
●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。

日本総代理店
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
MF07-201409

www.etrangerdicostarica.com

Millefiori s.r.l.
via Cesare Cantu'  1

20123 Milano
Showroom-via Palermo,8-20121 Milano

www.millefiorimilano.com 

1994年、イタリア・ミラノで創設。"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。創業者Alessandro 

Rolandiの香りへの情熱と創造性により作

り出される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。

Fragrance Diffuser
フレグランスディフューザー

時にはやさしい香りを放つフレグランスとして、

時にはシンプルモダンなインテリアとして。

花束を活けたようなスティックから

香りを拡散させ、空間を彩るアイテム。

ギフトとしても活躍します。

また各種リフィルも取り揃えております。

Via brera(ブレラ通り)は、
ミラノで最も歴史的で芸術的な通り。
スカラ座からブレラ絵画館へ向かって
延びる石畳の小道です。

via brera

la scala theatre

クラシカルでアーティスティックな雰囲気。
クラシカルなボトルに、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。

Cristal
クリスタル

Floral Romance
フローラルロマンス

Spicy Delice
スパイシーデリス

Tangerine Garden
タンジェリンガーデン

Earl Grey
アールグレー

Mineral Sea
ミネラルシー

Sandalwood
サンダルウッド

Velvet
ベルベット
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Fragrance Diffuser
「ヴィアブレラ」フレグランスディフューザー

【香りの説明】
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。

セダーウッド / カシュメラン / アンバー

Top Note

Middle Note

Last Note

レモン / グレープフルーツ / ベルガモット 
ペッパー

アールグレーティー / ラベンダー / ローズ

フラワー系

【香りの説明】
シトラス・ミント・ゼラニウムの清 し々さにウッ
ディーが絶妙。ソフトで澄んだ香り。

セダーウッド / ホワイトムスク

Top Note

Middle Note

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

フレッシュ・シトラス系

【香りの説明】
サンダルウッドやジャスミンが上品さを印象
づける、渋さと暖かみを合わせもつ香り。

サンダルウッド / ガイアックウッド / バニラ

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 / ジャスミン / コリアンダー

ウッディースパイシー系

【香りの説明】
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。

セダーウッド / バニラビーンズ / ムスク / アンバー

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

フラワー系

【香りの説明】
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。

セダーウッド / ローズウッド / ホワイトムスク

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

フレッシュ・シトラス系

【香りの説明】
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。

セダーウッド / バニラ / ムスク

Top Note

Middle Note

Last Note

ネロリ / ジャスミン / ポメグラネート

レッドフルーツ / ピーチ / ラズベリー

フルーティ系

【香りの説明】
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。

セダーウッド / バニラビーンズ / ムスク

Top Note

Middle Note

Last Note

シトラス / ホワイトフラワー / レッドアップル

シナモン / ナツメグ / クローブ

ウッディースパイシー系

【香りの説明】
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。

クマリン / ムスク

Top Note

Middle Note

Last Note

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

フレッシュ・シトラス系

もっと見つかる！！
Millefiori（ミッレフィオーリ）
商品をご紹介致します。



Cristal
クリスタル

250ml
44AFDDCR

100ml
44AFMDCR

Floral Romance
フローラルロマンス

250ml
44AFDDFL

100ml
44AFMDFL

Spicy Delice
スパイシーデリス

250ml
44AFDDSD

100ml
44AFMDSD

Tangerine Garden
タンジェリンガーデン

250ml
44AFDDTG

100ml
44AFMDTG

Earl Grey
アールグレー

250ml
44AFDDEG

100ml
44AFMDEG

Mineral Sea
ミネラルシー

250ml
44AFDDMN

100ml
44AFMDMN

Sandalwood
サンダルウッド

250ml
44AFDDSW

100ml
44AFMDSW

Velvet
ベルベット

250ml
44AFDDVE

100ml
44AFMDVE
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スティックの本数を変えると、香りの微調整ができます。
時々スティックを上下入れ替えますと香りが蒸散されやすくなります。 

Fragrance Diffuser

アロマリキッドの入った瓶に木製のスティックを差し込んで。

スティックににじんだほのかな香りが、

やさしく空間に広がります。

Fragrance Diffuser
フレグランスディフューザー

交換用スティック
600yen+税
サイズ：250mm
7本入

交換用スティック
700yen+税
サイズ：300mm
8本入

STK-NS-001 STK-NM-001

フレグランスディフューザー/M

6,000yen+税
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-001

フレグランスディフューザー/S

3,500yen+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-001



250ml
44AFREMVE

250ml
44AFREMSW

250ml
44AFREMMN

250ml
44AFREMEG

250ml
44AFREMTG

250ml
44AFREMSD

250ml
44AFREMFL

Cristal
クリスタル

Floral Romance
フローラルロマンス

Spicy Delice
スパイシーデリス

Tangerine Garden
タンジェリンガーデン

Earl Grey
アールグレイ

Mineral Sea
ミネラルシー

Sandalwood
サンダルウッド

Velvet
ベルベット
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Fragrance Diffuser Refill
フレグランスディフューザー専用リフィル

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：Ф47x171H
容　量：250ml
イタリア製

Fragrance Diffuser Refill

スタイリッシュで個性的なディフューザーに

入れて香りを愉しめます。

お気に入りのディフューザーと香りは、

自分だけの贅沢な空間を演出してくれます。
250ml
44AFREMCR



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。
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[保存上の注意]

●直射日光のあたる場所に置かないようにしてください。
●火のそばに置かないようにしてください。 
●お子様やペットの手の届かない場所に保管してください。
●高温多湿をさけて保管してください。
●ボトルを保管する際には、必ず立てた状態で保管してください。

[製品及び商品説明/注意事項について]

●製品には天然素材を使用しておりますので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。

[航空機内への持ち込み/注意事項について]

●フレグランスディフュザー及び専用リフィルは危険品に相当します。
　国際線・国内線の航空機内への持ち込み・お預けはできませんのでご注意ください。

[使用上の注意]

●肌に付着した場合、大量の水と石けんで洗い流して下さい。
●眼に入った場合、ただちに多量の水で洗い流し医師の診察を受けて下さい。
●誤って飲み込んだ場合、無理に吐かせようとせず、速やかに医師の診察を活けて下さい。
●異常が残る場合は商品・ラベルを持参し医師に相談して下さい。
●香りにアレルギーのある方は、ご使用をお避けください。
●通常の用途以外には使用しないでください。

[取扱上の注意]

フレグランスディフューザー/専用リフィル
●液体は可燃性です。火気のそばでは使用しないでください。 
●他の液体と混ぜて使用しないでください。
●スティックの取扱には十分お気を付けください。
●お子様やペットの手の届かない所でご使用ください。

Caution
使用上の注意

エトランジェ ディ コスタリカ Millefiori 取扱店舗
- Millefiori 直営店 -
【Millefiori 表参道ヒルズ店】東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ B2F  tel:03-6804-2993
【Millefiori 東急百貨店 渋谷駅・東横店】東京都渋谷区渋谷2-24-1　南館8F
　tel:03-3477-4483（代表）
【Millefiori 池袋サンシャインシティ店】東京都豊島区東池袋3-1-1 専門店街アルパ B1F
　tel:03-6914-0781
【Millefiori 品川プリンスホテル店】東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル アネックスタワー 1F
　tel:03-5422-7400
【Millefiori エキュート赤羽店】東京都北区赤羽1-1-1 JR赤羽駅 北改札内  tel:03-3903-9019
【Millefiori 新宿髙島屋店】東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 新宿髙島屋 3F  tel:03-6380-6351
【Millefiori 町田東急ツインズ店】東京都町田市原町田6-4-1 町田東急ツインズ EAST 2F
　tel:042-728-2071
【Millefiori 二子玉川店】東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川髙島屋S･C 南館 1F  tel:03-5797-2530
【Millefiori 上野松坂屋店】東京都台東区上野3-29-5 松坂屋上野店 本館 2Ｆ  tel:03-5807-1876 
【Millefiori 名古屋松坂屋店】愛知県名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋名古屋店 北館 1F  tel:052-264-2894
【Millefiori 阪急西宮ガーデンズ店】兵庫県西宮市高松町14-2-186 阪急西宮ガーデンズ 1F
　tel:0798-62-4131
【Millefiori 大丸梅田店】大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田 3F  tel:06-6347-6180
【Millefiori 大丸心斎橋店】大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋北館 11F  tel:06-6251-8520
【Millefiori なんばパークス店】大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 3F
　tel:06-6568-9501

【Millefiori 岡山さんすて店】岡山県岡山市北区駅元町1-25 岡山駅西口ビル 2Fさんすて岡山 
　tel:086-214-0014  
【Millefiori アミュプラザ博多店】福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 アミュプラザ博多 2F
　tel:092-409-6830
【Millefiori インキューブ天神店】福岡県福岡市中央区天神2-11-3 ソラリアステージビル 3Ｆ
　tel:092-406-8066（代表）
【Millefiori ラシック福岡天神店】福岡県福岡市中央区天神2-1-1 福岡三越ラシック B1Ｆ
　tel:092-406-6211

- エトランジェ ディ コスタリカ 直営店 -
【エトランジェ ディ コスタリカ ユーロ・ライフスタイルショップ】
　東京都港区六本木5-17-1B1F/AXISビル  tel:0120-777-519（日曜定休）
【大阪ハービスPLAZA ENT店】大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT 3F
　tel:06-4797-3230
【福山店】 広島県福山市三吉町南１-11-25  tel:084-975-7705（木曜定休）

　エトランジェ・ディ・コスタリカ Millefiori オフィシャルサイト　www.millefiorimilano.jp 

Etrangerdicostarica facebookMillefiori公式@MillefioriJapan


