
精油成分分析表
（水蒸気蒸留法）

厚生労働大臣登録検査機関による分析結果

精油名 ラベンダー

アングスティフォリア（真性）

学名 Lavandula angustifolia
ロット番号 11EC067
産地 フランス
蒸留年月 ２０１０年８月
保証期間 ２０１５年８月
酸価 0.67
ケン化価 115.71
屈折率 (20℃） 1.4605
比重 (20℃） 0.8800
旋光度 (20℃） -5.5°
農薬 検出限界0.05ppm 検出せず
酸化防止剤 検出せず

検出限界0.001g/kg

ﾓﾉﾃﾙﾍﾟﾝ 6.56% ﾓﾉﾃﾙﾍﾟﾝ 42.17%
炭化水素 ｱﾙｺｰﾙ

αﾋﾟﾈﾝ 0.18 ﾘﾅﾛｰﾙ 37.13
ｶﾝﾌｪﾝ 0.20 ﾗﾊﾞﾝｼﾞｭﾛｰﾙ 0.77
βﾋﾟﾈﾝ 0.09 ﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.90
βﾐﾙｾﾝ 0.85 ﾃﾙﾋﾟﾈﾝ 2.02
δ-3-ｶﾚﾝ 0.11 -4-ol

αﾃﾙﾋﾟﾈﾝ 0.07 αﾃﾙﾋﾟﾈｵｰﾙ 0.72
ﾊﾟﾗｼﾒﾝ 0.25 ﾈﾛｰﾙ 0.31
ﾘﾓﾈﾝ 0.24 ｹﾞﾗﾆｵｰﾙ 0.32
βﾌｪﾗﾝﾄﾞﾚﾝ 0.73 ｴｽﾃﾙ 40.94%
ｼｽ-β-ｵｼﾒﾝ 2.50 酢酸ﾍｷｼﾙ 0.37
ﾄﾗﾝｽ-β- 1.31 酢酸-1-ｵｸﾃﾝ 1.14
ｵｼﾒﾝ -3-ｲﾙ

ﾃﾙﾋﾟﾉﾚﾝ 0.03 ｲｿ酪酸ﾍｷｼﾙ 0.13
ｾｽｷﾃﾙﾍﾟﾝ 5.15% 酢酸ﾘﾅﾘﾙ 34.67

酸酢素水化炭 ﾎﾞﾙﾆﾙ 0.14
ｼｽﾍﾞﾙｶﾞﾓﾃﾝ 0.04 酢酸ﾗﾊﾞﾝ 3.50
βｶﾘｵﾌｨﾚﾝ 3.78 ｼﾞｭﾘﾙ

ﾄﾗﾝｽﾍﾞﾙｶﾞ 0.11 酢酸ﾈﾘﾙ 0.31
ﾓﾃﾝ 酢酸ｹﾞﾗﾆﾙ 0.68

αﾋｭﾑﾚﾝ 1.00 酸化物 1.05%
ｹﾞﾙﾏｸﾚﾝD 0.22 1.8ｼﾈｵｰﾙ 0.21
ｹﾄﾝ 1.42% ｼｽﾘﾅﾛｰﾙ 0.15
ｵｸﾀﾉﾝ3 1.15 ｵｷｻｲﾄﾞ

ｶﾝﾌｧｰ 0.27 ﾄﾗﾝｽﾘﾅﾛｰﾙ 0.10
脂肪族ｱﾙｺｰﾙ 0.36% ｵｷｻｲﾄﾞ

ｵｸﾀﾝ-3-ol 0.36 ｶﾘｵﾌｨﾚﾝ 0.59
脂肪族ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.09% ｴﾎﾟｷｼ

ｵｸﾀﾅｰﾙ 0.09
合計 97.74%

分析表発行日：2011年3月28日

一般的な注意事項
①精油は、純度の高い高濃度の芳香物
質です。原液を肌に塗ったり、飲ん
だりしないで下さい。

②揮発性の高いオイルですから、使用
後はフタを閉め、直射日光の当たら
ない、涼しく暗い場所でビンを立て
て保存して下さい。

③幼児の手の届かないところに置き、
倒れないように保管して下さい。

④開封後は早め（約６ヶ月間位）で使
い切って下さい。

発売元 株式会社トゥーワン
東京都港区赤坂6-13-19
オリエント赤坂308
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