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HETKINEN(ヘトキネン)は、自然が幸福感や癒やしを与えてくれるという理念に基づき、森や

木からインスピレーションを受けて、松の木からライフスタイルアイテムを生み出すブランド

です。デザインのアプローチは細緻でミニマル、すべてが自然と調和して作られています。フィ

ンランドのトゥルクを拠点に、製品ラインはすべてナチュラル、ヴィーガン、植物をベースに

したもので、木の樹脂、植物のオイル、天然エッセンシャルオイルなどを厳選しています。

HETKINENは、製品を使うことで、忙しい毎日の生活の中で自然との距離を縮めていくこと

を目指しています。フィンランド語で「ヘトキネン」とは「ちょっと待って」という意味です。 

毎日の生活の中にも、自分のためにヘトキネンの時間を持つことが大切です。ゆっくりと時

間をかけて自然とつながることで、自然の環境と自分自身を大切にすることを思い出させて

くれます。
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ルームフレグランスは、⾃然に近い⾹りを⽬指して、エッセンシャルオイルをそれぞれブレンドしています。
リサイクル可能なガラスのボトルに、フィンランドのパイン材のスティックを挿して⾹りを拡散します。
リビングルームやバスルーム、オフィスなどの⽇常⽣活を、ナチュラルでニュートラルな⾹りで包みます。

scent diffuser  ルームフレグランス　

PRODUCTS

HT_1102

五感を刺激するメントールとブラックペッパーの⾹り

○scent diffuser finnish sisu 200ml

a powerful, unique approach

notes  

TOP: black pepper   

HEART: spearmint   

BASE: eucalyptus 

HT_1103

ビロードのようになめらか、松の⽊の爽やかでピュアな⾹り

○ scent diffuser pine forest 200ml

a velvety, classic wood

notes  

TOP: juniper   

HEART: pine   

BASE: spruce

HT_1104

⾄福のひととき、リラックスした、居⼼地の良い⾹り

○scent diffuser happy holidays 200ml

a blissful, relaxed, cozy

notes  

TOP: tangerine   

HEART: cinnamon   

BASE: vetiver 

HT_1101

スターアニス、ヒノキのゴージャスな⾹りが漂う、スパイシーで古⾵な森の⾹り

○ scent diffuser shinrin yoku 200ml

a chic, ancient, spicy

notes  

TOP: bergamot   

HEART: cypress   

BASE: star anis
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キャンドルはあなたの庭のようなものです。キャンドルの芯をトリミングしてお⼿⼊れするこ
とで、キャンドルはよりきれいに⻑く燃え、煙のない状態に保つことができます。芯が⻑すぎ
ると、キャンドルが燃えすぎて、ロウが早く燃えてしまいます。点灯前に芯を約 5mm にトリ
ミングします。

○ wood wick trimmer

HT_802

飾らない⾃然のままの美しさ、 鮮やかな緑、爽やかで⽣き⽣きとした⾹り

○ veggie candle biofilia 260ml

Biofilia - an artless, bright greenery 

birch essential oil, peppermint essential oil, lemon essential oil, eucalyptus essential oil, 

siberian fir essential oil

HT_803

無⾻で薄暗い、タールの⾹りのスモークサウナ

○ veggie candle smoke sauna 260ml

Smoke sauna - a rude, dark atmosphere

fir needle essential oil, pine tar, juniper essential oil, lavender essential oil, eucalyptus 

essential oil

HT_804 

⼟っぽさ、癒しの感覚、伝統的なスプルース（トウヒ）樹脂の⾹り

○ veggie candle spruce resin 260ml

Spruce resin - an earthy, curative sense

spruce resin

HT_805

⾄福のひととき、リラックスした、居⼼地の良い⾹り

○ veggie candle happy holidays 260ml

Happy holidays - a blissful, relaxed, cozy

tangerine essential oil, cinnamon essential oil, clove bud essential oil, vetiver essential oil, 

parfum

Package size L 180mm 

Country of origin Finland

Material Stainless steel

HT_815

菜種と⼤⾖の天然ワックス、フィンランド産のモミの樹脂を含むベジキャンドル。
キャンドルの芯は⽊製で、美しく、静かで安全な炎で燃えるフィンランドのアスペン（ポプラ）を使⽤しています。⼼地よいパチパチという⾳と揺れる炎が、⼩さな暖炉のようです。
⽊製の芯は、使う前に⿊い部分をトリミングすることで、常に美しく燃えるようになります。溶けたロウが⽊の年輪のようにキャンドルの中に美しい層を作ります。

veggie candle  ベジキャンドル　

PRODUCTS
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スモークサウナはフィンランドの伝統的な薪式サウナで、煙突がないため、煙が直接スチーム
ルームに広がります。smoky sauna のドロップがあれば、スモークサウナと同じ感覚を味わ
うことができます。忙しい⽇常からちょっと⼀息つきたいときや、⼀⼈で静かに座りたいとき
に smoky sauna の⾹りを選びましょう。smoky sauna は、煙やタール、トナカイゴケの
⾹りなどのダークな⾹りが特徴です。

sauna scent smoky 10ml

花は喜びと幸せをもたらし、夏を思い出させてくれます。サウナを本物の花で飾ることもあり
ます。bloom sauna は、⽇常⽣活に新しい⾊と輝きをもたらし、調和させるのに役⽴ちます。
bloom sauna は、夏の⽇のフラワーメドウ、ゼラニウム、ラベンダーの⾹りです

sauna scent bloom 10ml

HT_1201

Woody、 smoky、herbal、bloom 4つのサウナドロップがエレガントな⽊製のジャーに⼊っています。
サウナはフィンランド⼈にとって特別な場所であり、フィンランド⼈のアイデンティティと⽣活様式の⼀部です。
ギフトセットは、サウナの楽しさを広めるのに最適な⽅法で、⾹り豊かなサウナ体験を楽しめます。

○ sauna scent gift box  4 x10ml+ Jar

※お肌に直接つけて使⽤しないでください。

フィンランド⼈は森と強いつながりがあり、森は数え切れないほどの幸福感をもたらす重要な
源でもあります。woody sauna は⾹り⾼い針葉樹やスパイシーで温かみのあるシダーウッド
の⾹りです。⽊で温めたサウナでなくても、同じような感覚を得ることができます。落ち着い
た古代の⽊の⾹りを感じ、森に帰ることができるでしょう。

sauna scent woody 10ml

ハーブは⼼⾝の回復を促し、バランスを整える効果があると⾔われています。herbal sauna 
の⾹りは朝のサウナにぴったりです。ローズマリー、タイム、オレガノ、セージがハーブサウ
ナの⾹りに緑のエネルギーをもたらします。

sauna scent herbal 10ml

sauna drops  サウナドロップ

PRODUCTS

サウナはフィンランド⼈のアイデンティティーと⽣活様式の⼀部です。伝統的なサウナの重要な部分は、リラックスしながら感じられる雰囲気と⾹りです。
お好みのサウナドロップを溜めたの⽔に数滴垂らし、⾹り豊かで贅沢なサウナ体験をお楽しみください。
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松の⽊を使ったディフューザーは、機能を持った美しいオブジェと⾹りに囲まれた
いという思いから誕⽣しました。ディフューザーのトップにエッセンシャルオイル
を染み込ませると、⾹りが部屋に広がります。ディフューザーはオフィスや⾃宅で
美しいインテリアにもなります。エッセンシャルオイルのボトルをディフューザー
内に格納することもできます。

フィンランドで 2018年の若⼿デザイナーとして賞を受賞した家具職⼈でデザイ
ナーのAntrei Hartikainen がデザインを⼿掛けています。

ディフューザーにエッセンシャルオイルを染み込ませて、
⽊々の⾹りのニュアンスをお楽しみください。
パイン材を使⽤しているので、本物の⽊のような清潔な⾹りが持続します。
⾹りは時間の経過とともに⽊の表⾯から拡散されていきます。

organic essential oils 5ml エッセンシャルオイル
(Soil association認証 )

HT_1401 

HT_1402

HT_1403

HT_1404

HT_1420

HT_1421

HT_1422

HT_1423

HT_1424

○drop diffuser small  Ø40mm x H73mm

○organic pine oil  松

○organic black spruce oil   クロトウヒ

○organic cedarwood oil※  シダーウッド

○organic eucalyptus oil   ユーカリ

○organic cypress oil   ヒノキ

○ drop diffuser tall   Ø55mm x H120mm

○ drop diffuser wide  Ø80mm x H83mm

○drop diffuser set  (1xsmall, 1xwide, 1xtall)

Designer: Antrei Hartikainen   Material: Finnish pine wood

原産国 ブルガリア

原産国 カナダ

原産国 モロッコ

原産国 オーストラリア

原産国 スペイン

※お肌に直接つけて使⽤しないでください。
※シダーウッドは妊娠中の⽅や⼩さなお⼦様のご使⽤は避けてください。

Soil Association は、イギリスのオーガニック認証機関です。
⼟壌や農地の周辺環境、栽培周期など、多岐にわたる厳しい認定基準を設けています。

drop wood diffuser  ディフューザー

PRODUCTS


