
Luxuryなハーブで美しくRelax
Be luxury !  Be relax !

電子レンジで温める

□  A-Menuetブレンド（ラベンダーとオレンジのブレンド )
□  A-Pastralブレンド  （ローズマリーとカフィアライム（コブミカン）のブレンド）
□  ロイヤル・ローズマリー（100％）
□  ロイヤル・ラベンダー（100％）

ｱﾙﾙのﾊﾟｽﾄﾗﾙ

ｱﾙﾙのﾒﾇｴｯﾄ

ハーブ・ブレンドの種類
～ 花フラワー･シリーズ～

ブレンドの中味
自然栽培とEM有機肥料栽培のハーブを使用（すべてタイ製）

～乾燥した花とハーブのブレンドです～

□  ロイヤル・ラベンダー（100％）（RLV)
（A)： ①ロイヤル・ラベンダー：プレミアムグレード
（B)：無洗・ジャスミン米 (EM 防黴処理済 )＋岩塩
　　（A) : (B) = 30wt% : 70wt% SKU# SG400RLVVW

□  ロイヤル・ローズマリー（100％）（RRM)
（A)： ①ロイヤル・ローズマリー
（B)：無洗・ジャスミン米 (EM 防黴処理済 )＋岩塩
　　（A) : (B) = 30wt% : 70wt% SKU# SG400RRMSW

□  A-Pastralブレンド（ローズマリーとカフィアライム（コブミカン）のブレンド）（66：34）（RKL)
（A)： ①ロイヤル・ローズマリー　②カフィアライムの果皮
　　① : ② ＝ 70wt% : 30wt%
（B)：無洗・ジャスミン米 (EM 防黴処理済 )＋岩塩
　　（A) : (B) = 30wt% :70wt% SKU# SG400RKLRC

□  A-Menuetブレンド（ラベンダーとオレンジのブレンド )（66：34）（LVO)
（A)： ①ロイヤル・ラベンダー　②オレンジの果皮
　　① : ② ＝ 70wt% : 30wt%
（B)：無洗・ジャスミン米 (EM 防黴処理済 )＋岩塩
　　（A) : (B) = 30wt% : 70wt% SKU# SG400LVOBC

パッド大きさ
奥行L 49cm × 幅W 15cm × 高さH 1.5cm：　重さ：430g
（表生地：綿：90％　ポリエステル10％、パイピング生地：P：ポリエステル

  65％ 綿35％、裏地：コーデュロイ：綿 100％、縫い糸：綿100％）

ｱﾙﾙのﾊﾟｽﾄﾗﾙ

ｱﾙﾙのﾒﾇｴｯﾄ

～ 生地の色味は、生地のロットによって変ることがあります　～
　～　生地は予告なく変更することもあります　～



ご使用方法
１．電子レンジで温めてお使いください。
２．加熱時間の目安は、

肩、腰用パッド（1分30秒～1分40秒）
　　　　　　　（500Ｗ  もしくは 600W）
【例】1分40秒＠600W

※温めすぎるとパッドの中の 岩塩が溶けて
　生地の表面に出たり、ハーブが焦げてし
　まうことがあります。電子レンジの加熱
　時間を調整しながら温めて下さい。
　やけどにご注意ください。（ 塩が表面に出
　るようなら温めすぎで、やけどに注意。）
※電子レンジ用Zip付きポリ袋に入れて温めればレンジ内に匂いは残りません。

３．首肩、腰、背中、お腹、膝に当ててお使いください。
　　蒸気のあるやさしい温かさが20～30分持続します。
　　初めの頃のハーブの香りは、刺激が人によっては強く
　　感じるかもしれないので、十分ご留意下さい。

４．使用したパッドは冷めてか
　　ら、ジップ付きポリ袋に入
　　れて保存しますとハーブの
　　香りがより長く持続いたし
　　ます。

※繰返し使用できます。200回程度（肩用）但し ハーブの香りの持続は
　20～30回程（肩用）でなくなります。自然物なので、香りは徐々に落
　ちて香りの変化もしていきます。（保管方法にもよる）

パッドは、『ハーブ類』と『お米類』とのブレンド
◆ハーブ類：お米類＊＝ 30％：70％（wt.％）

＊）お米類：無洗ジャスミン米（玄米）：特殊抗菌コート処理米使用

お米類は保湿力があり、レンジで温めることに
より、湿気が放出され乾燥ハーブも蒸され香り
が放出されます。
お米類は保湿力にも優れます。使用しない時は
お米類が吸湿します。

比重の関係で
ハーブと米の嵩
（体積比）は逆転

ハーブ類
30wt％

お米
70wt％

肩への着装のイラストです。
腰･背中･お腹・膝･お尻など
への着装も可能です。 ハーブ取り扱い標準工程

①ハーブ収穫　②洗浄　③カット
④天日乾燥（天日干しにより従来のハーブの効果を即機械乾
　燥によるダメージを防止）効果効能の向上
⑤機械乾燥（60～65℃）⑥不純物チェック（金属、ビニール
　繊維などを取り除く）※目視確認
⑦虫除去乾燥（機械乾燥 60～65℃）
⑧調合　⑨袋（パッドのケース）詰め  ｰｰ＞ 入り口を縫製
⑩（乾燥剤を入れ）ソフト真空パック（防虫）
⑪検品　⑫出荷
・ 適宜：乾燥ハーブブレンドで残留農薬検査を実施（マスターブレンド
　ごと）：『無農薬証明』の認証 ～“残留農薬検出されず”
・チェンマイ（タイ）からハーブパッド商品の出荷ごとに、現地･植
　物検疫証明書発行。
・ハーブはすべて、チェンマイ（タイ）近郊のロイヤル・プロジェクト
　関連農家の生産品です。

✓ アレルギー体質または、皮膚あるいは体質に異常がある場合は医師に相談し
　てご使用ください。
✓ 使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、
　使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。

ロイヤル・ラベンダー ロイヤル・ローズマリー

カフィアライム（コブミカン） オレンジ

※ハーブの香りは、生花や果皮を乾燥したものでハーブ･オイル
　は一切使用していません。生花、乾燥、ハーブオイルそれぞ
　れで香りが異なります。
　またハーブのブレンド比は、調香を目的としているのではな
　く生産性を考慮しての結果です。自然物の香りをお楽しみ下
　さい。（ブレンド比は予告なく変更することもあります）。
　　　～ 香りは個人の好みがあるので お好みに合うものがあれば幸いです。～

ハーブのご紹介



✓  使用上の注意
・温めた直後は非常に熱くなっております。やけどにご注意ください。
　熱さを確かめながらご使用ください。
・加熱しすぎると焦げてしまう場合がありますのでご注意ください。
・電子レンジ用ポリ袋に入れて温めればレンジ内に匂いは残りません。
・アレルギー体質、皮膚あるいは体質に異常がある場合は医師に相談して
　ご使用ください。
・使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた
　場合、使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。
・乾燥ハーブエキスの色が衣類などにつくと、シミになる場合があるので
　ご注意ください。ウコンなどのエキスが生地にシミをつくることがあり
　ます。レモングラスなどの針状の乾燥ハーブのヒゲが生地からはみ出る
　ことがあります。
・電子レンジで温め後、一部のハーブの蒸気臭が鼻や目に刺激があります
　のでご注意下さい。特に初期は香りの刺激が強く感じることがあるので
　十分ご留意下さい。パッドを目の付近でお使いになる時は、目を開けて
　使用しないで下さい。化粧落ちにご注意下さい。
・顔面・腹部など皮膚の薄い部分へのご使用は温度にご注意ください。
・乳幼児の手の届かないところ、高温多湿や直射日光の当たらないところ
　に保管してください。
・本品は、食品ではありません。食べないで下さい。
・本品は、医療機器ではありません。治療目的での使用はしないで下さい。
・本体は、洗濯できません。
・真空パック中で、樟脳などの結晶の析出が見られる場合がありますが、
　品質に影響ありません。真空パック梱包工程中の静電気により、糸くず
　などが混入することがありますが、品質に影響はありません。

✓  保管方法
ハーブパッドはオーガニック系アイテムで、防腐剤などが添加されており
ません。一度使用したハーブパッドは、冷ましてからジップ付きポリ袋に
入れて保管すれば乾燥ハーブの香りは長持ちいたします。

保管状態により異なりますが、ハーブパッドは繰返し使用できます。200
回程度（肩用）但し ハーブの香り持続は20～30回程（肩用）でなくなります。
自然物なので、香りは徐々に落ちて香りの変化もしていきます。

乾燥ハーブは防虫のため、60～65℃の機械熱風乾燥されていて、その後
ハーブパッド縫製後は真空パックされています。開封後は、ジップ付きポ
リ袋に入れて保管を推奨します。

✓  その他
・ハーブパッドは、ハンド･メイド製です。予告なく、パッドの生地やデザ
　インが、変更する場合があります。表裏の生地の色味や色合いがロット
　で変化する場合があります。
・ハーブパッドの梱包箱は、タイの手作り伝統和紙を使用。和紙玉が箱に
　残る場合があります。箱の色はランダムに選択されています。
・ハーブのイラストは、南フランス在住の Elena Joland 女史(LABFcreations)
　が作成。

・  レモングラスとカフィアライム  （コブミカン）のブレンド 50/50
・  レモングラス　　　　      （カフィアライム 10％入り    90/10）
・  Hana Yuu-Fai ブレンド      （ユーファイのブレンド：8種類）
・  Uwan ブレンド               （14 種類のハーブ・ブレンド）

・  A-Menuetブレンド            （ラベンダーとオレンジのブレンド )
・  A-Pastralブレンド  （ローズマリーとカフィアライム（コブミカン）のブレンド）
・  ロイヤル・ローズマリー     （100％）
・  ロイヤル・ラベンダー    （100％）
・  Chiyomiyaブレンド       （イランイランとジャスミンとカフィアライム（コブミカン）のブレンド）
・  Seira  ブレンド        （イランイランとモン族ベルガモットのブレンド）
・  Sachika  ブレンド              （イランイランと 8種類プルメリアのブレンド）

info@juke19.com
お問合せ先  e-Mail輸入元：株式会社ジューク

原産国：タイ・チェンマイ


