HISTORY
2000

有限会社アロマティーク設立。
各地の産婦人科医院などで主に産前産後およ
び特に分娩中のアロマセラピートリートメントを行う。
その他緩和ケアや内科・
外科・皮膚科などの分野でクリニックと提携し、
アロマセラピーを導入。
医療従
事者及び一般向けのコースやセミナーを実施。

2001

妊産婦を主としたトリートメントルームを開設。
医療現場でのサポートなど妊
産婦および婦人科疾患系の臨床に数多く携わる。

2002

アロマティークインスティチュート(スクール)開校。

2006

六本木ヒルズ TOUCH(内野株式会社)でのコンサルティング・商品開発および
精油販売開始。

2007

ハリウッド映画
「パフューム~ある人殺しの物語~」
の専属フォーミュレーターに
選任。
大阪府箕面市千里リハビリテーション病院内にリラクゼーションルーム
を開設。

2008

東京ミッドタウンに直営店をオープン。
ひとりひとりのお客様にあわせたカスタ
マイズブレンドオイルやトリートメントを提供。
神奈川県平塚市前田産婦人科内でのトリートメントルームを開設。
北京オリン
ピックヨット日本代表チームへのアロマセラピーを活用したサポートを行う。

2009

オーストラリアジャスミンスキンケア社と有限会社アロマティークが統合して
ジャスミンアロマティーク社が誕生。

2010

静岡産業大学経営学部において、
経営者およびアロマセラピストの立場から、
応用心理学の枠組みの 1つとしてアロマセラピーの教鞭をとる。

株式会社 Blue ink

2013

Jasmin Aromatiqueグループ全体の教育全般や処方、および商品開発に従
事。
また Jasmin Aromatique Instituteにて、
世界4か国でアロマセラピーを

会社案内

軸とした教育を行う。9月、
ジャスミン・アロマティーク・オーガニクス直営店を
渋谷区神宮前へ移転し、
店舗・トリートメントサロン・スクール・オフィスが併設
された路面店にて幅広い活動を展開。

2016

株式会社Blue inkを設立。
新たにオーガニック認証精油や商品の販売、
スクー
ルを立ち上げる。
全国にてセミナーや講演を行う。

2017

北海道に自社のEU COSMOSオーガニック認証工場を持ち、
109種類の精油・
植物油原料のEU COSMOSオーガ ニック認証を取得。新たに ARTQインス
ティチュート(スクール)を本格的にスタート。
ARTQ ORGANICS(アロマティー
ク オーガニクス)ブランドを立ち上げ、
精油・植物油の販売をスタート。

2018

ARTQ ORGANICS(アロマティーク オーガニクス)および CUDDLE BABY
(カドル ベビー )にて、EU COSMOSオーガニック認証スキンケア商品を発売
開 始。ARTQインスティチュート(スクール)で は、日 本 で 唯 一 のClinical
Professional Aromatherapy Diploma（オーストラリア国 家 資格）取 得
コースを開講。弘前大学大学院医学研究科
（産婦人科）成育科学生殖機能病
態学/博士課程にてアロマセラピーを軸に女性の不定愁訴と自律神経の関係
性について研究をスタート。

2019

南青山オフィスビル1Fに路面店として、嗅 覚と触 覚を体感できるスタジオ
ORGANIC STUDIO & THERAPY ROOMをオープン。オーガニック認証ス
キンケア化粧品および精油、植物油の販売のほか、基材の量り売り、イベント
やクラフトレッスン、セミナーなども実施。また、心と身体の状態に合わせた
香りのオーガニックカスタマイズやトリートメントケア、マタニティケア、ベ
ビーケア、キッズケアなどを提供。

ORGANIC STUDIO ＆ THERAPY ROOM
〒107-0062東京都港区南青山5-12-19 1F

TEL：080-6577-0956
MAIL：shop@aromatiqueorganics.com
営業時間：11:00 - 19:00
定休日：日曜日・月曜日
（Web サイトを随時ご確認ください。）

会社概要

株式会社 Blue ink（Blue ink Inc.）

◆ OEM・ODM 事 業

事業内容

製品コンセプトをお伺いし、
企画提案から、
処方開発、
生産・製品化までトータルにお
客様のご要望にお応えいたします。
北海道にあるオーガニック認証自社工場にて、
処

設立

代表者
所在地

方研究、
製造を一貫して行なっております。
専任のデザイナーによるパッケージデザイ

2016年1月27日
（2000年に前身となる有限会社アロマティークを設立）

スキンケア化粧品
開発・製造・販売

アネルズあづさ (Azusa Annells)

アロマセラピー
商品開発・製造
・販売

ーオリジナルブレンド精油、
ブレンドスプレー

［ 本社 ］〒 038-0024

TEL:017-781-6365

OEM/ODM

アロマセラピー・
化粧品関連事業

教育関連事業

［ 東京支社 ］
〒107-0062 東京都港区南青山 5-12-19-301
マネージメント・
コンサルタント

ースキンケア化粧品
セミナー運営

ーヘアケア製品
ーボディケア製品

◆マネージメント・コンサルタント事業

店舗運営

TEL: 03-6451-1657
MAIL: info@aromatiqueorganics.com

スパ・
トリートメント

アロマセラピーおよび化粧品に関するコンサルティング、
マネージメントも承っており
ます。
スパマネージメントなどアロマセラピー、
化粧品に関する技術指導も行なってお
ります。

公式ブランドサイト

https://www.artq.jp/

【実績】

オンラインショッピングサイト

六本木ヒルズ
「UCHINO TOUCH」
バスアロマコンサルティング

https://www.aromatiqueorganics.jp/
事業内容

承っております。
【お取扱い品目】

青森市浪館前田 1-18-38

URL

ンのご提案や、
オーガニック認証取得の申請手続きの代行申請もご要望に応じて

スクール運営

温泉旅館
「あたみ石亭」
スパマネージメントなど

アロマセラピー事業
アロマセラピー・化粧品に関する技術指導及び教室の運営
アロマセラピー・化粧品に関するマネージメント業務、
コンサルタント業務
アロマセラピー関連商品販売

直営店

教育機関

ARTQ ORGANICS ＜ORGANIC STUDIO & THERAPY ROOM＞
〒107-0062 東京都港区南青山 5-12-19 1F TEL:080-6577-0956
MAIL: shop@aromatiqueorganics.com
ARTQ INSTITUTE 東京校
〒107-0062 東京都港区南青山 5-12-19-301 TEL:080-6577-0956
URL：https://www.artq.institute/
MAIL: school@artq.institute
ARTQ INSTITUTE 大阪校
〒107-0062 東京都港区南青山 5-12-19-301 TEL:080-6577-0956

自社工場

ARTQ FACT0RY
〒098-1604 北海道紋別郡興部町春日町
株式会社アトリエオーガニック
（工場）

Atelier Organic Inc.
〒003-0012 北海道札幌市白石区中央二条4丁目53番1号
[事業内容]
アロマセラピー関連事業／化粧品製造・販売
提携農場

かみでファーム＜ARTQ オーガニックファーム＞
〒098-1604 北海道紋別郡興部町春日町

◆アロマセラピー・化粧品関連事業

オーガニック認証スキンケア化粧品
肌表面のケアだけでなく、
その奥にある心に
まずアプローチすることに着目した国内自社
製造のオーガニック認証スキンケア。
オーガ
ニック認証原料70種以上を使用し、
100%植
物由来成分のみで処方しています。
全ての商
品にCOSMOS/USDAオーガニック認証を取
得しています。

◆教育事業

「自分力」
に焦点をあてた教育システムで、
「何を
目標として現場で活動できるセラピストを目指
すのか」
を常に意識しながら、
実践に沿った力
を身につけることができるカリキュラムを目指し
ています。
「心に触れるケア」
としてクライアント
一人一人に寄り添い、
必要なことを見極めながら
ケアを提供することができるプロフェッショナ
ルセラピストを育成しています。
【主な開催コース】

オーガニック認証アロマセラピー商品
世界中のオーガニック農家より買い付けした

COSMOSオーガニック認証精油および植物
油。
オーガニック認証精油を使用したARTQオ
リジナルのブレンド精油、
スプレーも販売してお
ります。
また、
各種原料販売も承っております。
精油 / 植物油 / オリジナルブレンド精油 /
ディフューザー /容器・基剤など関連商品
原料販売は最低ロット５kgから承っております。

ー精油のブレンド学プロフェッショナルフォーミュレーションコース
ーオーストラリア政府認定ディプロマクリニカルアロマセラピーコース
ー妊産婦とベビーのためのプロフェッショナルディプロマクリニカルアロマセラピーコース
ーアロマセラピストのためのボディワーク学科など

◆セミナー事業
アロマセラピーおよび妊産婦ケア、ベビータッチケアなど、アロマセラピスト、医療
従事者および一般向けの講座やセミナーを行なっております。ARTQ ORGANICS
直営店舗のスペースを利用しての各種ワークショップやセミナーの開催も可能で
す。
ご相談ください。

