松屋銀座

ポップアップ出店 のお知らせ

アクト生徒様用

11月18日（水）～24日（火）、松屋銀座７階リビングフロアに Natsuki Ohta Japan ポップア
ップショップを出店します。今年は大規模なアロマフェアがコロナの関係で開催されませんが、是非
ショップに遊びにいらして下さい。太田奈月は毎日出勤予定（Instagram DM で出勤状況お問合せ下
さい。
） AEAJ 会員証、松屋銀座カードもしくは下記ページのクーポンをご提示頂くと、
生徒様価格から更に10％ＯＦＦ！一番お得な機会を是非お見逃しなく！
https://www.aromakankyo.or.jp/event/aromaday/fair/
※一部特別割引の中に AEAJ カード会員提示割引が含まれているものもございます。

１、新作アロマパルファンのご紹介
アロマパルファンスペースレインボーセブンラグジュアリー
(一社)日本アロマパルファンヌ協会 本部講師の蟹田綾乃、
杉岡たきこをはじめ、アロマパルファン認定講師として活躍する
７名のカリスマ調香師が調香した虹の七色をイメージした
アロマパルファン８ｍｌが新作香水として登場します。
７本セットをお買い上げの方には、調香師太田奈月が調香した非売品ミニアロマパルファン
【ムーンブラック】のペンダント香水をプレゼント！
（７本セットでお買い上げ希望の方のみ、事前予約を承ります。
）

1本

定価

7,700円（税込）

７本セット 定価 53,900円(税込) → 49,500円（税込）
アロマパルファニストニストビジネス20％OFF。
その他コース（アロマパルファン検定 OR アドバイザー受講者以上）
生徒様 10％OFF。
→更に10％OFF （AEAJ カード OR 松屋銀座カード OR クーポン提示）

アロマパルファンレインボー７つの香りで虹色セッション開催！！
アロマパルファンレインボーセブン ラグジュアリーの７つの香りからあなたの魅力を伝える
心理セッション（所要時間約１０分～１５分） １回 1,100円（税込）
７つの香りからあなたが一番いいと思った香りで、今の気持ち、あなたの魅力
仕事や恋愛における傾向が書かれたスペシャルカードをプレゼント！
香水をご購入頂ける方は、セッション料は無料になります。
お友達と同時に行うことも可能です。
太田奈月のセッションを希望する場合は出勤状況を確認の上ご来場下さい。
混雑具合によってはお待ち頂く場合がありますのでご了承下さい。

新作！グリーンティーワールド

アイランドシリーズ

太田奈月による新作アロマパルファン、グリーンティワールドよりアイランドシリーズ
３つの新しい香りをご用意してお待ちしております。
タスマニア島 ／ タスマニアンラベンダー× ブルーサイプレス
レユニオン島 ／ ピンクペッパー

× バニラ

バリ島

× ジャスミンサンバック

／ チュベローズ

定価 15ｍｌ 12,100円（税込）
、 8ｍｌ 7,260円（税込）
アロマパルファニストニストビジネス 20％OFF
その他コース生徒様
→

10％OFF

更に10％OFF （AEAJ カード OR 松屋銀座カード OR クーポン提示）

特別コラボレーション香水

チェコのリンデン×グリーンティ

期間限定発売

チェコスロバキアの首都プラハ出身、現在もご夫妻でチェコに在住の
ハナ・ティスランド氏監修の元、チェコの国花であるリンデンブロッサムと、
日本が誇る緑茶のアロマを調香したグリーンティー&リンデンの香水を
期間限定にて発売致します。
定価 15ｍｌ 12,100円（税込）
、 8ｍｌ 7,260円（税込）
アロマパルファニストニストビジネス20％OFF
その他コース生徒様
→

10％OFF

更に10％OFF （AEAJ カード OR 松屋銀座カード OR クーポン提示）

２、松屋銀座限定

特別割引セール商品

下記商品、今年はさらにお得な価格でご購入いただけます！！
売り切れ御免！数に限りがございます！

お早めにご来場ください。

① ローズ&アガーウッドの スペシャルワン香水

５０％オフ

ローズ、アガーウッド、サンダルウッド、グリーンティなどを調香した
超ラグジュアリーな天然アロマ香水 スペシャルワン ５ｍｌ。
UAE で開催された世界の VIP が集まる祭典でもプレゼン調香したレシピと
同じものになります。
ラインストーン付きのスペシャルな赤い香水瓶に詰めたスペシャルワン。
５ｍｌ 定価9,900円（税込）が本数限定で５０％オフの4,950円（税込）にてご購入頂けます。
※AEAJ カード、松屋銀座カード、AEAJ クーポン提示の割引が含まれます。

⓶

グリーンティワールドシリーズ

５０％オフ

限定６種類

グリーンティワールドシリーズの下記の限定６種類は、
１５ｍｌも８ｍｌサイズも

半額の５０％オフ！！

※AEAJ カード、松屋銀座カード、AEAJ クーポン提示の割引が含まれます。

フランキンセンス（オマーン）
アガーウッド

（UAE）

ロータス

（エジプト）

ジンジャー

（キューバ）

イリス

（フランス）

ミモザ

（イタリア）

１５ｍｌ 定価 12,100円

→ 一律 ５０％オフの 6,050円（税込）

８ｍｌ

→ 一律

⓷

定価

7,260円

５０％オフの 3,630円（税込）

グリーンティワールド、グリーンティシーズン

１５ｍｌサイズ

生徒割引価格 × アロマフェア（AEAJ カード提示）１０％オフ ×

さらに１０％オフ

世界各国をイメージしたグリーンティワールドシリーズ、
１２か月をイメージしたグリーンティシーズンの１５ｍｌサイズに限り、昨年度よりも
さらにお得な割引価格でご購入頂けます！！

例

ニストビジネスの生徒さんの場合

グリーンティシーズン１５ｍｌ 定価 6,600円 (税込)
→２０％オフ × １０％オフ ×さらに１０％オフ

→ 4,277円（税込）

グリーンティワールド１５ｍｌ 定価 12,100円（税込）
→２０％オフ × １０％オフ ×さらに１０％オフ → 7,841円（税込）

⓸

アクトジェルの 店販用

200g サイズ

松屋銀座特別割引

お顔から全身ボディまで使用できる無香料のジェル、アクトジェルの
２００ｇサイズの販売が始まりました。発売を記念して、店販サイズは松屋銀座限定の
特別価格にてご購入いただけます。

定価

4,400円 → 3,564円（税込） ※AEAJ・松屋銀座カード提示割引が含まれます。

生徒価格 3,080円 → 2,530円（税込） ※AEAJ・松屋銀座カード提示割引が含まれます。

➄

精油５ｍｌサイズ

ワンコイン５００円（税抜）セール！！

５ｍｌサイズ（ドロッパー付き）の精油、一律ワンコイン５００円（税抜）セールを行います。
種類は問わず一律５００円（税抜）
、中には大変お得なものも、お目当て精油はお早めに！！
何の精油があるかは当日のお楽しみに♡ なくなり次第終了です。
スイートマジョラム、セドラ、ラベンダー、ニアウリなど人気精油も！！
※精油の消費期限は１年になります。

3、その他

松屋銀座期間中

お取り扱い商品のご案内

新作アロマパルファン以外も、通常スクールでご購入頂くよりお得な機会です！

STARSIGN（１２星座）シリーズ

定価 ８ｍｌ

グリーンティーワールド

定価 15ｍｌ 12,100円（税込）

同上

3,960円（税込）

8ｍｌ

7,260円（税込）

定価 15ｍｌ

6,600円 (税込）

8ｍｌ

3,960円（税込）

ヘアフレグランス（リンデン、バニラ）定価 15ｍｌ

8,800円（税込）

グリーンティーシーズンズ
同上

ランジェリーパルファン(アダム、イブ）定価 15ｍｌ 12,100円（税込）
ABO LOVERS(血液型)シリーズ

→

定価 ８ｍｌ

8,800円 (税込)

生徒価格割引 × AEAJ カード、松屋銀座カード、クーポン券提示にて１０％OFF

【毎年大人気の アクトジェル！！】
アクトジェル(1000g)

定価
生徒価格

13,200円（税込）
9,900円（税込）

→ AEAJ カード、松屋銀座カード、クーポン券提示にて１０％OFF

【静の香

緑茶芳香蒸留水！！】

定価

2,530円(税込)

ルームスプレーや化粧水代わりにお茶の香りがつまった芳香蒸留水

→ AEAJ カード、松屋銀座カード、クーポン券提示にて１０％OFF

４、

松屋銀座 期間中のご来場特典

① 2,200円以上のお買い物で
AEAJ オリジナルエコバッグをゲット！！
期間中 松屋銀座アロマフェアの当社店舗で2,200円（税込）以上お買い物
頂きました方には AEAJ 特製のオリジナルエコバッグをプレゼント。
（数に限りがございます。
）

② 5,500円以上のお買い物で
人気イラストレーターの米澤よう子先生のムエットにもなるオリジナルカードプレゼント！
NHK の朝イチにもご出演されて話題となった【大人の恋愛ライフ】の著者
人気イラストレーター、米澤よう子先生が描いた Natsukiohtajapan の
オリジナルデザインイラストのムエットにもなるはがきサイズのカードをプレゼント。

どんなデザインかは当日のお楽しみに♡

当社の１２星座香水、血液型香水の
イラストを描いて頂いております。

※右のイラストは米澤先生の１２星座香水のポスターデザインであり
当日のノベルティデザインとは異なります。

