970　FAX 06-6110-5033

HIDA名古屋店
Open 10:00-18:00 水曜・第3木曜定休
〒460-0007
名古屋市中区新栄 2-1-9 雲竜フレックスビル西館1F
　  0120-392-321　FAX 052-243-1325

HIDA福岡店
Open 11:00-19:00（平日） 水曜定休
　　　10:00-19:00（土日祝） 
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 4-1-36 BiVi 福岡4F
　  0120-625-777　FAX 092-717-3233

HIDA仙台店
Open 10:00-18:00 水曜定休
〒980-6090 仙台市青葉区中央 4-6-1  SS30  B1F
　  0120-448-551　FAX 022-722-2311
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