
松屋銀座アロマフェア2021 のお知らせ       

 
 
 11月3日（祝水）～８日（月）、松屋銀座８階イベント会場にてアロマフェアが開催されます。 
   今年は２年ぶりの開催となり、会場にはアロマ関係のショップが数多く出店致します。 

   アクトインターナショナルスクールも、期間中、出店＆セミナーも開催しますので是非遊びにいらして下さい。 

 AEAJ 会員証、松屋銀座カードもしくは下記 AEAJ クーポン（印刷したものに限ります）をお持ち頂くと、 

   レジにて、定価や生徒様価格から更に10％ＯＦＦ！一番お得なこの機会を是非お見逃しなく！ 
 
  AEAJ クーポン https://www.aromakankyo.or.jp/event/aromaday/coupon/ 
 
 

１．新作香水のご紹介 

太田奈月の新作香水       禁断のムスクシリーズ初登場！ 

（１）セクシャルムスクシリーズ ３種類 

「セクシャルムスク」をベースとした新作フェロモン香水３種類が誕生します！ 

３つの魅惑的な香りをご用意してお待ちしております。 

 

・ローズムスク ／ 薔薇を抱きしきざまれる夜 貴方を見つめるミッドナイト 

・バニラムスク ／ 空白のときが愛をつむぐ 余韻重ねるムスキーバニラ 

・フゼアムスク ／ 男の色気が香り立つ フゼアな君のエスコート  

 

 

 

定価：15ｍｌ 16,500円 （税込） 

アロマパルファニストビジネス受講者様 20％OFF → 13,200円 （税込） 

その他コース生徒様          10％OFF → 14,850円 （税込） 

 💛  お買い得 ３本セット 💛 

セクシャルムスク3種   定価：３本 49,500円（税込） → ３本セット価格 47,850 円（税込） 

アロマパルファニストビジネス受講者様 20％OFF → 38,280円 （税込） 

その他コース生徒様          10％OFF → 43,065円 （税込） 

→ AEAJ 会員証、松屋銀座カード、AEAJ クーポン提示で更に10％OFF  

https://www.aromakankyo.or.jp/event/aromaday/coupon/


（２）グリーンティーラグジュアリーシリーズ ３種類 

 リッチフローラルの香りを贅沢に使用したラグジュアリーシリーズが誕生。 

芳醇な花々に酔いしれる非日常が香りとともにあらわれます。 

・ブルガリアンローズ ／ 王妃に愛された薔薇 高貴に香る 優雅な微笑み   

・オスマンサス    ／ 寒空に ほのかに香る キンモクセイ 引き寄せたいかな 君の肩 

・チュベローズ    ／ 白さ眩しきやわ肌の 月夜に火照る 月下香  

 

 

 

 

 

 

 

   

定価：15ｍｌ 16,500円 （税込） 

アロマパルファニストビジネス受講者様 20％OFF → 13,200円 （税込）  

その他コース生徒様          10％OFF → 14,850円 （税込） 

→ AEAJ 会員証、松屋銀座カード、AEAJ クーポン提示で更に10％OFF  

 

💛  お買い得 ３本セット 💛 

  グリーンティラグジュアリー3種 定価：３本 49,500円（税込） → ３本セット価格 47,850 円（税込） 

アロマパルファニストビジネス受講者様 20％OFF → 38,280円 （税込） 

その他コース生徒様          10％OFF → 43,065円 （税込） 

 

→ AEAJ 会員証、松屋銀座カード、AEAJ クーポン提示で更に10％OFF  

 

 

２． アロマパルファンコンテスト２０２１ 入賞作品  

 

（一社）日本アロマパルファンヌ協会主催アロマパルファンコンテスト2021の 

入賞作品を「アロマパルファンアワード２０２１」として会場限定にて販売いたします。 

グランプリ１名様 準グランプリ２名様が選ばれました！ 当日会場にてお楽しみに！ 

8ml 定価 7,700円（税込） 

アロマパルファニストビジネス受講者様 20％OFF  → 6,160円（税込）   

その他コース生徒様          10％OFF  → 6,930円（税込） 

→ AEAJ 会員証、松屋銀座カード、AEAJ クーポン提示で更に10％OFF  

 

 



３．リニューアルに伴う廃盤セール    
下記商品は、リニューアルに伴う廃盤セールのため、特別価格でのご提供となります。

在庫数に限りがございますので、ご希望の方には事前のご予約をおすすめします。

（１）グリーンティワールド （15ml、8ml） 一律３０％OFF！

グリーンティワールドはリニューアルに伴い、現行商品は廃盤となります。

新たにグリーンティラグジュアリーとして生まれ変わります。

15ｍｌ、8ｍｌサイズ どなた様も一律30％OFF！

15ｍｌ 定価 12,100円（税込） →

一律 ３０％OFF 8,470 円（税込）

→ AEAJ 会員証、松屋銀座カード、AEAJ クーポン提示でさらに１０％OFF 7,623 円（税込）

8ｍｌ 定価 7,260円 （税込）  →

一律   ３０％OFF 5,082 円（税込）

→ AEAJ 会員証、松屋銀座カード、AEAJ クーポン提示でさらに１０％OFF 4,574 円（税込）

対象：

ブルガリア（ローズ）、中国（オスマンサス） スペイン（サフラン）、イギリス（イングリッシュラベンダー）、

イタリア（ミモザ）、タイランド（レモングラス）、フランス（イリス）、オマーン（フランキンセンス）、エジプト（ロータス）、

UAE（アガーウッド）、フィリピン（イランイラン）、インドネシア（マツリカ）、オーストラリア（レモンマートル）、

アメリカ（アメリカンミント）、キューバ（ジンジャー）、メキシコ（ライム）

（２）グリーンティシーズン（15ml、8ml） 一律３０％OFF！

2022年のリニューアル予定に伴い、現行商品は廃盤となります。

15ｍｌ、8ｍｌサイズ どなた様も一律30％OFF！

15ｍｌ 定価 6,600円 (税込)     →

一律 ３０％OFF 4,620 円（税込） →

AEAJ 会員証、松屋銀座カード、AEAJ クーポン提示でさらに１０％OFF 4,158 円（税込）

8ｍｌ 定価 3,960円 （税込） →

一律   ３０％OFF 2,772 円（税込） →

AEAJ 会員証、松屋銀座カード、AEAJ クーポン提示でさらに１０％OFF 2,495 円（税込）

（３）ランジェリーパルファン イブ 一律３０％OFF！

2022年のリニューアル予定に伴い、現行商品は廃盤となります。

15ｍｌ 定価 12,100円（税込） →

※アダムは完売・販売終了致しました。

一律 ３０％OFF 8,470 円（税込） →

AEAJ 会員証、松屋銀座カード、AEAJ クーポン提示でさらに１０％OFF 7,623 円（税込）

OFF 4,158 円（税込）

OFF 2,495 円（税込）



（４）アロマパルファン スターサイン（１２星座）   一律３０％OFF！

好評につき、今回は数量限定の特別価格でご提供になります。

８ｍｌ 定価 3,960円（税込） →

一律 ３０％OFF 2,772 円（税込） →

AEAJ 会員証 松屋銀座カード AEAJ クーポン提示でさらに１０％OFF 2, 495 円

（５）アロマパルファン ABO LOVERS （血液型） 一律３０％OFF！

好評につき、今回は数量限定の特別価格でご提供になります。

８ｍｌ 定価 8,800円（税込） →

一律 ３０％OFF 6,160 円（税込） →

AEAJ 会員証 松屋銀座カード AEAJ クーポン提示でさらに１０％OFF 5,544 円

(６) 恋するヘアフレグランス

スイートリンデン＆バニラリッチ      一律３０％OFF！

恋するヘアフレグランスは、香料入手困難のため廃盤となります。

15ｍｌ 定価 8,800円（税込） →

一律 ３０％OFF 6,160円（税込） →

AEAJ 会員証 松屋銀座カード AEAJ クーポン提示でさらに１０％OFF 5,544円

４．ジャパンシトラス精油 数量限定販売

太田奈月が柑橘王国高知県の生産地を直接訪れて農地圃場を見て仕入れた

ジャパンシトラス精油が数量限定にて販売となります！

大人気ですので、お早めにどうぞ。幻の柑橘【直七】推し！！

１１月６日、７日には松屋銀座アロマフェア内にて

太田奈月のジャパンシトラス NEW バージョンの香水レッスンを開催します。

土佐ベルガモット（10ml）

定価 13,420円（税込） ※通常の生徒様割引価格がございます。

小夏、デコポン、橙、直七、文旦（10ml）

定価 5,390円（税込） ※通常の生徒様割引価格がございます。

→ AEAJ 会員証、松屋銀座カード、AEAJ クーポン提示で更に10％OFF 

5,544円

円

円



５． 本数限定！ 波佐見焼オリジナルボトル×グリーンティアロマパルファン

波佐見焼は４００年の歴史を持つ長崎県にある波佐見町で作られる陶磁器。

伝統ある波佐見焼のオリジナルボトルに

オリジナルグリーンティアロマパルファンを調合し、

本数限定にて発売します。

※右の写真はイメージです。実際のデザインは会場でのお楽しみに！

事前予約の方でデザインを確認したい方はご相談くださいませ。

１０ｍｌ グリーンティアロマパルファン入り

一律 36,300円（税込）  
→ AEAJ 会員証、松屋銀座カード、AEAJ クーポン提示で10％OFF 

６． お取扱商品のご案内

新作香水以外も、通常スクールでご購入いただくよりお得な機会です！

下記をご用意してお待ちしておりますので、どうぞこの機会をお見逃しなく！

（１）毎年大人気 全身使えるアクトジェル！

1リットル 定価     13,200円（税込）

    生徒価格     9,240円（税込）

200g   定価             4,400円（税込）

    生徒価格    3,080円（税込）

→ AEAJ 会員証、松屋銀座カード、AEAJ クーポン提示で更に10％OFF 

（２） 緑茶芳香蒸留水 静乃香

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をどうぞ。

ノネナール94％カットが証明されました！！

定価 2,530円(税込)  

→ AEAJ 会員証、松屋銀座カード、AEAJ クーポン提示で10％OFF 



７． アロマフェア セミナーのご案内

松屋銀座アロマフェアでのセミナーは10月20日より事前予約がスタートします。

松屋銀座アロマフェア HP より直接ご予約下さい（スクールでは予約を承ることが出来ません）。

https://www.matsuya.com/ginza/

（１）蟹田綾乃の美肌アロマジェルレッスン （11月3日（祝））

目的別のスペシャルアロマジェル50ｍｌを作ってお持ち帰り頂けます。

日時：11月3日（祝）16時30分～17時30分

受講料：3,300円（税込）

（２）太田奈月の人生を変える魔法の香水レッスン （11月6日（土）、11月7日（日））

夏に開催し大好評を博した、太田奈月の人生を変える魔法の香水レッスン

ジャパンシトラスサマーバージョンをNEWバージョンにて開催します。

スペシャルアロマパルファン8ｍｌを作ってお持ち帰り頂けます。

【普段使いバージョン】

日 時 ：11月6日（土） 12時30分～13時30分

受講料 ：4,400円（税込）

【フェロモンバージョン】

日 時 ：11月7日（日）12時30分～13時30分

受講料 ：4,400円（税込）

フェロモンバージョンでは、【小夏】を巡る【直七】と【文旦】の

ラブストーリーに乗せて太田奈月の独自の世界観をお楽しみいただけます！

高知県 土佐市 宿毛市 直七をはじめ柑橘果実の生産者さんたちを訪問しました！

減圧蒸留にて抽出している柑橘精油のため、光毒性がなく、熱に弱い豊かな成分を含みます！

日（土）、11月7日（日））



８．ご来場のお楽しみ！ 

 

（１）私に似合う香りはどれ？セルフジャッジセッション（香水ご購入者様無料） 

恋愛シチュエーション、お仕事シチュエーションにわけて、問診シートにお答え頂くと 

あなたにぴったりな香りがセレクトされます。 

各セッション 550円（税込）で体験できます。 

香水を1本以上ご購入の方は無料になります。  

    

 

 

 

 

（２）太田奈月のフェロモンジャッジ🄬 （香水ご購入者様無料）  

特殊嗅覚を持つ太田奈月が行うフェロモンジャッジ🄬では、肌の匂いをかぎ分け、あなたの肌質を５つの 

タイプに分けて解説し、肌に似合う香りをコーディネイトします。 

香水ご購入希望の方は無料で行います。 

フェロモンジャッジ🄬体験された方全員にオリジナルムエットをプレゼント！ 

   （今年は新型コロナウイルス感染防止策に従い、直接的な接触をすることができません。 

アクリル板を通して非接触型で開催させていただきます。尚、おひとり様に要する時間を 

１５分以内とさせていただきます。） 

 

 

 

（３）ショップお立ち寄り特典  2,000円チケット（講座割引） 

松屋銀座アロマフェア期間中、アクトインターナショナルスクールのショップにお立ち寄り頂いた方皆さまに 

２０２２年３月３１日までの開催講座で、これからお申込みいただく講座を対象に、2,000円の割引チケット  

を贈呈させていただきます。10,000円以上の講座が対象となります。 

精油プロフィール勉強会や上級精油学やハフヘ講座などにも適用できます！  

１日１枚、おひとり様１枚とさせていただきます。 

尚、１講座に使用できる割引チケットは１枚とさせていただきます。 

 




