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FIORITA / F L O R A L

<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

LO STLE

HA IL SUO
PROFUMO

レグランスを含み、長く甘い香りを楽しめます。

FRESCA AGRUMATA
/ FRESH CITRUS

<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。

I NDI C E/ I N D E X
Na t u r al

001 - 006

S e le c t e d

0 0 7 - 010

Zona

0 1 1 - 014

Via Br era

0 1 5 - 016

M i lle e

021 - 024

ナチュラル

セレクテッド

ゾナ

ヴィア・ブレラ

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」。

ミッレ・イー

Ca r Ai r Fr e s he n e r 0 2 5 - 0 3 4

カーエアフレッシュナー

D i ff u s e r

035 - 038

Lamp

039 - 042

L a und r y

045 - 046

Bod y

047 - 050

Bt oB

051 - 052

ディフューザー

空間や人のイメージをエスコートする

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。

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、

LEGNOSA SPEZIATA
/ WOODY SPICY

<ウッディースパイシー>

あの人の記憶の中へ。

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

ランドリー

ボディー

ノベルティグッズ

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。

TALCATA / P O W D E R Y

ランプ

<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。

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。

Fragrance Diffuser

STK-NM-002

STK-NL-001

フレグランスディフューザー/S

フレグランスディフューザー/M

フレグランスディフューザー/L

交換用スティック

交換用スティック

交換用スティック

3,000yen+税

5,000yen+税

8,000yen+税

600yen+税

700yen+税

+税
サイズ：349mm
12本入

ボトルサイズ：Ф50x111H
パッケージ：62Wx62Dx255H
容 量：100ml
スティック：245mm（7本入）
成 分：アルコール・香料・色素
イタリア製
約2ヶ月程度香りが継続します。
環境によって若干異なります。
交換用スティック
STK-NS-002

[ ナチュラル ] シリーズ

STK-NS-002

ボトルサイズ：Ф67x145H
パッケージ：70Wx70Dx305H
容 量：250ml
スティック：300mm（8本入）
成 分：アルコール・香料・色素
イタリア製
約4ヶ月程度香りが継続します。
環境によって若干異なります。
交換用スティック
STK-NM-002

ボトルサイズ：Ф80x186H
パッケージ：90Wx90Dx355H
容 量：500ml
スティック：350mm（12本入）
成 分：アルコール・香料・色素
イタリア製
約6ヶ月程度香りが継続します。
環境によって若干異なります。
交換用スティック
STK-NL-001

Water Soluble Fragrance

Home Spray

水溶性アロマオイル

ホームスプレー

2,000yen+税

2,000yen+税

サイズ：250mm
7本入

サイズ：300mm
8本入

800yen

Scented Sachet

花やフルーツなど自然の恵みを
洗練された香りに。
自然の輝きから発想を得た
Ｍilleﬁori のベーシックライン。

ボトルサイズ：Ф30x80H
パッケージ：50Wx50Dx110H
容 量：15ml
成 分：水・乳化剤・香料
イタリア製

サイズ：75Wx25Dx90H
パッケージ：80Wx45Dx115H（箱）
容 量：150ml
成 分：エタノール・香料・色素
イタリア製

センテッドサシェ

NEW

1,800yen

+税
サイズ：75Wx25Dx90H
パッケージ：80Wx45Dx115H（箱）
内容量：40g
成 分：EVA樹脂
イタリア製

NEW

Fragrance Diffuser Refill

フレグランスディフューザー
専用リフィル/250ml

2,800yen

+税
ボトルサイズ：Ф55x145H
容 量：250ml
成 分：アルコール・香料・色素
イタリア製
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Fragrance Diffuser

3,000yen+税 250ml:5,000yen+税
500ml:8,000yen+税

100ml:

Fragrance Diffuser Refill

2,800yen+税

Water Soluble Fragrance

2,000yen+税

Pompelmo

Mango & Papaya

Sea Shore
シーショア

コールドウォーター

グレープフルーツ

Pompelmo

Mango & Papaya

Sea Shore
シーショア

コールドウォーター

グレープフルーツ

Pompelmo

Mango & Papaya

Sea Shore
シーショア

コールドウォーター

100ml
DIF-S-003

100ml
DIF-S-004

100ml
DIF-S-007

100ml
DIF-S-008

250ml
DIF-25-003

250ml
DIF-25-004

250ml
DIF-25-007

250ml
DIF-25-008

7FI-15-003

7FI-15-004

7FI-15-007

7FI-15-008

250ml
DIF-M-003

250ml
DIF-M-004

250ml
DIF-M-007

250ml
DIF-M-008

500ml
DIF-L-003

500ml
DIF-L-004

500ml
DIF-L-007

500ml
DIF-L-008

グレープフルーツ

マンゴ＆パパイア

Cold Water

マンゴ＆パパイア

Cold Water

マンゴ＆パパイア

Cold Water

グリーンティー

フレッシュラベンダー

Fresh Lavender

Sandalo Bergamotto

Rose Bouquet
ローズブーケ

グリーンティー

フレッシュラベンダー

Fresh Lavender

Sandalo Bergamotto

Rose Bouquet
ローズブーケ

グリーンティー

フレッシュラベンダー

Fresh Lavender

Sandalo Bergamotto

Rose Bouquet

100ml
DIF-S-011

100ml
DIF-S-012

100ml
DIF-S-017

100ml
DIF-S-018

250ml
DIF-25-011

250ml
DIF-25-012

250ml
DIF-25-017

250ml
DIF-25-018

7FI-15-011

7FI-15-012

7FI-15-017

7FI-15-018

250ml
DIF-M-011

250ml
DIF-M-012

250ml
DIF-M-017

250ml
DIF-M-018

500ml
DIF-L-011

500ml
DIF-L-012

500ml
DIF-L-017

500ml
DIF-L-018

Green Tea

サンダルベルガモット

Green Tea

サンダルベルガモット

NEW

Green Tea

サンダルベルガモット

NEW

ローズブーケ

NEW

Melody Flowers

Fiori d'Orchidea

Grape Cassis

Jasmine Ylang

Melody Flowers

Fiori d'Orchidea

Grape Cassis

Jasmine Ylang

Melody Flowers

Fiori d'Orchidea

Grape Cassis

Jasmine Ylang

100ml
DIF-S-021

100ml
DIF-S-024

100ml
DIF-S-025

100ml
DIF-S-026

250ml
DIF-25-021

250ml
DIF-25-024

250ml
DIF-25-025

250ml
DIF-25-026

7FI-15-021

7FI-15-024

7FI-15-025

7FI-15-026

250ml
DIF-M-021

250ml
DIF-M-024

250ml
DIF-M-025

250ml
DIF-M-026

500ml
DIF-L-021

500ml
DIF-L-024

500ml
DIF-L-025

500ml
DIF-L-026

メロディーフラワー
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オーキッド

グレープカシス

ジャスミンイラン

メロディーフラワー

オーキッド

グレープカシス

ジャスミンイラン

メロディーフラワー

オーキッド

グレープカシス

ジャスミンイラン
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Home Spray

2,000yen+税

Scented Sachet

1,800yen+税

Pompelmo

Mango & Papaya

Sea Shore
シーショア

コールドウォーター

グレープフルーツ

Pompelmo

Mango & Papaya

Sea Shore
シーショア

コールドウォーター

7SRPO

7SRMP

7SRSS

7SRCW

7SQPO

7SQMP

7SQSS

7SQCW

グレープフルーツ

マンゴ＆パパイア

Cold Water

マンゴ＆パパイア

Cold Water

グリーンティー

フレッシュラベンダー

Fresh Lavender

Sandalo Bergamotto

Rose Bouquet
ローズブーケ

グリーンティー

フレッシュラベンダー

Fresh Lavender

Sandalo Bergamotto

Rose Bouquet

7SRGT

7SRLV

7SRSB

7SRRB

7SQGT

7SQLV

7SQSB

7SQRB

Green Tea

サンダルベルガモット

Green Tea

サンダルベルガモット

NEW

ローズブーケ

NEW

Melody Flowers

Fiori d'Orchidea

Grape Cassis

Jasmine Ylang

Melody Flowers

Fiori d'Orchidea

Grape Cassis

Jasmine Ylang

7SRMF

7SRFO

7SRGC

7SRJY

7SQMF

7SQFO

7SQGC

7SQJY

メロディーフラワー
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オーキッド

グレープカシス

ジャスミンイラン

メロディーフラワー

オーキッド

グレープカシス

ジャスミンイラン
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Fragrance Diffuser

[ セレクテッド ] シリーズ

フレグランスディフューザー/S

フレグランスディフューザー/M

3,500yen+税

ボトルサイズ：Ф45x150H
パッケージ：85Wx50Dx300H
容 量：100ml
スティック：280mm（7本入）
イタリア製
約3ヶ月程度香りが継続します。
環境によって若干異なります。

+税
ボトルサイズ：Ф55x220H
パッケージ：115Wx70Dx300H
容 量：350ml
スティック：450mm（8本入）
イタリア製
約4ヶ月程度香りが継続します。
環境によって若干異なります。

S交換用スティック

M交換用スティック

600yen+税

サイズ：300mm
7本入
STK-SS-001

+税
サイズ：350mm
8本入
STK-SM-001

Water Soluble Fragrance

Scented Sachet

水溶性アロマオイル

センテッドサシェ

2,400yen+税

+税
サイズ：75Wx25Dx90H
パッケージ：80Wx45Dx115H（箱）
内容量：40g
成 分：EVA樹脂
イタリア製

6,000yen

800yen

エレガントで控えめな清流の
せせらぎを思わせるシックな
イタリアデザインと個性的な香りが
贅沢な時間をプロデュース。

ボトルサイズ：Ф30x80H
パッケージ：50Wx50Dx110H
容 量：15ml
成 分：水・乳化剤・香料
イタリア製

2,000yen

NEW

Fragrance Diffuser Refill

フレグランスディフューザー
専用リフィル/250ml

3,000yen

+税
ボトルサイズ：Ф55x135H
容 量：250ml
成 分：アルコール・香料・色素
イタリア製
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Fragrance Diffuser

3,500yen+税
6,000yen+税

100ml:

Fragrance Diffuser Refill

3,000yen+税

Water Soluble Fragrance

2,400yen+税

Scented Sachet

2,000yen+税

350ml:

アイシングシュガー

ニンフィア

Ninfea

Cedar

Muschio & Spezie
ムスク＆スパイス

アイシングシュガー

ニンフィア

Ninfea

Cedar

Muschio & Spezie
ムスク＆スパイス

アイシングシュガー

ニンフィア

Ninfea

Cedar

Muschio & Spezie

100ml
SDIF-S-001

100ml
SDIF-S-003

100ml
SDIF-S-005

100ml
SDIF-S-006

250ml
SDIF-25-001

250ml
SDIF-25-003

250ml
SDIF-25-005

250ml
SDIF-25-006

33FI-15-001

33FI-15-003

33FI-15-005

33FI-15-006

350ml
SDIF-M-001

350ml
SDIF-M-003

350ml
SDIF-M-005

350ml
SDIF-M-006

Icing Sugar

セダー

Icing Sugar

セダー

Icing Sugar

セダー

ムスク＆スパイス

スイートライム

オレンジティー

マートル

Mirto

Monoi

Sweet Lime
スイートライム

オレンジティー

マートル

Mirto

Monoi

Sweet Lime
スイートライム

オレンジティー

マートル

Mirto

Monoi

100ml
SDIF-S-007

100ml
SDIF-S-008

100ml
SDIF-S-012

100ml
SDIF-S-013

250ml
SDIF-25-007

250ml
SDIF-25-008

250ml
SDIF-25-012

250ml
SDIF-25-013

33FI-15-007

33FI-15-008

33FI-15-012

33FI-15-013

350ml
SDIF-M-007

350ml
SDIF-M-008

350ml
SDIF-M-012

350ml
SDIF-M-013

Sweet Lime

Silver Spirit

Orange Tea

Oasi

モノイ

Silver Spirit

Orange Tea

Oasi

モノイ

Silver Spirit

Orange Tea

Oasi

シルバースピリット

オアジ

シルバースピリット

オアジ

シルバースピリット

オアジ

100ml
SDIF-S-016

100ml
SDIF-S-017

250ml
SDIF-25-016

250ml
SDIF-25-017

33FI-15-016

33FI-15-017

350ml
SDIF-M-016

350ml
SDIF-M-017
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モノイ

アイシングシュガー

ニンフィア

Ninfea

Cedar

Muschio & Spezie

33SQIS

33SQNI

33SQCE

33SQMS

Icing Sugar

セダー

ムスク＆スパイス

スイートライム

オレンジティー

マートル

Mirto

Monoi

33SQSL

33SQOT

33SQMI

33SQMO

Sweet Lime

Silver Spirit

Orange Tea

モノイ

Oasi

シルバースピリット

オアジ

33SQSI

33SQOA
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Fragrance Diffuser

フレグランスディフューザー/S

フレグランスディフューザー/M

M交換用スティック

フレグランスディフューザー/L

L交換用スティック

4,000yen+税

6,000yen+税

800yen+税

10,000yen+税

+税
サイズ：350mm
10本入
STK-ZL-001

ボトルサイズ：55Wx55Dx110H
パッケージ：110Wx60Dx270H
容 量：100ml
スティック：250mm（7本入）
イタリア製
約2ヶ月程度香りが継続します。
環境によって若干異なります。

[ ゾナ ] シリーズ

ボトルサイズ：73Wx73Dx130H
パッケージ：138Wx85Dx185H
容 量：250ml
スティック：300mm（7本入）
イタリア製
約4ヶ月程度香りが継続します。
環境によって若干異なります。

サイズ：300mm
7本入
STK-ZM-001

Water Soluble Fragrance

Scented Sachet

水溶性アロマオイル

センテッドサシェ

2,800yen+税

+税
サイズ：75Wx25Dx90H
パッケージ：80Wx45Dx115H（箱）
内容量：40g
成 分：EVA樹脂
イタリア製

ボトルサイズ：85Wx85Dx180H
パッケージ：160Wx100Dx250H
容 量：500ml
スティック：360mm（10本入）
イタリア製
約6ヶ月程度香りが継続します。
環境によって若干異なります。

1,000yen

Milleﬁori の最上級ライン
『境界線のない香り』をコンセプトに
白い清らかさと繊細な香りが織りなす
高品質ライン。

ボトルサイズ：Ф30x80H
パッケージ：50Wx50Dx110H
容 量：15ml
成 分：水・乳化剤・香料
イタリア製

2,200yen

NEW

Fragrance Diffuser Refill

フレグランスディフューザー
専用リフィル/250ml

3,200yen

+税
ボトルサイズ：43Wx43Dx173H
容 量：250ml
成 分：アルコール・香料・色素
イタリア製
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Fragrance Diffuser

4,000yen+税 250ml:6,000yen+税
500ml:10,000yen+税

100ml:

Fragrance Diffuser Refill

3,200yen+税

Water Soluble Fragrance

2,800yen+税

Fiori di Muschio

Legni & Spezie

Spa & Massage Thai

Fiori di Muschio

Legni & Spezie

Spa & Massage Thai

Fiori di Muschio

Legni & Spezie

Spa & Massage Thai

100ml
ZDIF-S-001

100ml
ZDIF-S-003

100ml
ZDIF-S-005

250ml
ZDIF-25-001

250ml
ZDIF-25-003

250ml
ZDIF-25-005

4FI-15-001

4FI-15-003

4FI-15-005

250ml
ZDIF-M-001

250ml
ZDIF-M-003

250ml
ZDIF-M-005

500ml
ZDIF-L-001

500ml
ZDIF-L-003

500ml
ZDIF-L-005

フローラルムスク

スパイシーウッド

スパ＆マッサージ タイ

フローラルムスク

スパイシーウッド

スパ＆マッサージ タイ

フローラルムスク

スパイシーウッド

スパ＆マッサージ タイ

ローズ

オキシゲン

Oxygen

Pomegranate

Rose Madelaine
ローズ

オキシゲン

Oxygen

Pomegranate

Rose Madelaine
ローズ

オキシゲン

Oxygen

Pomegranate

100ml
ZDIF-S-006

100ml
ZDIF-S-008

100ml
ZDIF-S-009

250ml
ZDIF-25-006

250ml
ZDIF-25-008

250ml
ZDIF-25-009

4FI-15-006

4FI-15-008

4FI-15-009

250ml
ZDIF-M-006

250ml
ZDIF-M-008

250ml
ZDIF-M-009

500ml
ZDIF-L-006

500ml
ZDIF-L-008

500ml
ZDIF-L-009

Rose Madelaine

ポメグラネート

ポメグラネート

ポメグラネート

Scented Sachet

2,200yen+税

Fiori di Muschio

Legni & Spezie

Spa & Massage Thai

4SQFM

4SQLS

4SQSM

フローラルムスク

スパイシーウッド

スパ＆マッサージ タイ

ローズ

オキシゲン

Oxygen

Pomegranate

4SQRM

4SQOX

4SQPG

Rose Madelaine

ポメグラネート

Zona is Millefiori’s top line that combines utmost
sophistication to satisfy the most discerning
customers.
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Fragrance Diffuser Refill

Fragrance Diffuser

フレグランスディフューザー/S

フレグランスディフューザー/M

3,500yen+税

6,000yen+税

ボトルサイズ：Ф50x105H
パッケージ：61Wx61Dx258H
容 量：100ml
スティック：250mm（7本入）
イタリア製
約2ヶ月程度香りが継続します。
環境によって若干異なります。
交換用スティック
STK-NS-002

ボトルサイズ：Ф62x132H
パッケージ：73Wx73Dx304H
容 量：250ml
スティック：300mm（8本入）
イタリア製
約4ヶ月程度香りが継続します。
環境によって若干異なります。
交換用スティック
STK-NM-002

STK-NS-002

STK-NM-002

600yen+税

+税
サイズ：300mm
8本入

交換用スティック

クラシカルなボトルに

3,000yen

+税
ボトルサイズ：Ф47x171H
容 量：250ml
イタリア製

交換用スティック

700yen

サイズ：250mm
7本入

[ヴィアブレラ ] シリーズ

フレグランスディフューザー
専用リフィル/250ml

Fragrance Diffuser

3,500yen+税
6,000yen+税

100ml:

350ml:

クリスタル

アールグレー

フローラルロマンス

Floral Romance

Mineral Sea

Sandalwood

Tangerine Garden
タンジェリンガーデン

ベルベット

100ml
44AFMDCR

100ml
44AFMDEG

100ml
44AFMDFL

100ml
44AFMDMN

100ml
44AFMDSW

100ml
44AFMDTG

100ml
44AFMDVE

250ml
44AFDDCR

250ml
44AFDDEG

250ml
44AFDDFL

250ml
44AFDDMN

250ml
44AFDDSW

250ml
44AFDDTG

250ml
44AFDDVE

Cristal

Earl Grey

ミネラルシー

サンダルウッド

Velvet

上品なリボンとシックなラベル
そして上質な香りが時空を超えた
タイムレスな空間に誘います。

Fragrance Diffuser Refill
クリスタル

アールグレー

フローラルロマンス

Floral Romance

Mineral Sea

Sandalwood

Tangerine Garden
タンジェリンガーデン

ベルベット

250ml
44AFREMCR

250ml
44AFREMEG

250ml
44AFREMFL

250ml
44AFREMMN

250ml
44AFREMSW

250ml
44AFREMTG

250ml
44AFREMVE

Cristal

015 Milano-Italy

3,000yen+税

Earl Grey

ミネラルシー

サンダルウッド

Velvet
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Fragrances

Fragrances

[ ナチュラル ] シリーズ

[ セレクテッド ] シリーズ

花やフルーツなど自然の恵みを洗練された香りに。

エレガントで控えめな清流のせせらぎを思わせる

自然の輝きから発想を得たＭilleﬁori のベーシックライン。

シックなイタリアデザインと、個性的な香りが贅沢な時間をプロデュース。

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。

Top Note
Middle Note
Last Note

オレンジ / プチグレイン / 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

フレッシュ・シトラス系

Green Tea

グリーンティー

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上品
な香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

オレンジ / 茶葉 / レモンピール
ゼラニウム / ローズ / ラベンダー / バイオレット
セージ / ホワイトフラワー
セダーウッド / パチュリ

フレッシュ・シトラス系

Melody Flowers

メロディーフラワー

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

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

スイート系

017 Milano-Italy

Mango & Papaya

マンゴ＆パパイア

南国の自然をイメージさせる、
甘く情熱的な
香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

ピーチ / ブラックカラント / グレープフルーツ
スズラン / ローズ / ジャスミン
バニラ / アンバー / ムスク

フルーティ系

Fresh Lavender

ゆったりとした安らぎと幸せを与える、
スタン
ダードな香り。

Top Note

Last Note

ラベンダー / アイビーリーフ
ジャスミン / ローズ / サンダルウッド
バニラ / ホワイトムスク / トンカビーンズ

フラワー系

Fiori d'Orchidea

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

Last Note

フラワー系

Top Note
Middle Note
Last Note

スズラン / ベルガモット / ビターオレンジ / ライム
レッドタンジェリン
バーボンゼラニウム / メロン / ローズマリー
スターアニス / クラリセージ / ブラックカラント
パチュリウッド / モルト / ホワイトムスク

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。

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系

オーキッド

Middle Note

透き通った青い海と、
爽快な青空をイメージ
した、
清涼な香り。

フレッシュ・シトラス系

フレッシュラベンダー

Middle Note

Sea Shore

シーショア

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
アンバー / サンダルウッド / ムスク / セダーウッド

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

フルーティ系

シトラス / グレープ / カシス / スズラン
ポメグラネート / ピーチブロッサム / バニラ
ベチバー / ムスク

Cold Water

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。

Icing Sugar

アイシングシュガー

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。

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

Top Note
Middle Note
Last Note

ホワイトムスク / セダーウッド

フレッシュ・シトラス系

Rose Bouquet

ローズブーケ

エレガントで、
たおやかな女性を彷彿させる
フェミニンでフローラルな香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

ゼラニウム / ベルガモット / ソーンツリー
ローズ / バイオレット / スズラン
アンバー / サンダルウッド / セダーウッド

Jasmine Ylang

ジャスミンイラン

ジャスミンやイランイランのブーケにローズ
ウッドが香る甘くて柔らかい香り。

Top Note

Last Note

フラワー系

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

スイート系

Sweet Lime

スイートライム

爽やかなライムに ほんのりとバニラが香る
ミステリアスで官能的な香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

ジャスミン / イラン イラン
すみれ / ディル / ゼラニウム / シクラメン
カルダモン / カシミア / ばら

ライム / ネロリ / レモン
ストロベリー / ゼラニウム / カシス / スグリ
ベチバー / ローズウッド / ムスク

パチョリ / アンバー / バニラ / ローズウッド

Silver Spirit

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。

Top Note

Last Note

パウダー系

Top Note

Last Note

レモン / ジャスミン
オレンジフラワー / スイレン / フリージア / スズラン
ホワイトムスク

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。

Top Note
Middle 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
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

ムスク＆スパイス

深い森と木々の恵みがもたらす落ち着いた
力強い香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

オレンジフラワー / イランイラン
ダマスクプラム / イエローピーチ / エレミ / バジル
セダーリーフ / キャロットシード / ブルーカモミール
バニラビーンズ / オポポナックス / パチュリウッド
セダーウッド / ガイアックウッド

ウッディースパイシー系

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

フレッシュ・シトラス系

シルバースピリット

Middle Note

みずみずしいスイレンのような優美で澄ん
だフレッシュな香り。

Middle Note

Muschio & Spezie

Cedar

セダー

フラワー系

スイート系

フラワー系

Middle Note

Last Note

ガーデニア / ホワイトフラワー / マグノリア

Ninfea

ニンフィア

Last Note

Last Note

ディル / ローズマリー / シベリア杉
サイプレス / ゼラニウム / バイオレット
ローズリーフ / イランイラン
サンダルウッド / バニラ / セダーウッド / アンバー

パウダー系

モノイ

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

Top Note
Middle Note

Monoi

Mirto

マートル

Middle Note

情熱的なムスクと甘いアニスが印象的なエ
キゾチックな香り。

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

フレッシュ・シトラス系

オリエンタルブーケに地中海のオレンジが
ほのかに香る温かみのある柔らかい香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

オレンジフラワー / スイートオレンジ
ジャパニーズモノイ / 海藻 / ヒヤシンス
ラズベリー / イエローピーチ
セダーウッド / サンタルウッド / アンバーシード
ホワイトムスク

フラワー系

Oasi

オアジ

太陽の光を受けた花々とピンクペッパーが
踊る、
生き生きとした香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

レモン / グレープフルーツ / ベルガモット / スズラン
ローズ / ラベンダー / ピンクペッパー
セダーウッド / カシュメラン / アンバー

フラワー系
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Fragrances

[ ゾナ ] シリーズ

[ヴィアブレラ ] シリーズ

Milleﬁori の最上級ライン『境界線のない香り』をコンセプトに、

クラシカルなボトルに、上品なリボンとシックなラベル、

白い清らかさと繊細な香りが織りなす高品質ライン。

そして上質な香りが時空を超えたタイムレスな空間に誘います。

Fiori di Muschio

フローラルムスク

華やかなムスクとフローラルブーケが香る、
情熱的で優美な香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

ローズ / サイプレス / スイートオレンジ
リシェアクベバ / グリーンタンジェリン
スターアニス / セダーリーフ / クラリセージ
スズラン / イランイラン
アンバーシード / セダーウッド

フラワー系

Oxygen

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
ムスク / セダーウッド / パチュリ
バニラ / サンダルウッド

Pomegranate

ポメグラネート

甘さを抑え、
凛としたムスクの
清涼感。癒しの香り。

ライラック / パインリーフ / レモンピール

Middle Note

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

Last Note

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。

ウッディースパイシー系

オキシゲン

Top Note

Legni & Spezie

スパイシーウッド

ホワイトムスク / グレーアンバー / モルト

フレッシュ・シトラス系

019 Milano-Italy

甘酸っぱいザクロとみずみずしいフルーツ
が織りなす、
甘くチャーミングな香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

フルーティ系

ネロリ / ライトジャスミン / ポメグラネート
スイートオレンジ
トロピカルフルーツ / ブラックカラントのつぼみ
イエローピーチ / ワイルドラズベリー
セダーウッド / モルト / バニラビーンズ

Spa & Massage Thai

スパ＆マッサージ タイ

爽やかなユーカリとミントに甘いスパイスを
加えたエキゾチックな香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

パインリーフ / ミント / ベルガモット
ユーカリ / レモンピール
ゼラニウム / グリーンリーフ / クローブ
ナツメグ
セダーウッド

フレッシュ・シトラス系

Rose Madelaine

ローズ

穏やかなバラの香りにムスクで遊び心を加
えた、
女性的で凛とした香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

フラワー系

ライラック / ネロリ / シクラメン / ホワイトフラワー
ゼラニウム / バラの花びら / ジンジャー
木イチゴ
アンバーシド / セダーウッド / バニラビーンズ

Cristal

Earl Grey

クリスタル

アールグレー

シトラスの爽やかさとローズウッドやムスク
が奏でる透明感のある香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

レモン / シクラメン / パイン
ローズ / カルダモン / レッドフルーツ
セダーウッド / ローズウッド / ホワイトムスク

フレッシュ・シトラス系

Sandalwood

サンダルウッド

レッドアップルとシナモンが絶妙なバランス
で、
アグレッシブでミステリアスな香り。

Top Note

ラベンダー / グレープフルーツ
ベルガモット / レモン

アールグレーティーとローズやアンバーがと
けあう、
上品で優雅な香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

アールグレーティー / ラベンダー / ローズ
セダーウッド / カシュメラン / アンバー

フラワー系

Tangerine Garden

オレンジのフレッシュさとゼラニウムの穏や
かな香りが絶妙。明るく晴れ晴れとした香り。

Top Note

レッドフルーツ / ジャスミン / コリアンダー

Middle Note

Last Note

サンダルウッド / ガイアックウッド / バニラ

Last Note

ラズベリーやピーチのフレッシュのあとバニ
ラやムスクが香る、
キュートで情熱的な香り。

オレンジ / グレープフルーツ / レモン / プチグレイン
ローズ / ゼラニウム / バイオレット / シクラメン
クマリン / ムスク

フレッシュ・シトラス系

Mineral Sea

ミネラルシー

シトラス・ミント・ゼラニウムの清々しさにウッ
ディーが絶妙。
ソフトで澄んだ香り。

Top Note

ネロリ / ジャスミン / ポメグラネート

Top Note

Middle Note

レッドフルーツ / ピーチ / ラズベリー

Middle Note

Last Note

セダーウッド / バニラ / ムスク

フルーティ系

タンジェリンガーデン

Middle Note

ウッディースパイシー系

レモン / グレープフルーツ / ベルガモット
ペッパー

Floral Romance

フローラルロマンス

Last Note

ベルガモット / レモン / ミント / ユーカリ / パイン
ゼラニウム / ナツメグ / カーネーション
セダーウッド / ホワイトムスク

フレッシュ・シトラス系

Velvet

ベルベット

落ち着いた雰囲気に秘めたムスクやレッドフ
ルーツが奏でる、
上品で魅惑的な香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

シトラス / ホワイトフラワー / シクラメン / ネロリ
ローズ / ゼラニウム / レッドフルーツ
セダーウッド / バニラビーンズ / ムスク / アンバー

フラワー系
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Mille-e Capsule Diffuser

カプセルディフューザーL

12,000yen

+税
本体サイズ：145Wx160Dx210H
センテッドカプセル2個付
Unit:4 イタリア製

ホワイト
12MELWH

カプセルディフューザー ミッレ・イー
エスプレッソマシーンやオーディオにも見える美しいフォルム。
TPO に合わせて瞬時に香りを替えられます。

ブラック
12MELBK

Mille-e Capsule Diffuser

C O M P A C T
カプセルディフューザーS

8,000yen+税

本体サイズ：145Wx50Dx145H
センテッドカプセル1個付
Unit:4 イタリア製

ホワイト
12MESWH

ブラック
12MESBK

ダークレッド
12MESDR

オレンジ
12MESOR

イエロー
12MESYE

グリーン
12MESGR

グレー
12MESGI

バイオレット
12MESVI

ブラウン
12WMESWBW

グレー
12WMESWGI

ナチュラル
12WMESWNA

ホワイト
12WMESWWH

Mille-e Capsule Diffuser

WOOD
C O M P A C T
カプセルディフューザーS

18,000yen

+税
本体サイズ：145Wx50Dx145H
センテッドカプセル1個付
Unit:4 イタリア製

021 Milano-Italy
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Mille-e Capsule Diffuser

Fragrances

ミッレフィオーリフレグランスよりお好みの香りを選んで、

C A P S UL ES

センテッドカプセルをマシンの中心部にセットして下さい。

センテッドカプセル

2,000yen

+税
カプセルサイズ：40Фx15H
センテッドカプセル4個入り
Unit:6 イタリア製

コールドウォーター
12MCCW

オレンジフラワー
12MCFA

フローラルムスク
12MCFM

グリーンティー
12MCGT

お好きな時に、フレグランスを替えることができます。
香りがなくなるまで、カプセルは何度でも使用できます。
開封して使用した後も、カプセルをトレイに戻して、
香りを替えたり、数日後に同じ香りを使用できます。

アイシングシュガー
12MCIS

ホワイトムスク
12MCMB

メロディーフラワー
12MCMF

オアジ
12MCOA

Cold Water

コールドウォーター
オキシゲン
12MCOX

グレープフルーツ
12MCPO

サンダルベルガモット
12MCSB

シルバースピリット
12MCSI

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。

Legni e Fiori d'Arancio

オレンジフラワー

静寂な森に咲くスズランとビターオレンジが
共鳴する幻想的な香り。

Fiori di Muschio

フローラルムスク

華やかなムスクとフローラルブーケが香
る、
情熱的で優美な香り。

Green Tea

グリーンティー

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上品
な香り。

Mille-e Capsule Diffuser

Top Note

D I S CO V ER

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

センテッドカプセルアソート

Last Note

3,000yen

+税
カプセルサイズ：40Фx15H
センテッドカプセル6個入り
Unit:6 イタリア製

ホワイトムスク / セダーウッド

フレッシュ・シトラス系

12DME01

強モードの場合：約10時間

アンバー / クマリン / パチュリ / ガイアックウッド
ムスク

フレッシュ・シトラス系

Top Note
Middle Note
Last Note

ローズ / サイプレス / スイートオレンジ
リシェアクベバ / グリーンタンジェリン
スターアニス / セダーリーフ / クラリセージ
スズラン / イランイラン
アンバーシード / セダーウッド

フラワー系

Top Note
Middle Note
Last Note

オレンジ / 茶葉 / レモンピール
ゼラニウム / ローズ / ラベンダー / バイオレット
セージ / ホワイトフラワー
セダーウッド / パチュリ

フレッシュ・シトラス系

12DME02

LIVING SELECTION

※カプセル使用可能時間：

Last Note

ネロリ / ベルガモット / プチグレイン / スズラン
オレンジの花 / ユーカリ

LIFESTYLE SELECTION

リビングセレクション

ライフスタイルセレクション

各1個：
グリーンティ
オレンジフラワー
オアジ
オキシゲン
シルバースピリット
ホワイトムスク

各1個：
コールドウォーター
フローラルムスク
アイシングシュガー
メロディーフラワー
グレープフルーツ
サンダルベルガモット

Icing Sugar

アイシングシュガー

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。

White Musk

ホワイトムスク

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。

Melody Flowers

メロディーフラワー

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。

Oasi

オアジ

太陽の光を受けた花々とピンクペッパーが
踊る、
生き生きとした香り。

弱モードの場合：約60時間
※適用面積：
約20畳程度の広さまで
Top Note
Middle Note

Mille-e Capsule Diffuser

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

B

使用方法

C

左側ボタンは弱めで
長時間モード

D

右側ボタンは強めで
集中モード

Last 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 / アフリカンゼラニウム / スターアニス
フロレンティンアイリス / アメリカンセダー / バニラ
トンカビーンズ

パウダー系

スイート系

A

Top Note
Middle Note

Oxygen

グレープフルーツ

甘さを抑え、
凛としたムスクの
清涼感。癒しの香り。

Last Note

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

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。

Top Note
Middle Note
Last Note

レモン / グレープフルーツ / ベルガモット / スズラン
ローズ / ラベンダー / ピンクペッパー
セダーウッド / カシュメラン / アンバー

フラワー系

スイート系

Pompelmo

オキシゲン

Top Note
Middle Note

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。

Silver Spirit

シルバースピリット

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。

Ａ.センテッドカプセルを選び、シールをはがします。Ｂ.本体へ挿入します。
Ｃ.Ｄ.どちらかのボタンを押してください：
左側ボタンは弱めで長時間モードです。５時間過ぎると自動でオフになります。
右側ボタンは強めで集中モードです。 ３０分過ぎると自動でオフになります。
お好みで、ボタンを押してモードの変更をしてください。
電気が付いているボタンをもう一度押すと電源オフになります。
Ｅ. ミッレフィオーリフレグランスをお楽しみください。
Ｆ.お好きな時に、他のフレグランスにかえられます。 センテッドカプセルは、
開封後も、香らなくなるまで何度でもお使い頂けます。

Perfume your world as and when you wish.
お好きな時に、香りの世界へ誘います。
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E

F

Top Note

ライラック / パインリーフ / レモンピール

Middle Note

※カプセル使用可能時間
強モードの場合：約10時間
弱モードの場合：約60時間

※適用面積
約20畳程度の広さまで

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

Last Note

ホワイトムスク / グレーアンバー / モルト

フレッシュ・シトラス系

Top Note
Middle Note
Last Note

オレンジ / プチグレイン / 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

フレッシュ・シトラス系

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系

Top Note
Middle 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
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

パウダー系
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Car Air Freshener
ハーフ
(香り：普通）

Scent the road.

オープン
(香り：強め）

クローズ
(香り：弱め）

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。
リフィルを回転させる事により、香りの強弱を
3段階に調整できる新機能が加わりました。
1つのカプセルの香りの継続期間は約60日。
使い終わったら新しい香りのカプセルに取り替えて
お楽しみいただけます。
カーエアフレッシュナー GO

GO 専用交換カプセル

1,000yen+税

1,000yen+税

本体サイズ：40Ｗx35Ｄx55H
パッケージサイズ：75Ｗx75Ｄx75H
本体1個+カプセル1個
Unit:6 イタリア製

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。

本体サイズ：40Ｗx12Ｄx40H
パッケージサイズ：52Ｗx32Ｄx52H
カプセル2個
Unit:6 イタリア製

●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。

※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。

バイオレット
13GO12

ライム
13GO13

ティファニー
13GO14

グレー
13GO15

ライトブルー
13GO16

オレンジ
13GO17

バニラ＆ウッド
13GO11DV

オーキッド
13GO11FO

グレープカシス
13GO11GC

レモングラス
13GO11LG

ホワイトムスク
13GO11MB

サンダルベルガモット
13GO11SB

コールドウォーター
13RGCW

グレープフルーツ
13RGPO

オキシゲン
13RGOX

アイシングシュガー
13RGIS

スパイシーウッド
13RGLS

スモーク
13RGAF

バニラ＆ウッド
13RGDV

オーキッド
13RGFO

グレープカシス
13RGGC

レモングラス
13RGLG

ホワイトムスク
13RGMB

サンダルベルガモット
13RGSB

Car Air Freshener Refill

025 Milano-Italy
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Car Air Freshener
CLASSIC クラッシック

1,500yen+税

本体サイズ：68Ｗx13Ｄx25H
パッケージ：93Ｗx28Ｄx52H
本体1個+リフィル1個
Unit:6 イタリア製

オキシゲン
CDIF-A-001

アイシングシュガー
CDIF-A-002

オレンジティー
CDIF-A-003

サンダルベルガモット
CDIF-A-004

ホワイトムスク
CDIF-A-005

スパイシーウッド
CDIF-A-006

モノイ
CDIF-A-007

シルバースピリット
CDIF-A-008

NEW

コールドウォーター
CDIF-A-009

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。

Car Air Freshener

NEW

グレープフルーツ
CDIF-A-011

ポメグラネート
CDIF-A-013

スパイシーウッド
CDIF-C-001

アイシングシュガー
CDIF-C-002

サンダルベルガモット
CDIF-C-003

コールドウォーター
CDIF-C-007

オキシゲン
CDIF-V-001

オキシゲン
CDIF-V-004

グレープフルーツ
CDIF-V-002

グレープフルーツ
CDIF-V-005

サンダルベルガモット
CDIF-V-003

サンダルベルガモット
CDIF-V-006

URBAN アーバン

FIORI フィオーリ

1,500yen+税

コールドウォーター
CDIF-B-003

グリーンティー
CDIF-B-005

メロディーフラワー
CDIF-B-006

グレープフルーツ
CDIF-B-007

Car Air Freshener

本体サイズ：68Ｗx13Ｄx25H
パッケージ：93Ｗx28Ｄx52H
本体1個+リフィル1個
Unit:6 イタリア製

Car Air Freshener

ANIMALIER アニマリエ

METALLO メタッロ

1,500yen+税

本体サイズ：68Ｗx13Ｄx25H
パッケージ：93Ｗx28Ｄx52H
本体1個+リフィル1個
Unit:6 イタリア製

グレープカシス
CDIF-A-010

NEW

Car Air Freshener

1,500yen+税

本体サイズ：68Ｗx13Ｄx25H
パッケージ：93Ｗx28Ｄx52H
本体1個+リフィル1個
Unit:6 イタリア製

NEW

2,000yen+税

ポメグラネート
CDIF-D-001

グレープフルーツ
CDIF-D-002

本体サイズ：68Ｗx13Ｄx25H
パッケージ：93Ｗx28Ｄx52H
本体1個+リフィル1個
Unit:6 イタリア製
品番：001〜003
光沢仕上げ
品番：004〜006
つや消し仕上げ

マートル
CDIF-D-003
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ミント
CDIF-D-004
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Car Air Freshener

Car Air Freshener

WOOD ウッド

SAFARI サファリ

2,000yen+税

フロアマットスプレー

2,000yen+税

本体サイズ：68Ｗx13Ｄx25H
パッケージ：93Ｗx28Ｄx52H
本体1個+リフィル1個
Unit:6 イタリア製

モノイ
CDIF-W-001

サンダルベルガモット
CDIF-W-002

スパイシーウッド
CDIF-W-003

コールドウォーター
CDIF-W-004

車のフロアマットに吹きかけるフレグランススプレー
カーエアフレッシュナーとダブルでご使用いただくと
より一層、香りを楽しんでいただけます。

Floor Mat Spray

本体サイズ：68Ｗx13Ｄx25H
パッケージ：93Ｗx28Ｄx52H
本体1個+リフィル1個
Unit:6 イタリア製

1,600yen+税

本体サイズ：Φ40x132H
Unit:6 イタリア製

スパイシーウッド
CDIF-X-001

ホワイトムスク
CDIF-X-002

オレンジティー
CDIF-X-003

コールドウォーター
CDIF-X-004

オキシゲン
CFF-A-001

アイシングシュガー
CFF-A-002

オレンジティー
CFF-A-003

サンダルベルガモット
CFF-A-004

ホワイトムスク
CFF-A-005

スパイシーウッド
CFF-A-006

モノイ
CFF-A-007

シルバースピリット
CFF-A-008

Car Air Freshener Refill
リフィル

1,400yen

+税
パッケージ：80Ｗx23Ｄx48H
リフィル：2セット+クリップ1個
Unit:6 イタリア製

CDIF-RE-001

Oxygen

オキシゲン

CDIF-RE-003

CDIF-RE-002

Icing Sugar

Orange Tea

アイシングシュガー

オレンジティー

甘さを抑え、
凛としたムスクの清涼感。癒し
の香り。

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。

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。

CDIF-RE-004

CDIF-RE-005

CDIF-RE-006

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。

Legni & Spezie

White Musk

ホワイトムスク

スパイシーウッド

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。

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。

Floor Mat Spray+Car Air Freshener

ギフトに最適。フロアマットスプレーとカーエアフレッシュナーのセット

フロアマットスプレー
＆カーエアフレッシュナー
CDIF-RE-007

Monoi

モノイ

CDIF-RE-009

Pomegranate

Silver Spirit

ポメグラネート

シルバースピリット

南国の甘いフラワーブーケにオレンジをプ
ラスした温かみのある柔らかい香り。

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。

ザクロとみずみずしいフルーツが織りなす、
甘くチャーミングな香り。

CDIF-RE-010

CDIF-RE-011

CDIF-RE-012

Mango & Papaya

マンゴ＆パパイア

南国の自然をイメージさせる、
甘く情熱的
な香り。

CDIF-RE-013

Green Tea

グリーンティー

Cold Water

ミント

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。

CDIF-RE-014
メロディーフラワー

CDIF-RE-016

CDIF-RE-017

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。

Grape Cassis

グレープカシス

空間にエネルギーとバイタリティを与えて
くれる、
爽やかでフレッシュな香り。
オキシゲン
CDIF-KA-001

アイシングシュガー
CDIF-KA-002

オレンジティー
CDIF-KA-003

サンダルベルガモット
CDIF-KA-004

ホワイトムスク
CDIF-KA-005

スパイシーウッド
CDIF-KA-006

モノイ
CDIF-KA-007

シルバースピリット
CDIF-KA-008

CDIF-RE-015

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。

マートル

3,000yen

+税
パッケージ：95Wx45Dx150H
Unit:6 イタリア製

Foglie di Menta

コールドウォーター

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上
品な香り。

Mirto
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CDIF-RE-008

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。

NEW

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。
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Fragrances

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素材感と香り。

Cold Water

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。

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

Top Note
Middle Note
Last Note

ホワイトムスク / セダーウッド

フレッシュ・シトラス系

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

シトラス / グレープ / カシス / スズラン
ポメグラネート / ピーチブロッサム / バニラ
ベチバー / ムスク

フルーティ系

Pomegranate

甘酸っぱいザクロとみずみずしいフルーツ
が織りなす、
甘くチャーミングな香り。

Top Note

Last Note

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

フレッシュ・シトラス系

Lemon Grass

レモングラス

レモンを思わせる、
爽やかでエネルギッシュ
な香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

スイートオレンジ / リツェアクベバ / レモンピール
ホワイトピーチ / バーオレンジフラワー
モロッカンセダー

フレッシュ・シトラス系

ポメグラネート

Middle Note

Last Note

オレンジ / プチグレイン / グレープフルーツ
レモン

ネロリ / ライトジャスミン / ポメグラネート
スイートオレンジ
トロピカルフルーツ / ブラックカラントのつぼみ
イエローピーチ / ワイルドラズベリー
セダーウッド / モルト / バニラビーンズ

フルーティ系
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Mango & Papaya

マンゴ＆パパイア

南国の自然をイメージさせる、
甘く情熱的な
香り。

Top Note
Middle Note
Last Note

フルーティ系

ピーチ / ブラックカラント / グレープフルーツ
スズラン / ローズ / ジャスミン
バニラ / アンバー / ムスク

Icing Sugar

Oxygen

アイシングシュガー

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。

Top Note

ライラック / パインリーフ / レモンピール

Middle Note

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

Last Note

ホワイトムスク / グレーアンバー / モルト

フレッシュ・シトラス系

White Musk

ホワイトムスク

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。

Top Note
Middle Note
Last 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 / アフリカンゼラニウム / スターアニス
フロレンティンアイリス / アメリカンセダー / バニラ
トンカビーンズ

パウダー系

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

スイート系

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

Foglie di Menta

空間にエネルギーとバイタリティを与えてく
れる、
爽やかでフレッシュな香り。

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

カシス / オレンジ / パインリーフ / ミント

Green Tea

グリーンティー

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上品
な香り。

Top Note

Middle Note

ラベンダー / バジル / ジャスミン
ユーカリ / スペアミント

Middle Note

Last Note

ムスク / セダーウッド / ベチバー

Last Note

フレッシュ・シトラス系

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
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系

ウッディースパイシー系

ミント

Top Note

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。

Legni & Spezie

スパイシーウッド

オレンジ / 茶葉 / レモンピール
ゼラニウム / ローズ / ラベンダー / バイオレット
セージ / ホワイトフラワー
セダーウッド / パチュリ

フレッシュ・シトラス系

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。

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

フレッシュ・シトラス系

Smoke

Vanilla & Wood

スモーク

バニラウッド

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

オレンジ / プチグレイン

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

アンジェリカ / スターアニス / ブラックペッパー
クローブ

Middle Note

Last Note

黒檀 / パチュリウッド / バニラビーンズ / モルト

Last Note

ウッディースパイシー系

Monoi

Last Note

フラワー系

モロッカンセダー / 黒檀 / サンダルウッド
モルツ / フロレンティンアイリス

スイート系

オレンジフラワー / スイートオレンジ
ジャパニーズモノイ / 海藻 / ヒヤシンス
ラズベリー / イエローピーチ
セダーウッド / サンタルウッド / アンバーシード
ホワイトムスク

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。

Top Note
Middle Note
Last Note

パウダー系

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
アンバー / サンダルウッド / ムスク / セダーウッド

フラワー系

シルバースピリット

オリエンタルブーケに地中海のオレンジが
ほのかに香る温かみのある柔らかい香り。

Top Note

キャロットシード / バニラ

Silver Spirit

モノイ

Middle Note

ビターオレンジ / ベルガモット・カラブリアン
プチグレン・パラグアイ / ウォータージャスミン

Fiori d'Orchidea

オーキッド

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
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

Melody Flowers

メロディーフラワー

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

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

スイート系

Mirto

マートル

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
Middle Note
Last Note

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

フレッシュ・シトラス系
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Display

※詳しくは担当営業にお問い合わせください。

Display

※什器の仕様が予告なく変更されたり、廃番となる場合がございますのでご了承ください。写真・イラストはイメージです。

スタンドディスプレイセット

リフィルディスプレイセット

72,000yen+税〜

134,400yen+税〜

什器品番：CDIF-DP-022
什器サイズ：
：440Ｗx295Ｄx177H
（POP含む)
各ポケットはリフィルを３個収納できます。
お好みの組合せで展開できます。
材質：アクリル

什器品番：CDIF-DP-021
什器サイズ：440Ｗx140Ｄx160H
（+POP：140H）
本体：8種類ｘＵｎ
ｉ
ｔ
：6
テスター付
お好みの組合せで展開できます。
材質：アクリル

コンパクトで多彩な展開
カーエアフレグランス。
スタンドディスプレイセット

72,000yen

+税〜
什器品番：1PCARGO
什器サイズ：335Ｗx240Ｄx330H
本体セット：各6個+カプセル各6個入り
テスター用カプセル各1個付き
お好みの組合せで展開できます。

オキシゲン
CDIF-A-001

甘さを抑え、
凛としたムスクの清涼感。
癒しの香り。

アイシングシュガー 懐かしい記憶を呼び起こす
CDIF-A-002
ふんわりと甘く繊細な粉砂糖の香り。

オレンジティ
CDIF-A-003

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。

ベルガモット
CDIF-A-004

ホワイトムスク
CDIF-A-005

白い花と砂のある水辺にバニラの
香りが届いた、
無垢で優美な香り。

スパイシーウッド
CDIF-A-006

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。

モノイ
CDIF-A-007

オリエンタルブーケに地中海のオレンジが
ほのかに香る温かみのある柔らかい香り。

コールドウォーター 爽やかさの中に甘さとスパイスが
CDIF-B-003
秘められた、
魅惑的な大人の香り。

グリーンティー
CDIF-B-005

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上品な香り。

スパイシーウッド
CDIF-C-001

メロディーフラワー 色とりどりの花々とエキゾチックなスパイス
CDIF-B-006
が奏でる、
甘く穏やかな香り。

グレープフルーツ
CDIF-B-007

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。

ポメグラネート
CDIF-D-001

甘酸っぱいザクロとみずみずしいフルーツ
が織りなす、
甘くチャーミングな香り。

グレープフルーツ
CDIF-D-002

マートル
CDIF-D-003

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。

オレンジティ
CDIF-RE-003

オキシゲン
CDIF-RE-001

オキシゲン
CDIF-A-001

甘さを抑え、
凛としたムスクの清涼感。
癒しの香り。

アイシングシュガー 懐かしい記憶を呼び起こす
CDIF-A-002
ふんわりと甘く繊細な粉砂糖の香り。

オレンジティ
CDIF-A-003

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。

ベルガモット
CDIF-A-004

シルバースピリット やわらかなシトラスの甘さが落ち着きを
CDIF-A-008
与える、
穏やかで透き通った香り。

ホワイトムスク
CDIF-A-005

白い花と砂のある水辺にバニラの
香りが届いた、
無垢で優美な香り。

スパイシーウッド
CDIF-A-006

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。

モノイ
CDIF-A-007

オリエンタルブーケに地中海のオレンジが
ほのかに香る温かみのある柔らかい香り。

シルバースピリット やわらかなシトラスの甘さが落ち着きを
CDIF-A-008
与える、
穏やかで透き通った香り。

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。

アイシングシュガー 懐かしい記憶を呼び起こす
CDIF-C-002
ふんわりと甘く繊細な粉砂糖の香り。

コールドウォーター 爽やかさの中に甘さとスパイスが
CDIF-B-003
秘められた、
魅惑的な大人の香り。

グリーンティー
CDIF-B-005

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上品な香り。

スパイシーウッド
CDIF-C-001

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。

アイシングシュガー 懐かしい記憶を呼び起こす
CDIF-C-002
ふんわりと甘く繊細な粉砂糖の香り。

グレープフルーツ
CDIF-B-007

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。

コールドウォーター 爽やかさの中に甘さとスパイスが
CDIF-C-007
秘められた、
魅惑的な大人の香り。

メロディーフラワー 色とりどりの花々とエキゾチックなスパイス
CDIF-B-006
が奏でる、
甘く穏やかな香り。

グレープフルーツ
CDIF-B-007

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。

グレープフルーツ
CDIF-B-007

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。

コールドウォーター 爽やかさの中に甘さとスパイスが
CDIF-C-007
秘められた、
魅惑的な大人の香り。

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。

マンゴ＆パパイア
CDIF-E-001

南国の自然をイメージさせる
甘く情熱的な香り。

スパイシーウッド
CDIF-E-002

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。

ポメグラネート
CDIF-D-001

甘酸っぱいザクロとみずみずしいフルーツ
が織りなす、
甘くチャーミングな香り。

グレープフルーツ
CDIF-D-002

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。

マンゴ＆パパイア
CDIF-E-001

南国の自然をイメージさせる
甘く情熱的な香り。

スパイシーウッド
CDIF-E-002

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。

ミント
CDIF-D-004

空間にエネルギーとバイタリティを
与えてくれる、
爽やかでフレッシュな香り。

オキシゲン
CDIF-E-003

甘さを抑え、
凛としたムスクの清涼感。
癒しの香り。

グリーンティー
CDIF-E-004

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上品な香り。

マートル
CDIF-D-003

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。

ミント
CDIF-D-004

空間にエネルギーとバイタリティを
与えてくれる、
爽やかでフレッシュな香り。

オキシゲン
CDIF-E-003

甘さを抑え、
凛としたムスクの清涼感。
癒しの香り。

グリーンティー
CDIF-E-004

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上品な香り。

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。

ベルガモット
CDIF-RE-004

南イタリアの美しい自然を思わせる、
フレッシュで清々しいシトラス系の香り。

オリエンタルブーケに地中海のオレンジが
ほのかに香る温かみのある柔らかい香り。

シルバースピリット やわらかなシトラスの甘さが落ち着きを
CDIF-RE-008
与える、
穏やかで透き通った香り。

甘さを抑え、
凛としたムスクの清涼感。
癒しの香り。

アイシングシュガー 懐かしい記憶を呼び起こす
CDIF-RE-002
ふんわりと甘く繊細な粉砂糖の香り。

白い花と砂のある水辺にバニラの
香りが届いた、
無垢で優美な香り。

スパイシーウッド
CDIF-RE-006

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。

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。

空間にエネルギーとバイタリティを
与えてくれる、
爽やかでフレッシュな香り。

グレープフルーツ
CDIF-RE-015

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。

マートル
CDIF-RE-016

南国の自然をイメージさせる
甘く情熱的な香り。

グリーンティー
CDIF-RE-013

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上品な香り。

メロディーフラワー 色とりどりの花々とエキゾチックなスパイス
CDIF-RE-014
が奏でる、
甘く穏やかな香り。

Oxygen

Icing Sugar

オキシゲン
（交換リフィル）

アイシングジュガー
（交換リフィル）

コールドウォーター 爽やかさの中に甘さとスパイスが
CDIF-RE-011
秘められた、
魅惑的な大人の香り。

ミント
CDIF-RE-012

ポメグラネート
CDIF-RE-009

マンゴ＆パパイア
CDIF-RE-010

甘酸っぱいザクロとみずみずしいフルーツ
が織りなす、
甘くチャーミングな香り。

Pomegranate
ポメグラネイト
（交換リフィル）

White Musk

スパイシーウッド
（交換リフィル）

グレープフルーツ
CDIF-RE-015

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。

マートル
CDIF-RE-016

南国の自然をイメージさせる
甘く情熱的な香り。

グリーンティー
CDIF-RE-013

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上品な香り。

メロディーフラワー 色とりどりの花々とエキゾチックなスパイス
CDIF-RE-014
が奏でる、
甘く穏やかな香り。

Mango & Papaya
マンゴ＆パパイア
（交換リフィル）

Green Tea

グリーンティー
（交換リフィル）

南イタリアの美しい自然を思わせる、
フレッシュで清々しいシトラス系の香り。

Legni & Spezie

ホワイトムスク
（交換リフィル）

空間にエネルギーとバイタリティを
与えてくれる、
爽やかでフレッシュな香り。

Melody Flowers
メロディーフラワー
（交換リフィル）

コールドウォーター 爽やかさの中に甘さとスパイスが
CDIF-RE-011
秘められた、
魅惑的な大人の香り。

ミント
CDIF-RE-012

ポメグラネート
CDIF-RE-009

マンゴ＆パパイア
CDIF-RE-010

甘酸っぱいザクロとみずみずしいフルーツ
が織りなす、
甘くチャーミングな香り。

Pomegranate
ポメグラネイト
（交換リフィル）

Mango & Papaya
マンゴ＆パパイア
（交換リフィル）

Green Tea

グリーンティー
（交換リフィル）

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。

Melody Flowers
メロディーフラワー
（交換リフィル）

フロアディスプレイセット

フロアディスプレイセット

フロアディスプレイセット

350,400yen+税〜

360,000yen+税〜

+税〜
什器品番：1PCARTGO
什器サイズ：505Wx400Dx1630H
本体セット：12種類ｘＵｎ
ｉ
ｔ
：12
リフィル：12種類ｘＵｎ
ｉ
ｔ
：6
テスター用カプセル各1個付き
お好みの組合せで展開できます。

什器品番：CDIF-DP-100（スタンド）
CDIF-DP-101（商品用トレー12個）
CDIF-DP-102（リフィル用トレー4個）
什器サイズ：450Wx300Dx1770H
本体：24種類ｘＵｎ
ｉ
ｔ
：6
本体テスター：24個付
リフィル：16種類ｘＵｎ
ｉ
ｔ
：6
お好みの組合せで展開できます。
本体材質：スチール
部材材質：アクリル
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モノイ
CDIF-RE-007

ホワイトムスク
CDIF-RE-005

南イタリアの美しい自然を思わせる、
フレッシュで清々しいシトラス系の香り。

什器品番：CDIF-DP-100（スタンド）
CDIF-DP-101（商品用トレー12個）
CDIF-DP-102（リフィル用トレー4個）
什器サイズ：450Wx300Dx1770H
本体：24種類ｘＵｎ
ｉ
ｔ
：6
本体テスター：24個付
リフィル：16種類ｘＵｎ
ｉ
ｔ
：3
スプレー：8種類ｘＵｎ
ｉ
ｔ
：6
お好みの組合せで展開できます。
本体材質：スチール
部材材質：アクリル

216,000yen
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Diffuser Bamboo Mosaico
MOSAICO モザイク

5,000yen+税

製品サイズ：Ф50x270H
スティック黒：550mm/6本入
Unit:4

交換用スティック
STK-B-002

1,200yen

+税
スティック黒：550mm/6本入
Unit:12

ディフューザー
あなたのセンスが無限に広がる
エアーデザインの世界を
お楽しみください。

サークルブラック
DIF-BM-001

マザーパール
DIF-BM-003

パール
DIF-BM-009

ゴールドレッド
DIF-BM-014

ナチュラル
Ф90x230H
1WA-CI-001

ブラウン
Ф90x230H
1WA-CI-002

ナチュラル
Ф90x230H
1WA-CL-001

ブラウン
Ф90x230H
1WA-CL-002

ナチュラル
85Wx85Dx230H
1WA-CU-001

ブラウン
85Wx85Dx230H
1WA-CU-002

ナチュラル
Ф90x230H
1WA-EL-001

ブラウン
Ф90x230H
1WA-EL-002

Diffuser Wood Air Design
WOOD ウッド

10,000yen+税

スティック黒：550mm/6本入
Unit:4

イタリアの天然木を使用した
スタイリッシュなディフューザー。
専用リフィルのボトルをそのまま入れることが
できるので、液体を移しかえる時に
うっかりこぼしたりする心配もありません。
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Diffuser Wood Flower

Diffuser Lovely
FIORE フラワーSサイズ

WOOD FLOWER ウッドフラワー

1,500yen+税

6,000yen+税

製品サイズ：Ф100x70H
Unit:4

製品サイズ：Ф72x60H
Unit:4
ホワイト
LDIF-FS-001

レッド
LDIF-FS-003

オレンジ
LDIF-FS-004

ピンク
LDIF-FS-008

ホワイト
LDIF-FM-001

レッド
LDIF-FM-003

オレンジ
LDIF-FM-004

ピンク
LDIF-FM-008

ホワイト
LDIF-CM-001

レッド
LDIF-CM-003

オレンジ
LDIF-CM-004

ピンク
LDIF-CM-008

FIORE フラワーMサイズ

2,000yen+税

製品サイズ：Ф110x70H
Unit:4

ホワイト
DIF-W-001

D.ブラウン
DIF-W-002

Diffuser BAMBINO

レッド
DIF-W-004

Diffuser Magnum
MAGNUM マグナム

BAMBINO バンビーノ

18,000yen

3,500yen

+税
スティック：650mm/9本入
Unit:2

+税
製品サイズ：125Wx115Dx150H
スティック：300mm/7本入
Unit:4

HEART ハート

BIG
2.5lt

BIG
3.0lt

2,000yen+税

製品サイズ：105Wx90Dx57H
Unit:4

Ultrasound Diffuser

水溶性アロマオイル別売をご使用いただけます。

超音波式アロマディフューザー

超音波式アロマディフューザー

8,000yen+税

+税
サイズ：Ф130x170H
Unit:4

ピンク
BDIF-PK-001

NATURAL
Ф142x350H
7XLD

水溶性アロマオイル別売をご使用いただけます。

10,000yen

サイズ：Ф90x155H
Unit:4

ブルー
BDIF-BL-001

Ultrasound Diffuser

ZONA
138Wx138Dx265H
4XLD

Diffuser Lovely etc.
フレアー型
1DUV

LOVELY ラブリー

ピラミッド型
1DUL

1,500yen+税
Unit:4

Fragrance Burner Diffuser
リボン
Ф72x65H
LDIF-LF-008

ムーン
Ф72x95H
LDIF-LL-001

クローバー
Ф72x60H
LDIF-LQ-006

水溶性アロマオイル別売をご使用いただけます。

セラミックバーナー

ティーキャンドル

2,500yen+税

+税
サイズ：約Ф40x18H
燃焼時間：約４時間
入 数：10個
Unit:60

400yen

サイズ：約90Ｗｘ105Ｄx120H
Unit:1

BRN-E-001
サン
Ф72x93H
LDIF-LS-004
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Candle

BRN-E-002

CDL-TL-001

バード
Ф72x85H
LDIF-LT-001
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Aroma Lamp
SPHERE スフィア/スモール

4,000yen+税

製品サイズ：Ф80x110H
材質：フロストガラス
本体付属品：
バーナー/S
ランプシェード
密封キャップ
じょうご
説明書
Unit:3

アロマランプ
インテリアにアクセントを加える
スタイリッシュで品のあるデザイン。
空間をほのかに彩るフレグランスを
お楽しみください。

フロスト
CDF-SS-001

ブラウン
CDF-SS-002

レッド
CDF-SS-003

オレンジ
CDF-SS-004

クラックホワイト
CDF-M-005
Ф110x154H

クラックブラウン
CDF-M-009
Ф110x154H

ブラック＆ゴールド
CDF-M-002
Ф100x140H

ブラック＆ホワイト
CDF-M-004
Ф100x140H

ハニー
CDF-SS-005

Aroma Lamp
MOSAIC モザイク

8,000yen+税

材質：ガラス・砂・モザイクガラス
本体付属品：
バーナー/L
ランプシェード
密封キャップ
じょうご
説明書
Unit:3
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マザーパール
CDF-M-007
Ф100x140H

レッド＆ゴールド
CDF-M-012
Ф100x140H
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アロマランプ専用リフィル

Fragrances Refill “NEUTRAL”

“NATURAL”
LO-N-003

Pompelmo

グレープフルーツ

NATURAL ナチュラルシリーズ

2,800yen+税

Size:500ml
Unit:6 イタリア製

自然をイメージした香りの
スタンダードフレグランス。

LO-N-011

LO-N-012

Green Tea

Fresh Lavender

グリーンティー

フレッシュラベンダー

2,800yen+税

LO-N-007

LO-N-008

LO-NE-001

Cold Water

コールドウォーター

透き通った青い海と、
爽快な青空をイメージ
した、
清涼な香り。

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。

LO-N-017

LO-N-018

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。

エレガントで、
たおやかな女性を彷彿させる
フェミニンでフローラルな香り。

LO-N-021

LO-N-024

LO-N-025

LO-N-026

メロディーフラワー

オーキッド

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。

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。

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。

●バーナー（芯）の香り除去

交換用バーナーS

交換用バーナーL

1,600yen+税

1,800yen+税

Size:500ml
Unit:6

●お部屋の消臭

Size:500ml
Unit:6

●アロマランプ専用オイルの
濃度を下げ香りをまろやかに調節。

WICK-S-001

WICK-L-001

Rose Bouquet

ゆったりとした安らぎと幸せを与える、
スタン
ダードな香り。

Fiori d'Orchidea

Size:500ml
Unit:6 イタリア製

■ニュートラルオイルの使い方

ローズブーケ

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上品
な香り。

Melody Flowers

NEUTRAL 香りの消臭

南国の自然をイメージさせる、
甘く情熱的な
香り。

シーショア

バーナーは約250回ご使用頂けます。

Mango & Papaya

マンゴ＆パパイア

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。

Sea Shore

Accessories

LO-N-004

Jasmine Ylang

ジャスミンイラン

ジャスミンやイランイランのブーケにローズ
ウッドが香る甘くて柔らかい香り。

アロマランプの仕組み
アロマランプの仕組みはどうなってるの？
バーナーのセラミック部分は材質の異なる陶土と金

アロマランプ専用リフィル

属（プラチナ）の合成で作られています。バーナー

“SELECTED”
LO-S-001

Icing Sugar

アイシングシュガー

SELECTED セレクテッドシリーズ

3,000yen+税

Size:500ml
Unit:6 イタリア製

個性的な香りが魅力の
フレグランスライン。

LO-S-007

Orange Tea

スイートライム

オレンジティー

爽やかなライムに ほんのりとバニラが香る
ミステリアスで官能的な香り。

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。

LO-S-016

LO-S-017

LO-S-005

LO-S-006

シルバースピリット

ムスク＆スパイス

率よくオイルを拡散させます。最初に 3 〜 4 分程度
火を付けますが、すぐに吹き消します。この間にバー
ナーは、外側の温度が高温に上昇し、無炎燃焼状態（炎
の上がらない燃焼状態）になります。オイルと接触する中心部分の温度は、
アルコールが気化するのに最適な温度を保ち、香りの成分をお部屋中に広げ
ます。密封キャップをして芳香を終わらせた後も、数時間香りをお楽しみい

深い森と木々の恵みがもたらす落ち着いた
力強い香り。

情熱的なムスクと甘いアニスが印象的なエ
キゾチックな香り。

ただけます。

LO-S-012

LO-S-013

アロマランプクイックマニュアル

Mirto

マートル

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。

Monoi

モノイ

オリエンタルブーケに地中海のオレンジが
ほのかに香る温かみのある柔らかい香り。

STEP 1

STEP 2

STEP 3

オイルを2/3程度入れ、
芯を約20分浸けてバー
ナーにオイルをしみ込
ませます。

バー ナーにオイルがし
み込んだら火をつけ、約
3〜4分燃焼させます。

火 を 吹 き 消 すと、バ ー
ナーが無炎燃焼状態に
なり、アロマの芳香が始
まります。

STEP 4

STEP 5

STEP 6

火を吹き消した後、無炎
燃焼状態を維持するた
め、ランプシェードをか
ぶせて燃焼します。

お部屋に香りがいきとど
いたら、芳香の拡散を終
（燃焼時間：6畳
了します。

ランプシェードを取り外
し、密封キャップをかぶ
せ芳香終了後、香りがお
部屋に数時間持続しま
（芳香時間：6畳のお部屋
す。

オアジ

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。

太陽の光を受けた花々とピンクペッパーが
踊る、
生き生きとした香り。

“ZONA”
LO-Z-001

Fiori di Muschio

ZONA ゾナシリーズ

3,200yen+税

Size:500ml
Unit:6 イタリア製

モダンで洗練された香りの
ラグジュアリーライン。

フローラルムスク

LO-Z-003

Legni & Spezie

スパイシーウッド

華やかなムスクとフローラルブーケが香る、
情熱的で優美な香り。

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。

LO-Z-005

LO-Z-006

Spa & Massage Thai

スパ＆マッサージ タイ

Rose Madelaine

ローズ

爽やかなユーカリとミントに甘いスパイスを
加えたエキゾチックな香り。

穏やかなバラの香りにムスクで遊び心を加
えた、
女性的で凛とした香り。

LO-Z-008

LO-Z-009

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。
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Muschio & Spezie

にはスポンジ状に小さな穴が数多く開いていて、効

Oasi

Silver Spirit

アロマランプ専用リフィル

みずみずしいスイレンのような優美で澄ん
だフレッシュな香り。

セダー

LO-S-008

Ninfea

ニンフィア

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。

Cedar

Sweet Lime

LO-S-003

Pomegranate

ポメグラネート

のお部屋で約15分程度が目
安）

で約6時間程度持続）

※ランプシェードの取り外しの際、
熱くなっていますのでご注意下さい。 室内の気温、
湿度によって芳香時間は異なります。

甘酸っぱいザクロとみずみずしいフルーツ
が織りなす、
甘くチャーミングな香り。
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Detergent
ランドリーソープ

3,000yen

+税
ボトルサイズ：Ф90x225H
容 量：1,000ml
洗濯用合成洗剤
Unit:6 イタリア製

汚れをやさしく落とし、洗いあがりの洗濯物に
ほのかな香りを残します。
色あせを防止する効果にも優れています。

ランドリー
衣類やリネンを優しい香りで
ファブリックケア。
香りにもパッケージにもこだわった
Milleﬁori のランドリーライン。
トータルでお使いになると、
より香り豊かに仕上がります。

ナルシス
66PDJO

パール
66PDPE

ウィステリア
66PDCG

オーシャンウィンド
66PDOW

ナルシス
66PAJO

パール
66PAPE

ウィステリア
66PACG

オーシャンウィンド
66PAOW

ナルシス
IRN-10-001

パール
IRN-10-002

ウィステリア
IRN-10-003

オーシャンウィンド
IRN-10-004

Softener
ソフトナー

3,000yen

+税
ボトルサイズ：Ф90x225H
容 量：1,000ml
柔軟仕上剤
Unit:6 イタリア製

洗濯物をふんわりソフトに仕上げて
やさしい香りで包んでくれます。
衣類に袖を通した時、心地よく香ります。

Ironing Water
リネンウォーター

2,000yen

+税
ボトルサイズ：Ф95x230H
容 量：1,000ml
リネンウォーター
Unit:6 イタリア製

ヨーロッパで昔から愛用されているリネンウォーター。
衣類の香り付けに。
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Fabric Refreshener 75ml

Fragrances

ミニファブリックリフレッシュナー75ml

900yen

+税
ボトルサイズ：Ф38x115H
容 量：75ml
ファブリックウォーター
Unit:6 イタリア製

カーテンやソファ、
ラグなどに。

ナルシス
FRF-S-001

パール
FRF-S-002

ウィステリア
FRF-S-003

オーシャンウィンド
FRF-S-004

風で揺れるたびに部屋中に広がる良い香りを
お楽しみください。

Fabric Refreshener 250ml
ファブリックリフレッシュナー250ml

2,000yen

+税
ボトルサイズ：Ф60x170H
容 量：250ml
ファブリックウォーター
Unit:6 イタリア製

カーテンやソファ、
ラグなどに。
風で揺れるたびに部屋中に広がる良い香りを
お楽しみください。

Perla

Narcisse
ナルシス

早春の喜びをイメージさせる、
ピュアでルー
ティーな香り。
ナルシス
FRF-25-001

パール
FRF-25-002

ウィステリア
FRF-25-003

Wisteria

パール

ウィステリア

エレガントなバラをベースにした、
清潔で上
品な香り。

甘い野いちごにバニラやクロ−ブが華やぎ
をあたえる、
温かみのある可憐な香り。

Ocean wind

オーシャンウィンド

夏の海から吹く心地よい風をイメージした、
爽やかでオリエンタルな香り。

オーシャンウィンド
FRF-25-004

Top Note
Middle Note

Scented Card

Last Note

フルーティ系

コーヒーシロップ / 柑橘類 / 笹の葉
グリーンアップル / アフリカンコーヒー / 水仙
アップルウッド / ブラックウッド
インドネシアンパョリ / モルト/ アイリス

Top Note
Middle Note
Last Note

フラワー系

ライラック / ガルバナム / シクラメン
ジャスミン
ナツメグ / ダマスカスプラム / ダマスクローズ
ブラックカラント / イランイラン
アフリカンセダー / サンダルウッド / トンカ豆
ホワイトムスク / フロレンティーンアイリス

Top Note
Middle Note
Last Note

フラワー系

ライラック / クチナシ / 柑橘類 / スズラン
ダマスクローズ / ワイルドストロベリー / クローブ
スターアニス / ゼラニウム / イランイラン
黒檀 / トンカ豆 / バニラ / ダイコンソウ

Top Note
Middle Note
Last Note

ライラック / ベルガモット / ローズ
スミレの葉 / スズラン
海藻 / ダマスカスプラム / イランイラン
インディアンマリーゴールド
サンダルウッド / バニラ / トンカ豆
ホワイトムスク

フレッシュ・シトラス系

センテッドカード

1,500yen

+税
パッケージ：100Wx3Dx155H
製品サイズ：67Wx114H
容 量：3枚入
材質：ゴム
芳香剤
Unit:6 イタリア製

ナルシス
CARD-A-001

パール
CARD-A-002

ウィステリア
CARD-A-003

オーシャンウィンド
CARD-A-004

クローゼットいっぱいによい香りが広がり、
開くたびに香りを楽しめます。
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[ ナチュラル ] ボディケアシリーズ
花やフルーツなど自然の恵みを
洗練された香に。
自然の輝きから発想を得た
Ｍilleﬁori のベーシックライン。

B o d y C a r e
n a t u r a l

Shower Gel “NATURAL”

※ポンプ式のボトルは順次変更になります。

Hand Cream “NATURAL”

ボディソープ

ハンドクリーム

2,000yen+税

2,000yen+税

ジェルタイプのボディソープ。
しっとりとお肌を
洗い上げてくれます。

少量でものびが良い
ハンドクリーム。
しっかりとうるおいと
香りを与えます。

内容量：300ml
Unit:6 イタリア製

内容量：75ｇ
Unit:6 イタリア製

グレープフルーツ
SG-30-003

マンゴ＆パパイア
SG-30-004

コールドウォーター
SG-30-008

コットンフラワー
SG-30-014

サンダルベルガモット
SG-30-017

Body Cream “NATURAL”

Soap “NATURAL”

ボディクリーム

ソープ

2,400yen+税

1,200yen+税

豊かな香りのボディクリーム。
肌にうるおいを与え、
乾燥を防ぎます。

すっきりとした洗い上がりの
ソープ。ほんのりと香りを
残してくれます。

内容量：300ml
Unit:6 イタリア製

グレープフルーツ
HCM-75-003

マンゴ＆パパイア
HCM-75-004

コールドウォーター
HCM-75-008

コットンフラワー
HCM-75-014

サンダルベルガモット
HCM-75-017

グレープフルーツ
SP-15-003

マンゴ＆パパイア
SP-15-004

コールドウォーター
SP-15-008

コットンフラワー
SP-15-014

サンダルベルガモット
SP-15-017

グレープフルーツ
BS-12-003

マンゴ＆パパイア
BS-12-004

コールドウォーター
BS-12-008

コットンフラワー
BS-12-014

サンダルベルガモット
BS-12-017

内容量：150ｇ
Unit:6 イタリア製

グレープフルーツ
BC-30-003

マンゴ＆パパイア
BC-30-004

コールドウォーター
BC-30-008

コットンフラワー
BC-30-014

サンダルベルガモット
BC-30-017

Body Mist “NATURAL”

Bath Salt “NATURAL”

ボディミスト

バスソルト

2,000yen+税

内容量：100ml
Unit:6 イタリア製

+税
内容量：120ｇ
Unit:6 イタリア製

軽やかに香りと保湿を補える
ボディミスト。ライトコロン感覚で
香りをまとって。

地中海の塩を使用した
バスソルト。芯から温まる
リラックスタイムを。

900yen

グレープフルーツ
BM-10-003

マンゴ＆パパイア
BM-10-004

コールドウォーター
BM-10-008

コットンフラワー
BM-10-014

サンダルベルガモット
BM-10-017

Hand Soap “NATURAL”

Fragrances
Pompelmo

グレープフルーツ

ハンドソープ

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。

2,000yen+税

内容量：250ｍｌ
Unit:6 イタリア製

きめ細かい泡で洗い上げる
ハンドソープ。使用後は
すべすべのお肌に。
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Mango & Papaya

マンゴ＆パパイア

南国の自然をイメージさせる、
甘く情熱的な
香り。

Cold Water

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。

Fiori di Cotone

コットンフラワー

優しいコットンフラワーの中に、
ほのかにム
スクを感じる、
ピュアな香り。

Sandalo Bergamotto

サンダルベルガモット
グレープフルーツ
HSP-25-003

マンゴ＆パパイア
HSP-25-004

コールドウォーター
HSP-25-008

コットンフラワー
HSP-25-014

サンダルベルガモット
HSP-25-017

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。
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[ セレクテッド ] ボディケアシリーズ
エレガントで控えめな清流の
せせらぎを思わせるシックな
イタリアデザインと個性的な香りが
贅沢な時間をプロデュース。

B o d y C a r e
s e l e c t e d

Shower Gel “SELECTED”

Hand Cream “SELECTED”

ボディソープ

ハンドクリーム

2,000yen+税

2,000yen+税

ジェルタイプのボディソープ。
しっとりとお肌を
洗い上げてくれます。

少量でものびが良い
ハンドクリーム。
しっかりとうるおいと
香りを与えます。

内容量：300ml
Unit:6 イタリア製

内容量：75ｇ
Unit:6 イタリア製

ニンフィア
SG-30-503

オレンジティー
SG-30-508

シルバースピリット
SG-30-516

Body Cream “SELECTED”

Soap “SELECTED”

ボディクリーム

ソープ

2,400yen+税

1,200yen+税

豊かな香りのボディクリーム。
肌にうるおいを与え、
乾燥を防ぎます。

すっきりとした洗い上がりの
ソープ。ほんのりと香りを
残してくれます。

内容量：300ml
Unit:6 イタリア製

ニンフィア
HCM-75-503

オレンジティー
HCM-75-508

シルバースピリット
HCM-75-516

ニンフィア
SP-15-503

オレンジティー
SP-15-508

シルバースピリット
SP-15-516

ニンフィア
BS-12-503

オレンジティー
BS-12-508

シルバースピリット
BS-12-516

内容量：150ｇ
Unit:6 イタリア製

ニンフィア
BC-30-503

オレンジティー
BC-30-508

シルバースピリット
BC-30-516

Body Mist “SELECTED”

Bath Salt “SELECTED”

ボディミスト

バスソルト

2,000yen+税

内容量：100ml
Unit:6 イタリア製

+税
内容量：120ｇ
Unit:6 イタリア製

軽やかに香りと保湿を補える
ボディミスト。ライトコロン感覚で
香りをまとって。

地中海の塩を使用した
バスソルト。芯から温まる
リラックスタイムを。

900yen

ニンフィア
BM-10-503

オレンジティー
BM-10-508

シルバースピリット
BM-10-516

Hand Soap “SELECTED”

Fragrances
Ninfea

ニンフィア

ハンドソープ

みずみずしいスイレンのような優美で澄ん
だフレッシュな香り。

2,000yen+税

内容量：250ｍｌ
Unit:6 イタリア製

きめ細かい泡で洗い上げる
ハンドソープ。使用後は
すべすべのお肌に。
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ニンフィア
HSP-25-503

オレンジティー
HSP-25-508

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。

Silver Spirit

シルバースピリット

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。

シルバースピリット
HSP-25-516
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Millefiori Car Air Freshener
企業名やサービス名を印刷
企業イメージUPにつながる
実用的でハイセンスな
プロモーショングッズ

How to order

1 【フレームを選ぶ】カラーは全8色。イタリアらしいカラーが揃います。（※アソート可）

車用フレグランス

Black

Red

Orange

Yellow

Green

Blue

Purple

Silver

2 【香りを選ぶ】フレングランスは６種。フレグランスブランドならではの、こだわりのある上質な香りをお楽しみいただけます。（※アソート可）
Oxygen

Sandalo Bergamotto

Legni ＆ Spezie

甘さを抑え、凛としたムスクの清涼
感。癒しの香り。

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。

落ちつ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

Cold Water

Pompelmo

やわらかなシトラスの甘さが落つき
を与える、穏やかで透き通った香り。

苦味を含んだシャープなシトラスフ
ルーツの中にハーブとスパイスが秘
められた、魅惑的な大人の香り。

シチリアの太陽をたっぷり浴びたグ
レープフルーツの甘酸っぱくさわや
かな香り。

オキシゲン

・オープニングセレモニー
・成約ノベルティ
・新商品発表会などに...。
●パッケージ

●名入れサービス

社名やロゴマークを入れてお届けします。

名入れで
魅力倍増！
！

●名入れ詳細

www.etrangerdi
costarica.com

●色

カラーは全8色。
イタリアらしいカラーが
揃います。

・最低ロット：100コ
・印刷形式：パット印刷
・印刷場所：本体中央部
（※ブランドロゴの印刷も必須）
・可能サイズ：40ｍｍX15ｍｍ程度

www.etrangerdi
costarica.com

100

個より
承ります

●ブランドロゴ

（※印刷する場所はお選びいただけます。）

■製品のご利用方法

■車のエアコン吹き出し口に
セットします。

ミッレフィオーリはこんなブランドです。
1994 年イタリア・ミラノでハイセンスなキャンドルメーカーとして創業。
今や会社のシンボル的なアイテムへと成長したスティックディフューザーを
はじめ、ルームフレグランス全般を開発。フレグランスブランドならではの
上質な香りと、香りの豊富さが特徴です。2010 年秋に発売したカーエアフ
レッシュナーはヨーロッパで爆発的な人気になり、TOYOTA 海外ディーラー
などのノベルティでも採用されています。
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www.etrangerdi
costarica.com

■エアコンの風に乗ってMilleﬁoriの
豊かな香りが車内をつつみ込んでくれます。

【製品スペック】

グレープフルーツ

コールドウォーター

●ご注文から納品までの流れ
前金でのお支払いとなります
•お客様からいただいたデータを弊社で名入れイメージを作成し、
ご確認後入稿致します。
•納品は、
データご入稿後約2週間 となります。数量と時期により、異なる場合がございます。 詳しくはお問合せください

名入れ
イメージ
画像作成

①と②の組合わせで
合計100コより承ります

www.etrangerdi
costarica.com

■本体フレームに同梱のリフィルを
セットし付属のクリップを取付けます。

シルバースピリット

ご注文
お客様
ロゴ手配

イタリア・ミラノ発を印象
づけるブランドロゴ付

スパイシーウッド

サンダルベルガモット

お客様
校正確認

入金

印刷
アセンブル

納品

※注意 現品のサンプルの確認は別途料金と納期が
かかります。詳しくはお問合せください

●データ入稿について
保存形式

Illustratorで制作されたもの、
または互換性をもつ保存形式のものでEPS・AI形式（バージョンを明記してください）

モード

CMYKモードを使用してください。RGBモードで作成された場合、出力時にCMYKモードに変換するため、
若干の色の差が生じますのでご注意ください。

注意点

•文字化け等の問題を回避するために、文字は必ずアウトライン化してください。
•バージョンはCS3以下で保存していただくようお願いします。
•写真などの画像を配置した場合は、必ず配置した元データも添付してください。

・本体サイズ：W67xD10xH24mm

入稿データとしてふさわしくないもの

その他の注意点

・パッケージ：W93xD28xH53mm

•Microsoft Excel、Word、PowerPointなどのビジネスソフトで作成したもの。

•入稿データはかならずバックアップをとった上で、必要なデータのみをお送りください。

・フレーム/リフィル/クリップ各１個入り
（専用化粧箱入り）

•インターネットなどからコピーした画像やロゴなど、解像度の低いデータ。

•ご使用のパソコンモニターと印刷されたものとでは多少色見が異なります。

・香りの持続時間：約2ヶ月

•承諾を得ていない版権や、知的財産権に関わるモデル写真、
ロゴマーク、
キャラクターなどのデータ。

色指定がある場合はDICやPANTONEなどのカラーナンバーを明記してください。

※エアコンの使用環境により異なります。

•作成されたデータのファイル名には半角英数字を使用し、拡張子をつけて保存してください。

※リフィルの香りがなくなったら、別売のリフィルを入れ替えてご使用いただけます。

（ファイル名にスペースや記号を使わないでください。）
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