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              アロマ・サイエンス株式会社 

           113-0021 東京都文京区本駒込６－５－３     

         ビュ－ネ本駒込５階 

 

 

 



 

 

会社概要 

 

  アロマ・サイエンス株式会社  (プロモツール株式会社の１００％子会社)   

 

  所在地 本店  

    〒113-0021 東京都文京区本駒込６－５－３   

            ビュ－ネ本駒込 ５階、  

   TEL: 03-5940-6637 FAX: 03-5940-6685 

         URL: http://www.h2o-shop.jp 

                            http://www.promotool.jp 

         E-mail: info@h2o-shop.jp 

 

  創業  2008 年（平成 20 年）6 月 27 日 

 

  資本金  ３００万円 

 

  代表取締役  井上 賢一 

 

   代表者経歴     

 1944 年７月３１日生れ。1963 年群馬県立前橋高等学校卒業

1967 年明治大学商学部卒業。 ヤンマ－、西武セゾングル－プを

経てポ－ラ化粧品（現、ポーラ・オルビスホールディングス）勤務。 

1984 年から 1991 年まで６年間ポ－ラのパリ現地法 POLA 

FRANCE SA の社長としてパリに駐在、同社のヨ－ロッパブランド 

“ANNAYAKE"を創業。  

  帰国後、1995 年ポ－ラ化粧品を退職し、プロモツール株式会社

創業。 

  会社沿革       

      1995 年 (平成 7 年 ) ７月   有限会社ナチュレを創業。    

1999 年 (平成 11 年 ) 1 月 カ－ドタイプの化粧品サンプル専業メ－カ－ 

     米国 ColorPrelude 社のアジアに於ける総代理権を取得。 

           株式会社に改組し、社名を株式会社カラ－プレリュ－ド・アジア                 

              に変更。 



2001 年 (平成 13 年 )12 月  ColorPrelude 社が ARCADE 社に買収された 

          ため、ARCADE 社のアジアに於ける総代理権を取得。 

同時に、ブリスタ－パックの世界的メ－カ－であるドイツの 

KLOCKE 社のアジアに於ける総代理権を取得。 

2002 年 (平成 14 年 )1 月 社名をプロモツ－ル株式会社に変更。 

2003 年(平成 15 年 )10 月 ヨーロッパの放香器メ－カ－ScentCommunication

社の総代理店となる。       

2003 年 (平成 15 年 )11 月 ドイツの Dentaco 社の総代理店となる。 

2004 年（平成 16 年 ）6 月 世界最大の放香システムメ－カ－ScentAir 社の 

総代理店となる。 

  2005 年(平成 17 年 )9 月 ワーナーズ・ブラザース社の映画「チャーリーとチョコ 

レート工場」の上映時に、映画館内でチョコレートの香りを放出。

当社の香り事業が TV 東京の「WBS」、NHK の「おはよう日本」、

朝日新聞、日経等で報道され、大いに話題となる。 

      2007 年（平成 20 年）3 月 映画「パフューム」の販促用に日本初の「匂いの出る 

看板」を開発。東京メトロ銀座駅コンコースで展開 

      2007年(平成19年) 5月 業務用アロマテラピー芳香器「セントCUBE」を発売。 

      2008 年(平成 20 年) 4 月 当社の「匂いの出る看板」がユニリーバ・ジャパン社 

               「Dove(ダヴ)」の販促に採用され、東京メトロ銀座駅と全国３８

箇所のイオンモールに設置される。 

      2008 年（平成 20 年）6 月 空気洗浄器（エア・リフレッシャー）「BREATHE」の販

売開始と同時に子会社アロマ・サイエンス株式会社を創業。 

      2008 年（平成 20 年）10 月 当社の「香りによる販促・演出」事業 Aromatrix が 

               テレビ東京の人気経済番組「ガイアの夜明け」で大きく報道され

る。 

      2009 年（平成 21 年）5 月 当社の「香りによる販促・演出」事業 Aromatrix が 

               TBS のニュース番組「総力報道 THE NEWS」で大きく報道紹

介される。 

      2009 年（平成 21 年）７月 当社の「香りによる販促・演出」事業 Aromatrix が 

               NHK の朝のニュース番組「おはよう日本」の特集で紹介される。 

      2009 年（平成 21 年）10 月 子会社アロマ・サイエンス㈱より家庭用歯ブラシ除

菌器「Zapi」を発売する。 

      2009 年（平成 21 年）10 月 イギリスのベンチャー企業 Timestrip 社の総代理権

を取得、日本で同社のユニークな経時モニターチップ Timestrip

の販売を開始。 

 



 

 

 

  取引銀行 りそな銀行 茗荷谷支店      

       巣鴨信用金庫 本店 

 

  事業内容 １、空気洗浄芳香器「ＢＲＥＡＴＨＥ」の輸入販売   

  水道水を入れた水槽に水溶性の精油を適量入れ、モーターの 

力でその水を攪拌しながら香りを空中に放ち、室内の空気を洗浄する 

シンガポール製の空気洗浄芳香器の輸入販売事業。 

      

     ２、歯ブラシ除菌器「Ｚａｐｉ」の輸入販売 

  紫外線照射により、新型インフルエンザ、サルモネラ菌、大腸菌等の菌 

を除菌する、アメリカ Violight 社製家庭用歯ブラシ除菌器の輸入販売

事業。      

  

      ３、BtoC サイト「H2O」の運営   

           上記製品など人を幸せにし、健康でオリジナルな製品ばかりを集め販売

する Web サイト「H２O」http://h2o-shop.jp の運営。 

 

        

     

 

  主たる取引先 【プロモツール株式会社】  

   

株式会社コーセー  

株式会社資生堂  

エイボン・プロダクツ株式会社  

株式会社 DHC  

ユニリーバ・ジャパン株式会社  

レブロン株式会社  

株式会社トータルメディア開発研究所  

株式会社テー・オーダブリュー  

NEC ネッツエスアイ株式会社  

株式会社ギャガ・コミュニケーションズ  

東洋メディアリンクス株式会社  

共立印刷株式会社  

ナリス化粧品株式会社  

株式会社池田理化  

株式会社アイビー化粧品  

株式会社セプテム総研  

中山商事株式会社  

株式会社エクサム  

株式会社東洋ビューティーサプライ  

みどりが丘動物病院  

株式会社木村製作所  

岡山大鵬薬品  



株式会社東急ハンズ  

株式会社コスモスイニシア  

株式会社 DNP メディアクリエイト  

株式会社ル・ショコラ・デュ・ディアマン  

株式会社白洋舎  

株式会社ドトールコーヒー  

株式会社オリエンタルランド  

エム・シードゥコー株式会社  

株式会社フロンテッジ  

株式会社オリコム  

株式会社パルコスペースシステムズ  

株式会社ギンビス  

株式会社アデランス  

アンファー株式会社  

フジッコ株式会社  

大阪薬研株式会社  

東京労災病院  

八洲薬品株式会社  

常盤薬品工業株式会社  

株式会社マンダム  

株式会社メドレックス  

株式会社東北新社  

株式会社ポピー  

安田産業株式会社  

大原薬品工業株式会社  

文化女子大学  

アナリゼ化粧品株式会社  

株式会社伊勢半  

ロート製薬株式会社  

竹田理化工業株式会社  

キョウリンメディオ株式会社  

木下製薬株式会社  

東北大学医学部  

金秀バイオ株式会社  

北里保険衛生専門学校  

株式会社京都タカオシン  

ヤクルト本社中央研究所  

小林製薬株式会社  

レンゴー株式会社  

株式会社スカイサイエンス  

サンスター株式会社  

株式会社葡萄ラボ  

日本製粉株式会社  

東光薬品工業株式会社  

株式会社春光社  

 

etc. (順不同)  

   


