お取引先各位

平成 29 年 2 月吉日
株式会社メドウズアロマテラピープロダクツ
代表取締役 鈴木 壮哉

新商品のご案内並びに商品価格改定等のお知らせ
梅花の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを
いただき、厚く御礼申し上げます。
この度弊社では以下の 2 品目を新たに発売することになりましたので皆様にお知らせ
申し上げますとともに、一部商品に於いて価格の見直しを行いました。お客様への告知等で
ご迷惑をおかけいたしますが、ご対応賜りますよう何卒よろしくお願いいたします。

1. 新商品（詳しくは別紙をご覧ください）
I. メドウズ オーガニックシアバーム 各種
II. メドウズ キャリアオイル（10ml スポイト容器入り）

各種

2. 価格改定のお知らせ
諸般の事情を鑑み以下の業務用（バルク）キャリアオイル、シアナッツバターの価格
を引き下げることになりました。
価格改定日：平成 29 年 3 月 1 日弊社出荷分より
（単位：円

品名

税抜）

容量

新価格（定価）

旧価格（参考）

ホホバオイル

1,000ml

25,000

28,800

カレンデュラオイル

1,000ml

25,000

28,800

スイートアーモンドオイル

1,000ml

12,000

15,750

アプリコットカーネルオイル

1,000ml

12,000

14,400

500g

12,000

16,000

シアナッツバター

上記に加え、以下の業務用キャリアオイルを常時在庫として保有しています。
品名
グレープシードオイル

容量

価格

1,000ml

12,000



表に記載以外のキャリアオイルは業務用のお取扱いがございませんので予めご
了承ください。



弊社公式オンラインショップでは、ヘビーユーザーであるセラピスト様にメド
ウズキャリアオイルの魅力をお届けし、来店顧客満足度向上につなげていただ
くため期間限定で上記キャリアオイルを 20%引きで販売する予定でおります。

3. その他
I. 商品発送締切時刻について
原則、営業日午後 3 時までに受信したお客様からのご注文を即日ヤマト運輸で
出荷しておりますが、少しでもお客様に早くお届けするため集荷時刻（午後
5 時前後）までに発送準備ができる場合、当日に出荷することがございます。
また、お急ぎの場合や直送など事前にお電話でご相談いただければ可能な範囲
で対応させていただきますので、ご遠慮なくご相談ください。
II. 商品の製造について
弊社の商品はイギリスメドウズ社でひとつひとつハンドメイドされています。
商品製造ではほとんど機械を使うことなく、精油の帯も手作業で、ラベルも手
張りで仕上げています。なるべく作業でムラが生じないよう心がけています
が、ラベル貼付の位置や充填品質にばらつきが生じることをご了承ください。
私たちはハンドメイドの味、人間味としてこのばらつきもメドウズらしさと
捉えております。

その他ご不明な点等ございましたら、ご遠慮なく弊社までお問い合わせください。
今後ともよろしくお願いいたします。

お問い合わせ先
029-224-7171
（土日祝休業 10：00～18：00）

2017 年 2 月新商品情報【別紙】

メドウズ オーガニック シアバーム（化粧品）
カモミール・ローズ&フランキンセンス・ラベンダー・ネロリ・ティートリー
■ 商品の特徴（原材料等は同封のチラシをご覧ください。
）

カモミール

ローズ&フランキンセンス

ラベンダー

ネロリ

ティートリー

MSB003 2,700 円

MSB003 3,000 円

MSB004 2,700 円

MSB002 3,000 円

MSB005 2,700 円
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アルミ製容器入り（直径 5.5 ㎝×高さ 3 ㎝ 重さ約 60g） 各 50ml 英国土壌協会認定オーガニック
使用期限：製造後 24 か月 開封後：2 か月程度を推奨

※商品写真を以下のサイトからダウンロードできます
http://www.meadowsjp.com/online/pics/201702/
※商品チラシは無料でお送りいたします。新商品を含んだカタログは 2 月 17 日以降配布予定。

■ 発売の背景
メドウズではこれまで保湿対策としてローズボディバームを販売してまいりました。しっ
かり潤うシアバターに高貴なローズオットーの香りが好評で、自分使い用、ギフト用として
メドウズではローズウォーター、エレファントバームに次ぎ 3 番目に人気の商品となって
おります。しかし、お客様から「ローズがこれだけいい香りなのだから、ほかにも香りがほ
しい」
、
「15ml ではすぐになくなってしまう」、
「他社のように缶に入っていると可愛い」と
いうお声を多く頂戴しておりました。
そこでメドウズでは、5 種類の香りをラインナップに加えシアバームとして発売することに
しました。植物本来の香りを大切にするメドウズでは、その香りを守るため、使用するエッ
センシャルオイルの産地だけでなくエッセンシャルオイル滴下のタイミング、シアバター
の融解温度と時間等、製造に関する事柄を繰り返しテストしメドウズにしかできない香り
と質感を実現しました。特にシアバームラベンダーは産地別に 3 種類のエッセンシャルオ
イルをブレンドしています。またシアバームティートリーにはカモミールローマンの香り
をブレンドしました。このようにオーガニックシアナッツバターにエッセンシャルオイル
を加えたシンプルな商品ではありますが、ダーリン・ペインの経験が凝縮した商品、それが
メドウズオーガニックシアバームです。
■ 使用方法
乾燥が気になる全ての部分にご使用いただけます。詳しくはチラシやオフィシャルサイト
（http://www.meadowsjp.com）をご覧ください。
■ 商品のポイント
1. ガーナ産オーガニックシアナッツバターにエッセンシャルオイルを加えたシンプルな
保湿バーム。低温では固くて使用しづらいシアバターですが、高い保湿力とシンプルだ
から伝わるメドウズが大切にする植物本来の香りが特徴です。
2. 装飾を一切排したシンプルなパッケージは、外見ではなく製品の品質（中身）を 1 番に
伝えたいダーリン・ペインのこだわりです。
3. 全てイギリスのメドウズ社でひとつひとつ手作りで作られています。ラベルも手張り
のため、製品ごとに貼付位置にばらつきがありますが、ご了承ください。
4. 50ml とたくさん入っているため、全身にたっぷりと贅沢に使えます。またご家族全員
を乾燥から守ります。
5. シアバーム ティートリーはエレファントバームの香りが強すぎて苦手という方を意
識して作りました。これからの花粉症の季節に最適です。

【新商品 2】
メドウズ キャリアオイル 10ml スポイト容器入り（化粧品）
ホホバ、アボカド、ボリジ、カレンデュラ、キャロット、
オーガニックローズヒップ、セントジョンズワート、ウィートジャーム

ホホバ
MC0040

1,000 円

キャロット
MC0036

アボカド

1,000 円

MC0033

900 円

オーガニックローズヒップ

MC0042

1,500 円

ボリジ
MC0034

1,200 円

セントジョンズワート
MC0044

1,000 円

カレンデュラ
MC0035

1,000 円

ウィートジャーム
MC0046

850 円

全商品本日より発注可能
■ ガラス製スポイト付き容器入り（手に触れる部分はゴム）
■ 従来品イブニングプリムローズオイル 10ml もこれまでのドロッパーからスポイト容器
入りに変更になりました。
■ キャリアオイルの仕様、成分は従来品の 50ml とまったく同じになります。
このプリントに記載の価格はすべて税抜です

