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青森ひば
フローラルウオーター

青森ひばは、ヒノキ科アスナロ属という
固有種であり、防虫性・抗菌性・耐久性
に優れた木材として知られ、抽出された
ヒバ精油とフローラルウォーターには、
ヒノキチオールを筆頭とする有効成分が
たくさん含まれています。青森ひばの有
効成分は、細菌性食中毒や感染症の原因
菌を死滅させる効果が認められ、さらに
ウイルスの不活性効果も注目されていま
す。青森ひばの有効成分を含み、ソフト
な使い心地が持ち味の青森ひばフローラ
ルウォーターは、マスクの内側に噴霧し
てお使いいただくことで、鼻やのどの粘
膜に有効成分を吸引することができます。

※体質によってはお肌に合わない方もい
らっしゃいますので、異常が見られた際
には、ご使用の中止をお願いいたします。

品番 1
青森ひば
フローラルウオーター

50ml
（ スプレーボトル）

税込価格 700円

品番 2
青森ひば
フローラルウオーター

30ml 
（スプレーボトル）

税込価格 500円

品番 3
青森ひば
フローラルウオー
ター30ml＆手作り布
マスクセット

マスクsize M/L
税込価格 1,100円

※ギフトに便利なパッケージ入りで
お届けします。

青森ひばリラクゼーショングッズ



青森ひば
フローラルウオーター
＆マスクセット

青森ひばは、抗菌性・耐久性に優れた木
材として知られ、抽出されたヒバ精油と
フローラルウォーターには、主要な成分
であるヒノキチオールがたくさん含まれ
ています。青森ひばの有効成分は、細菌
を死滅させる効果が高くウイルスの不活
性効果も認められいます。青森ひばの有
効成分を含み、ソフトな使い心地が持ち
味の青森ひばフローラルウォーターは、
マスクの内側に噴霧してお使いいただく
ことで、鼻やのどの粘膜に有効成分を吸
引することができます。

※体質によってはお肌に合わない方もい
らっしゃいますので、異常が見られた際
には、ご使用の中止をお願いいたします。

品番 3
フロー ラルミスト 30ml

＆手作りマスク 一枚
（マスクsize M/L）

税込価格 1,100円



青森ひば
フレグランス

青森ひばから抽出した純度100％のピュ
アオイルを贅沢に配合したフレグランス
です。独特の香りはリラクゼーション効
果が高く、また靴や靴下、下駄箱の臭い
除去や殺菌の用途にも使われています。

地元ではトレッキングや山菜採りの際に
毒虫から肌を守る防虫剤としても重用さ
れています。

本品は、ひば精油、無水エタノール、精
製水の混合品です。

※体質によってはお肌に合わない方もい
らっしゃいますので、お肌への直接使用
は注意が必要です。異常が見られた際に
は、ご使用の中止をお願いいたします。

品番 5

フレグランスミスト
50ml

（ガラススプレーボトル）

税込価格 3,300円

品番 4

フレグランスミスト
30ml

（ガラススプレーボトル）

税込価格 2,200円

青森ひばリラクゼーショングッズ



ひばオイル

地元生産による純度100％の青森ひば精
油です。

青森ひば専門の製材所ならではの大量の
大鋸屑から高温高圧蒸気で抽出される精
油は極めて貴重なものです。

ヒノキチオールをはじめとした有効成分
が高濃度で凝縮されており、アロマオイ
ルとして価値の高い逸品です。

ヒノキチオールは、ヒノキには殆ど存在
せず、青森ひばと台湾ヒノキにのみ顕著
にみられる成分です。青森ひばの森には
フィトンチッド(殺菌成分)を含む空気が
漂い、森林浴効果による様々な効果が期
待されています。青森ひば精油は室内で
も森林浴効果を十分にお楽しみいただけ
ます。 品番 7

青森ひば精油
30ml

（ガラスボトル）

税込価格 4,950円

品番 6

青森ひば精油
10ml

（ガラスボトル）

税込価格 1,650円

青森ひばリラクゼーショングッズ

品番 8

青森ひば精油30ml＆
リードディフューザー

セット
（ガラスボトル）

税込価格 6,350円



ティシュボックス
品番 9
Size
（外寸）縦13.8cm×横24.5cm×

高さ8cm

税込価格 3,300円

《ご注意》
制作において、全て作業で行っている為、sizeは
多少のずれが有りますこと、ご了承ください。

青森ひばオリジナル工芸品

～青森ひばの柔らかな木箱～

ティッシュペーパーが青森ひばの
木箱を通り抜けるだけで独特なひ
ばの香りが付着します。この不思
議な効果をぜひお試しください。

かなぎ元気村にて製作体験も人気
です。



十 二 支 時 計
品番 10
Size 高さ約28.3ｃｍ×

横約24cm×奥行き約11cm

税込価格 4,400円

《ご注意》
制作において、全て手作業で行っている為、sizeは多少のずれが有りま

すこと、ご了承ください。

青森ひばオリジナル工芸品

～干支が日本の時を刻む～

青森ひば100％の手づくり時計で、
時刻は十二支で表し、「草木も眠る
丑三つ時」が表示されている特徴的
な人気商品です。



まな板

青森ひばオリジナル工芸品

～清潔・殺菌効果抜群～

青森ひばの無垢材で作られるまな
板は、食中毒の原因菌が死滅する
ことからプロの料理人が好んで
使っています。特に強毒性のO157
や黄色ブドウ球菌などにも高い殺
菌効果があります。本品はご家庭
用のサイズで加工していますので
是非お使いください。

品番 11
Size 縦23cm×幅34cm

×厚さ3cm

税込価格 4,400円



青森ひばカッテイングボード

（横長）（幅広）

品番 13
（幅広）
Size 長さ28cm×幅15cm

税込価格 2,200円

品番 12
（横長）
Size 長さ32cm×幅12.5cm

税込価格 2,200円

《ご注意》
制作において、全て手作業で行っている為、sizeは
多少のずれが有りますこと、ご了承ください。

～今日は青森ひばでお洒落食卓～

青森ひば100％の集成材をカットし
たお洒落なカッティングボードです。

おつまみやピザ、フランスパンやパ
イなど、用途は自由。
横長と幅広の二種類をご用意しまし
た。



青森ひばの小箱
（縦型）（横型） 品番 14

（縦型）
Size （外寸）

横7.5cm×奥行き8cm×高さ
12.5cm

税込価格 2,200円

品番 15
（横型）
Size （外寸）

横12.5cm×奥行き8cm×高さ
6.5cm

税込価格 2,200円

《ご注意》
制作において、全て手作業で行っている為、sizeは多少のずれが有ります。
ご了承ください。

青森ひばオリジナル工芸品

～青森ひばの香りが大切な品を
守ります～

青森ひばの多用途な小箱です。
アロマオイルを入れたり、コレ
クションを入れたり、使い方は
自由。
縦型と横型の二種類が選べます。



青森ひば
ストレッチボード

品番 16

税込価格 3,850円

《ご注意》
制作において、全て手作業で行っている為、sizeは
多少のずれが有りますこと、ご了承ください。

青森ひばオリジナル工芸品

～あなたの健康をサポート～
「のび～るひば」

角度を自由に変えて乗るだけ。
自然なストレッチで足首から背筋
まで心地良く伸びます。

かなぎ元気村にて製作体験も人気
です。



青森ひばのコサージュ

青森ひばの柾目板から鉋で削り出した素
材による、かなぎ元気村ならではのコ
サージュ（花飾り）です。

神木とされる青森ひばの鉋掛け材は古く
から神事の御幣や大幣に使われ、岩木山
御山参詣（山かけ）の際に岩木山神社に
奉納されます。津軽地方では奉納された
御幣を千切り、護符として身に着ける習
慣があります。 品番 17

リボンカラー

①グリーン②ピンク
③ゴールド
Size 約直径10cm
税込価格 各2,750円 ※お届けの際は、ケースに入れてお届けします。

青森ひばオリジナル工芸品

～自然素材の美しさ～



青森ひば
コースター5枚組

青森ひばの無垢材をカットしたコース
ターです。盃、グラスのお供として、そ
の気品をお楽しみください。

品番 18
Size 幅7.5cm×長さ7.5cm

税込価格 880円

青森ひばオリジナル工芸品

～青森ひばのぬくもりを～



青森ひばおぼん
（大）（小）

青森ひばの無垢材（無節）のお盆は気品
があり、小型サイズのものは自分だけの
晩酌セットにも最適です。

品番 19
Size （外寸）

約縦28cm×横42cm

税込価格 3,850円

品番 20
Size（外寸）

約縦26.7cm×横
26.7cm

税込価格 2,750円

《ご注意》
制作において、全て
手作業で行っている為、sizeは
多少のずれが有ります。
ご了承ください。

青森ひばオリジナル工芸品

～使い込む程に増す自然の輝き～



サイコロ型ひば行灯

青森ひばの無垢材をサイコロ状にし、内
部にLED電球を灯すことで幻想的な明か
りが放射されます。

品番 21
Size 約縦2.5cm×横12.5cm

×高さ13.5cm
ワット数 7㍗

価格 3,850円

《ご注意》
制作において、全て手作業で行っている為、sizeは
多少のずれが有りますこと、ご了承ください。

～点灯時～

青森ひばオリジナル工芸品

～ユニークな形と
柔らかな光でリラックス～


