
 

 

 

 

深く甘い花の香りで、不安定な女性のリズムを整える 

ラサーナ アロマ ブレンド エッセンシャル オイル 

「バランシング」(Balancing) 新発売 

 

株式会社ヤマサキ（所在地：広島市中区舟入本町、代表取締役：山崎宏忠）

は、2010年 1月 5日、ラサーナ アロマより、オリジナルブレンドエッセンシャルオ

イル「バランシング」（Balancing 税込 2,100円）を通信販売、インターネットにて発

売いたします。 

 

『ラサーナ アロマ』は、「健やかな美」をテーマとするヘアケア、スキンケアのラサーナブランドの

サブブランドとして、2009 年 9 月に立ち上げました。「本格アロマを手軽に愉しむ」というコンセプト

のもと、「ラサーナ アロマ ディフューザー」、17 種類のエッセンシャルオイルと 1 種類のオリジナルブレンドのエッセンシャ

ルオイルを発売。柑橘系で心を明るくしてくれる、第 1 弾のオリジナルブレンド「エナジー」は発売当初より大好評をいただ

いています。 

 

今回、第 2弾商品となるオリジナルのブレンドエッセンシャルオイル「バラン

シング」は、ストレスで乱れた心と体のバランスを取り戻したいときにお勧めし

たい商品です。特に、不安定な女性のリズムを整えることを意識して選び抜

かれた 7 種類*の精油をブレンドし、深く甘い花のような香りに仕上げました。

パルマローザやゼラニウムの女性らしいやわらかい香りが、ゆっくりとやさし

く広がり、心と身体を和ませバランスを整えます。※「バランシング」=”均衡”の意 

*配合精油：パルマローザ、ゼラニウム、コリアンダー、アミリスバルサミフェラ、チョウジ、

スイート・オレンジ、カモミール・ローマン 

 

商品概要 

ブランド名     ラサーナ アロマ 

発 売 日     2010年 1月 5日 

発売場所     通信販売・インターネットのみ 

商 品 名       ラサーナ アロマ ブレンド エッセンシャル オイル 

「バランシング」   

*うっとりする花の香り 

容 量       3ml 

税込価格  2,100円  （本体価格 2,000円） 
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2009 年 12 月吉日 

株式会社ヤマサキ 

【配合精油】パルマローザ、ゼラニウム、コリアンダー、アミリスバ

ルサミフェラ、チョウジ、スイート・オレンジ、カモミール・ローマン 



 

 

 

 

商 品 名       ラサーナ アロマ ディフューザー 

税込価格       10,500円  （本体価格 10,000円） 

製品仕様       ラサーナ アロマ ディフューザー本体 

 【 電 源 】 100Ｖ～240Ｖ、50/60Ｈｚ、消費電力約 14W 

【 重 量 】 約 330ｇ（ACアダプターを含まず） 

 【外形寸法】 （直径）87mmｘ（高さ）265mm 

 【付 属品 】 ガラス瓶、専用ＡＣアダプター、 

    取扱説明書、保証書、取扱ダイジェスト 

ラサーナ アロマ ブレンド エッセンシャル 

オイル 「エナジー」(3ml)、エタノール（含水）100ｍｌ 

特 長       ・上質な香りがすぐ広がって、長時間香りが続きます  

・熱くならないから安心です 

・1日中の使用でも電気代 1 ヵ月約 190円 

 

※実用新案登録済 第 315336号   ※意匠登録済 第 1369819号 

 

 

商 品 名       ラサーナ アロマ エッセンシャル オイル 

種 類       18種類  

（オリジナルブレンド 1種類「エナジー」含む） 

容 量       1ml ～5ml 

税込価格  1,260円～6,300円 （本体価格 1,200円～6,000円） 

※詳細は別紙、発売商品一覧表をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会社概要】  

株式会社 ヤマサキ 

本社 〒730-0843 広島市中区舟入本町 3-7  

代 表 者  代表取締役 山崎 宏忠 

設 立  昭和 45年 11月 

資 本 金  8,000万円 

年 商  38億 8千万円（平成 21年 2月） 

事 業 内 容  化粧品（海藻ヘアエッセンス、シャンプ 

ー＆トリートメントなど）医薬部外品（ス 

キンケア、入浴剤）製造販売 

お客様コールセンター： 0120-02-1147 

 

【本リリースに関するお問合せ】 

株式会社 ヤマサキ 東京支店 

〒150-0002 

東京都渋谷区渋谷 3-9-10アサヒビル 4階  

担当：今井 敦子   

TEL：03-5766-5147  FAX：03-3797-1808 

E-mail：imai@lasana.net   

企業サイト：http://www.lasana.co.jp 

 

 

好評発売中！ 

写真上：外箱パッケージ 

mailto:imai@lasana.net
http://www.lasana.co.j/


種類 容量 香りの特長 金額(税込)

バランシング

配合精油：パルマローザ、ゼラニ
ウム、コリアンダー、アミリスバル
サミフェラ、チョウジ、スイート・オ
レンジ、カモミール・ローマン

3ml うっとりする花の香り。 ¥2,100

エナジー

ラサーナ　アロマ　エッセンシャル オイル　発売商品一覧

ラサーナ
オリジナル
ブレンド

精油名

NEW!
1/5 発売

配合精油：ベルガモット、スイート・
オレンジ、ネロリ、グレープフルー
ツ、ライム、ユズ、ラベンダー、カモ
ミール・ローマン、ローズウッド

5ml
柑橘系のさわやかでみずみずしい香り。

¥2,100

ラベンダー 5ml 洗練された優しい花の香り。 ¥1,575

ゼラニウム 5ml ローズに似た優雅で甘い香り。 ¥1,890

NEW!
1/5 発売

カモミール・ローマン 1ml 青リンゴのようなフルーティーな優しい香り。 ¥2,625

ジャスミン 1ml オリエンタル調の甘く濃厚な花の香り。 ¥2,940

フローラル
系

NEW!
1/5 発売

ローズ・オットー 1ml 気品のある甘い花の香り。 ¥6,300

イランイラン 3ml エキゾチックなうっとりする花の香り。 ¥1,890

サンダルウッド 1ml 重厚で落ち着きのある甘い木の香り。 ¥2,520

エキゾ
チック系

NEW!
1/5 発売

樹脂系 フランキンセンス 3ml 奥行きのあるスパイシーな木の香り。 ¥2,100

ローズマリー 5ml さわやかで清涼感のあるハーブの香り。 ¥1,575

ハーブ系

NEW!
1/5 発売

ペパーミント 5ml スッキリとした清涼感のあるメントールの香り。 ¥1,575

ユーカリ 5ml シャープで爽快な香り。 ¥1,575

ティートリー 5ml 少し刺激的なシャープな香り。 ¥1,890

樹木系

NEW!
1/5 発売

ティ トリ 5ml 少し刺激的なシャ プな香り。 ¥1,890

スイート・オレンジ 5ml 甘くフレッシュな柑橘系の香り。 ¥1,260

グレープフルーツ 5ml 甘くほろ苦い柑橘系の香り。 ¥1,575

柑橘系

NEW!
1/5 発売

レモングラス 5ml
ほんのり甘さを持つレモンにも似たハーブの香
り。

¥1,575

ベルガモット 5ml フローラル調の柔らかい柑橘系の香り。 ¥1,890

スパイス
ブ クペ パ 刺激的な パイシ な香り

柑橘系

NEW!
1/5 発売

スパイス
系

ブラックペッパー 3ml 刺激的なスパイシーな香り。 ¥2,100

NEW!
1/5 発売
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