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カーエアフレッシュナー

1994年、
イタリア・ミラノで創設。

エレガント空間を演出する

"Air Design"のコンセプトのもと、ルーム
フレグランスアイテムを中心に、理想的で
上質なライフスタイルを楽むための様々
な商品を生み出しています。上質な香りと
スタイリッシュな器の組み合わせはユニー
クで、美しく斬新なアイデアは世界中から
注目されています。

香りセレクトの参考に、
フレグランスを6つのグループにカテゴライズ。
気分やシーンにあわせて、
印象的な空間に。

CATALOGO
CATALOGUE

スタイリッシュなカーアクセサリー。
FIORITA / F L O R A L

ふと香りを感じた時、ある人や場所を思い出す、
懐かしさを覚える、その時の想いがよみがえる…。
そんな記憶や感情をも刺激し、
目に見えないのに存在感を放つ、不思議な「香り」。
空間や人のイメージをエスコートする
質のいい香りを、
Milleﬁoriはさまざまな形でプロデュースしていきます。
エアーデザイナーとして、
あなたの感覚のすみずみへ、
あの人の記憶の中へ。

<フローラル>
咲き誇る花々を束ねたフローラルブーケのように、
エレ
ガントなフローラルフレグランスグループ。
トップノート
とミドルノートをフラワー中心に構成し、生き生きとして
調和のとれた香りを楽しめます。

DOLCE / S W E E T
<スイート>
スイーツやお砂糖のように甘いスイートフレグランス。
濃厚で魅惑的なミドルノートが特徴のグループ。バニラ
などのあたたかく持続性のあるフレグランスを含み、長
く甘い香りを楽しめます。

FRESCA AGRUMATA / F R E S H C I T R U S
<フレッシュシトラス>
ベルガモット、
レモン、オレンジ、
グレープフルーツなど
の柑橘類が中心の、
さわやかなフレグランスグループ。
トップノートに柑橘類を多用し、揮発性が高く香りが広
がりやすいため、
ライトに香らせたいときに便利です。

FRUTTATA / F R U I T Y
<フルーティー>
新鮮なフルーツの瑞々しい香りが特徴のフルーティー
フレグランス。多くの人がなじみを感じやすいグルー
プ。鮮やかなフルーツの香りをミドルノートに多用し、持
続性も高いのが特徴です。

LEGNOSA SPEZIATA / W O O D Y S P I C Y
<ウッディースパイシー>
木々や香辛料の香りを使用したスパイシーウッドグルー
プ。持続性があり濃厚な香りが特徴。あたたかみと活気
を持ち合わせた個性的な香りを楽しめます。

お問合せ先
株式会社 エトランジェ ディ コスタリカ
721-0954 広島県福山市卸町3-16
tel:084-981-1633 fax:084-981-1655
MF12-201909

TALCATA / P O W D E R Y

●予告無く仕様及び価格を変更する場合がございます。
●輸入品のため品切れ・製造終了の際はご了承下さい。
●印刷のため、実物と異なる場合がございます。
Milleﬁori オフィシャルサイト

www.millefiorimilano.jp

Millefiori 公式@MillefioriJapan

millefiorimilano.jp

<パウダリー>
香りに特徴があるムスクやタルクを中心に使用したフレ
グランスグループ。持続性があり、パウダーを思わせる
清潔感のある香りが特徴です。

Scent of Car Air Freshener Series

Scent of Car Air Freshener Series

カーエアフレッシュナーシリーズ香りの紹介

カーエアフレッシュナーシリーズ香りの紹介

個性的な香りが、
エレガント空間を演出する
シーンに合わせて選べる上質なデザインと香り

Grape Cassis

グレープカシス

グレープの中にバニラやムスクの香りが心
地よい、
鮮やかでドラマティックな香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

Vanilla & Wood

落ち着いたウッディーノートにバニラの甘さ
をプラスした、
印象的な香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

ビターオレンジ / ベルガモット
プチグレン / ウォータージャスミン
キャロットシード / バニラ
セダーウッド / 黒檀 / サンダルウッド
モルツ / アイリス

スイート

Fiori d'Orchidea

オーキッド

蘭やダマスクローズの花束を思わせる、
フ
レッシュで上品な香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

ピーチ / レモン / フィグリーフ / タンジェリン
プラム
オーキッド / ダマスクローズ / アイリス / シクラメン

ポメグラネート / ピーチブロッサム / バニラ

アンバー / サンダルウッド / ムスク / セダーウッド

Cold Water

爽やかさの中に甘さとスパイスが秘められ
た、
魅惑的な大人の香り。

Top Note

Pompelmo

グレープフルーツ

シチリアの太陽の光をたっぷり浴びた、
柑橘
系の爽やかな香り。

ユーカリ / ロングリーフパイン / グレープフルーツ
グリーンタンジェリン / ベルガモット / ミントクリスプ

Top Note

バーボンゼラニウム / スズラン / クラリセージ
ピオニー / ホワイトタイム /ローズマリー / ラベンダー / クローブ

Middle Note

Middle Note
Last Note

ホワイトムスク / セダーウッド

フレッシュシトラス
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Last Note

フレッシュシトラス

オレンジ / プチグレン / グレープフルーツ
レモン
ラベンダー / ゼラニウム / ローズ / バイオレット
シクラメン
ムスク / トンカビーンズ

懐かしい記憶を呼び起こす ふんわりと甘く
繊細な粉砂糖の香り。

Top Note

ライラック / パインリーフ / レモンピール

クローブ / バーボンゼラニウム / 海藻 / カルダモン
バイオレットリーフ / ブルーヒヤシンス / ブラックカラントのつぼみ

Middle Note
Last Note

ホワイトムスク / グレーアンバー / モルト

アイリス / セダーウッド / バニラ
トンカビーンズ

Melody Flowers

色とりどりの花々とエキゾチックなスパイス
が奏でる、
甘く穏やかな香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

ガーデニア / ホワイトフラワー / マグノリア
イエローピーチ / ダマスクプラム / ライトジャスミン
モルト / ホワイトムスク / バニラビーンズ

スイート
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Sandalo Bergamotto

サンダルベルガモット

ベルガモットとサンダルウッドがブレンドされ
た、
爽やかな中に温かみを感じる香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

ラベンダー / グレープフルーツ
ベルガモット / レモン
レッドフルーツ / マートル / コリアンダー
ジャスミン / キャラウェイ
ガイアックウッド / サンダルマイソール / パチュリ
バニラ

ウッディースパイシー

エレミ / ナツメグ / ベルガモット / タンジェリン
グレープフルーツ / ペパーミント
ローズ / ジャスミン / スズラン / グリーンリーフ
シナモン
セダーウッド / クマリン
バニラ / ムスク

Top Note

Last Note

Legni & Spezie

スパイシーウッド

落ち着いた森の香りに甘いスパイスをあわ
せたオリエンタルな香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

ラベンダー / ユーカリ / ビターオレンジ
アイリス / ジンジャー / ゼラニウム
カルダモン / ローズの花びら

マリーゴールド / シナモン
タイム / パチュリ
バニラ / クマリン / ムスク

ムスク / セダーウッド / パチュリ
バニラ / サンダルウッド

ウッディースパイシー
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Smoke

Top Note
Middle Note
Last Note

レモン / オレンジ / グレープフルーツ / ベルガモット
スペアミント / バイオレットリーフ / アニス
コリアンダー / バラの花びら
ムスク / ベチバールーツ

Last Note

Top Note
Middle Note
Last Note

バイオレット / 露にぬれた緑の葉
グリーンフィグ / アイリス
カシミアウッド / サンダルウッド / コーヒー

Incense & Blond Woods

インセンス＆ブロンドウッズ

まるで森の小道を歩いているようなフレッ
シュですがすがしい香り。

Top Note

新鮮なイチジクと華やかなアイリスが調和
する軽やかな甘さのみずみずしい香り。

フローラル

フレッシュシトラス

Middle Note

Green Fig & Iris

グリーンフィグ&アイリス

レモン / マートル / ベルガモット
ローズ / ジャスミン
アンバー / マスティックツリー/ ジュニパー

神秘的なお香の香りをスパイシーなブロン
ドウッドが引き立てる魅惑的な香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

ナツメグ / ミルラ / ペッパー
インセンス / バイオレット / ホワイトフラワー
パチュリ / セダーウッド / ホワイトバーチ

ウッディースパイシー

フレッシュシトラス

White Mint & Tonka

スモーク

ホワイトミント＆トンカ

深い森を感じるスモーキーさにバニラとス
パイスが漂う、
甘く落ち着いた香り。

Top Note

甘酸っぱいオレンジと芳しい紅茶の透き通る
ように爽やかな香り。

マートル

ウッディーノートにバニラやスパイスをプラ
スした、
エキゾチックでパワフルな香り。

Middle Note

Orange Tea

オレンジティー

Mirto

Nero

ネロ

ウッディースパイシー

スイート

Icing Sugar

Middle Note

スズラン / シクラメン / ホワイトムスク
オレンジフラワー
クローブ / ゼラニウム / スターアニス

メロディーフラワー

セダーウッド / ガイアックウッド / アンバーシード
ホワイトムスク

アイシングシュガー

甘さを抑え、
凛としたムスクの
清涼感。癒しの香り。

フレッシュシトラス

Last Note

Last Note

スイートオレンジ / ベルガモット / レモンフラワー
ゼラニウム / モルト / ナツメグ / スズラン
ウォータージャスミン

パウダリー

Oxygen

Last Note

Top Note

Top Note
Middle Note

パウダリー

やわらかなシトラスの甘さが落ち着きを与
える、
穏やかで透き通った香り。

Middle Note

清潔感のあるムスクに甘くやわらかいバニ
ラが調和する無垢で優美な香り。

モロッカンセダー

Silver Spirit

パチュリ/アンバー/サンダルウッド

オキシゲン

Top Note

ホワイトピーチ / バーオレンジフラワー

シルバースピリット

ベルガモット/アップル/グリーン
マグノリア/ローズ/バイオレットリーフ

フローラル

フローラル

コールドウォーター

落ち着いた木々の香りと咲き誇るマグノリア
の余韻が続く華やかな香り。

Last Note

Last Note

White Musk

ホワイトムスク

スイートオレンジ / リツェアクベバ / レモンピール

フレッシュシトラス

Magnolia Blossom & Wood

Top Note

Top Note
Middle Note

ベチバー / ムスク

マグノリアブロッサム＆ウッド

Middle Note

レモンを思わせる、
爽やかでエネルギッシュ
な香り。

シトラス / グレープ / カシス / スズラン

フルーティー

バニラ&ウッド

Lemon Grass

レモングラス

オレンジ / プチグレン

Middle Note

アンジェリカ / スターアニス / ブラックペッパー
クローブ

Last Note

黒檀 / パチュリウッド / バニラビーンズ / モルト

ウッディースパイシー

シトラスとミントにウッディーノートが調和す
る、
落ち着いた印象の涼やかな香り。

Top Note

ベルガモット/スペアミント/ペパーミント

Middle Note

グリーンティ/キャラウェイ

Last Note

トンカビーン/セダーウッド

フレッシュシトラス
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Car Air Freshener ICON

Car Air Freshener ICON

カーエアフレッシュナー アイコン

カーエアフレッシュナー アイコン

CLASSIC

CHECK

クラッシック

カーエアフレッシュナー
エレガント空間を演出する
スタイリッシュなカーアクセサリー。

TEXTILE

チェック

オキシゲン
16CAR-A-BK

アイシングシュガー
16CAR-A-RD

オレンジティー
16CAR-A-OR

サンダルベルガモット
16CAR-A-YE

ホワイトムスク
16CAR-A-GR

スパイシーウッド
16CAR-A-BL

テキスタイル

コールドウォーター
16CAR-F-01

グレープフルーツ
16CAR-F-02

グレープフルーツ
16CAR-J-01

マートル
16CAR-J-02

シルバースピリット
16CAR-F-03

サンダルベルガモット
16CAR-F-04

オレンジティー
16CAR-J-03

コールドウォーター
16CAR-J-04

CHECK

FABRIC

チェック

HAMMERED

メロディーフラワー
16CAR-A-VI2

シルバースピリット
16CAR-A-AR

コールドウォーター
16CAR-A-60

グレープカシス
16CAR-A-61

グレープフルーツ
16CAR-A-62

マグノリア
16CAR-A-64

シルバースピリット
16CAR-F-05

オレンジティー
16CAR-F-06

シルバースピリット
16CAR-H-01

コールドウォーター
16CAR-H-02

サンダルベルガモット
16CAR-F-07

マートル
16CAR-F-08

グレープフルーツ
16CAR-H-03

オキシゲン
16CAR-H-04

FLAG

FIORI

ハンマード

ファブリック

ANIMALIER

フラッグ

フィオーリ

アニマリエ

インセンス＆ブロンドウッズ
16CAR-E-41

サンダルベルガモット
16CAR-E-42

コールドウォーター
16CAR-B-03

ホワイトミント
16CAR-B-08

サンダルベルガモット
16CAR-G-01

オキシゲン
16CAR-G-02

マグノリア
16CAR-D-25

グレープフルーツ
16CAR-D-22

ネロ
16CAR-E-43

グリーンフィグ&アイリス
16CAR-E-44

メロディーフラワー
16CAR-B-06

グレープフルーツ
16CAR-B-07

スパイシーウッド
16CAR-G-03

グレープフルーツ
16CAR-G-04

マートル
16CAR-D-23

グレープカシス
16CAR-D-24
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Car Air Freshener ICON

カーエアフレッシュナー アイコン

URBAN

ICON Refill

アーバン

リフィル１セット+クリップ1個

スパイシーウッド
16CAR-C-11

バニラ&ウッド
16CAR-C-50

16RCOX

Oxygen

オキシゲン

甘さを抑え、
凛としたムスクの清涼感。癒し
の香り。
16RCDV
サンダルベルガモット
16CAR-C-13

コールドウォーター
16CAR-C-17

Vanilla & Wood

バニラ&ウッド

清潔感のあるムスクに甘くやわらかいバニ
ラが調和する無垢で優美な香り。

16RCSB

16RCPO

WOOD

サンダルベルガモット

サンダルベルガモット
16CAR-W-32

16RCLS

16RCGC

スパイシーウッド
16CAR-W-33

コールドウォーター
16CAR-W-34

16RCSI

16RCMW

SAFARI

サファリ

16RCCW

16RCWT

シトラスとミントにウッディーノートが調和す
る、
落ち着いた印象の涼やかな香り。

16RCMF

16RCNR

メロディーフラワー

スパイシーウッド
16CAR-X-35

オレンジティー
16CAR-X-37

011 Milano-Italy

ホワイトムスク
16CAR-X-36

コールドウォーター
16CAR-X-38

White Mint & Tonka

ホワイトミント＆トンカ

爽やかさの中に甘さとスパイスが秘められ
た、
魅惑的な大人の香り。

Melody Flowers

Nero

ネロ

色とりどりの花々とエキゾチックなスパイス
が奏でる、
甘く穏やかな香り。

ウッディーノートにバニラやスパイスをプラ
スした、
エキゾチックでパワフルな香り。

16RCMI

16RCGI

Mirto

マートル

Green Fig & Iris

グリーンフィグ&アイリス

まるで森の小道を歩いているようなフレッ
シュですがすがしい香り。

新鮮なイチジクと華やかなアイリスが調和
する軽やかな甘さのみずみずしい香り。

16RCOT

16RCIW

Orange Tea

オレンジティー

甘酸っぱいオレンジと芳しい紅茶の透き通る
ように爽やかな香り。

お楽しみいただけます。

Magnolia Blossom & Wood

落ち着いた木々の香りと咲き誇るマグノリア
の余韻が続く華やかな香り。

コールドウォーター

使い終わったら新しい香りのカプセルに取り替えて

マグノリアブロッサム＆ウッド

やわらかなシトラスの甘さが落ち着きを与
える、
穏やかで透き通った香り。

Cold Water

1つのカプセルの香りの継続期間は約45日。

Grape Cassis

グレープの中にバニラやムスクの香りが心
地よい、
鮮やかでドラマティックな香り。

シルバースピリット

3段階に調整できる新機能が加わりました。

グレープカシス

落ち着いた森の香りに甘いスパイスをあわ
せたオリエンタルな香り。

Silver Spirit

リフィルを回転させる事により、香りの強弱を

Pompelmo

シチリアの太陽の光をたっぷり浴びた、
柑橘
系の爽やかな香り。

スパイシーウッド

香りをとじこめたフレグランスカプセルを本体にセット。

グレープフルーツ

ベルガモットとサンダルウッドがブレンドされ
た、
温かみを感じる香り。

Legni & Spezie

ホワイトムスク
16CAR-W-39

White Musk

ホワイトムスク

落ち着いたウッディーノートにバニラの甘さ
をプラスした、
印象的な香り。

Sandalo Bergamotto

ウッド

16RCMB

カーエアフレッシュナー GO
香りを閉じ込めたカプセルで楽しむ
スタイリッシュなカーアクセサリー。

Incense & Blond Woods

インセンス＆ブロンドウッズ

神秘的なお香の香りをスパイシーなブロン
ドウッドが引き立てる魅惑的な香り。

www.millefiorimilano.jp 012

013 Milano-Italy

www.millefiorimilano.jp 014

Car Air Freshener GO

Caution

Car Air Freshener GO

カーエアフレッシュナ ゴー

使用上の注意

カーエアフレッシュナ ゴー

GO

GO

ゴー

GO Refill

ゴー（カラー）

リフィル

専用交換カプセル

カプセル：2個
イタリア製

水、森、果物、花…自然界をただよう香りは、
私たちの感覚を刺激し、陽気さや元気、記憶などを呼び起こします。
その香りを手軽に、身近に楽しめるよう、
様々なカタチに変えた、ミッレフィオーリのフレグランス。
この製品を安全にお楽しみいただくために、
以下の注意書きをよくお読みのうえ
正しくお使いください。

バニラウッド
13GO11DV

オーキッド
13GO11FO

バイオレット
13GO12

ライム
13GO13

[取扱上の注意]
13RGCW

Icing Sugar

コールドウォーター

爽やかさの中に甘さとスパイスが秘められ
た、
魅惑的な大人の香り。
13RGPO
グレープカシス
13GO11GC

レモングラス
13GO11LG

ティファニー
13GO14

グレー
13GO15

Pompelmo

グレープフルーツ

カーエアフレッシュナー ゴー
本体サイズ：40Ｗx35Ｄx55H
本体1個+カプセル1個
イタリア製

オープン
(香り：強め）

クローズ
(香り：弱め）

13RGLG

レモンを思わせる、
爽やかでエネルギッシュ
な香り。

13RGFO

13RGMB

015 Milano-Italy

White Musk

ホワイトムスク

蘭やダマスクローズの花束を思わせる、
フ
レッシュで上品な香り。

清潔感のあるムスクに甘くやわらかいバニ
ラが調和する無垢で優美な香り。

13RGGC

13RGSB

グレープの中にバニラやムスクの香りが心
地よい、
鮮やかでドラマティックな香り。

※13GO12〜13GO17の付属のカプセルは全てサンダルベルガモットです。

Lemon Grass

レモングラス

落ち着いたウッディーノートにバニラの甘さ
をプラスした、
印象的な香り。

グレープカシス

●製品は若干の色や形の差がございますが、品質には問題ございません。
●商品は香りを楽しむものでありアロマセラピーの効果はございません。

Smoke

13RGDV

Grape Cassis

[注意事項について]

スモーク

深い森を感じるスモーキーさにバニラとス
パイスが漂う、
甘く落ち着いた香り。

オーキッド

ハーフ
(香り：普通）

Legni & Spezie

甘さを抑え、
凛としたムスクの清涼感。癒し
の香り。

Fiori d'Orchidea

●自動車用芳香剤の用途以外に使用しないでください。
●エアバッグの作動や運転の妨げになる場合には取り付けないでください。
●運転席側のエアコン吹出口には取り付けないでください。
万一転がった場合ペダルにはさまると危険です。
●使用中、気分が悪くなった場は、直ちに使用を中止し、
通気のよいところで安静にしてください。
●お子様が誤って食べないよう注意してください。

スパイシーウッド

13RGAF

バニラウッド

オレンジ
13GO17

13RGLS

13RGOX

Vanilla & Wood

ライトブルー
13GO16

懐かしい記憶を呼び起こす、
ふんわりと甘く
繊細な粉砂糖の香り。

落ち着いた森の香りに甘いスパイスをあわ
せたオリエンタルな香り。

Oxygen

サンダルベルガモット
13GO11SB

アイシングシュガー

シチリアの太陽の光をたっぷり浴びた、
柑
橘系の爽やかな香り。

オキシゲン

ホワイトムスク
13GO11MB

カーエアフレッシュナー

13RGIS

Cold Water

Sandalo Bergamotto

サンダルベルガモット

ベルガモットとサンダルウッドがブレンドさ
れた、
温かみを感じる香り。

●使用方法
①カプセルを本体から取り外し、
シールを剥がします。
②カプセルの GO のロゴが正面になるように、本体に取りつけます。
③エアコンの吹き出し口にクリップで取りつけます。
お好みによりカプセルを回転させ、香りの強弱を調整していただけます。

www.millefiorimilano.jp 016
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Car Air Freshener
商品価格一覧

P.007〜P.011
ICON
カーエアフレッシュナー アイコン

本体価格

¥1,500

カーエアフレッシュナー アイコン WOOD/SAFARI

本体価格

¥2,000

本体価格

¥800

本体価格

¥1,200

本体価格

¥1,200

P.012
ICON Reﬁll
カーエアフレッシュナー アイコン専用リフィル

P.015〜P.016
ＧＯ
カーエアフレッシュナー ゴー

P.017
ＧＯ Reﬁll
カーエアフレッシュナー ゴー専用リフィル

MF12-201909̲1
※価格は2019年9月1日現在のものです。
予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

