
加湿器や超音波式ディフューザー、
アロマバーナーなどでお部屋の空気を
ナチュラルな香りに替えてくれます。

自然の恵みを彷彿させる
香りのエッセンスを凝縮した
水溶性アロマオイル。

Water Soluble Fragrances

BRN-E-001

CDL-TL-001

BRN-E-002

セラミックバーナー
2,625yen（税込）
サイズ：約90Ｗｘ105Ｄx120H
中国製

ティーキャンドル
420yen（税込）
サイズ：約Ф40x18H
燃焼時間：約４時間
入　数：10個
ドイツ製 www.millefiorimilano.jp
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Mango & Papaya
マンゴ＆パパイア

Sea Shore
シーショア

Cold Water
コールドウォーター

Green Tea
グリーンティー

Fresh Lavender
フレッシュラベンダー

Sandalo Bergamotto
ベルガモット

Fiori di Cotone
コットンフラワー

Pompelmo
グレープフルーツ

7FI-15-003 7FI-15-004 7FI-15-007 7FI-15-008

7FI-15-011 7FI-15-012 7FI-15-0177FI-15-014

Water Soluble Fragrance
水溶性アロマオイル

Rose Bouquet
ローズブーケ

7FI-15-018

Melody Flowers
メロディーフラワー

7FI-15-021

Legni e Fiori d'Arancio
オレンジフラワー

7FI-15-022

Ambra e Spezie
アンバースパイス

7FI-15-023

南イタリアの美しい自然を思わせる、フレッ
シュで清 し々いシトラス系の香り。

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。

新緑の春の豊かさを思わせる、凜とした上品
な香り。

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。

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。

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。

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。

シトラスのベールをまとった、クラシカルで
甘い魅惑的な香り。

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。

南国の自然をイメージさせる、甘く情熱的な
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。

NATURAL Water Soluble Fragrance

ナチュラルシリーズ
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。

●加湿器（タンクに水道水を入れて使用する
タイプ）や超音波式ディフューザー、
アロマバーナーに対応。

水溶性アロマオイル
2,100yen（税込）
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
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33FI-15-001 33FI-15-003 33FI-15-005 33FI-15-006

33FI-15-007 33FI-15-008 33FI-15-01333FI-15-012

Water Soluble Fragrance
水溶性アロマオイル

33FI-15-016

Icing Sugar
アイシングシュガー

Muschio & Spezie
ムスク＆スパイス

Ninfea
ニンフィア

Sweet Lime
スイートライム

Orange Tea
オレンジティー

Cedar
セダー

Silver Spirit
シルバースピリット

Mirto
マートル

Monoi
モノイ

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。

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。

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。

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。

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。

深い森と木々の恵みがもたらす落ち着いた
力強い香り。

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。

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。

33FI-15-017

Oasi
オアジ

SELECTED Water Soluble Fragrance

セレクテッドシリーズ
エレガントで控えめな、清流のせせらぎを思わせる ”SELECTED” シリーズ。

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。

●加湿器（タンクに水道水を入れて使用する
タイプ）や超音波式ディフューザー、
アロマバーナーに対応。

水溶性アロマオイル
2,520yen（税込）
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
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Water Soluble Fragrance
水溶性アロマオイル

4FI-15-005

Spa & Massage Thai
スパ＆マッサージ　タイ

4FI-15-006

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。

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。

4FI-15-008 4FI-15-009

Oxygen
オキシゲン

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。

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。

4FI-15-003

Legni & Spezie
スパイシーウッド

4FI-15-001

Fiori di Muschio
ムスク

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。

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。

4FI-15-011

Chimera
キマイラ

カルダモンやジンジャーが織り成す、エキゾ
チックで夢幻的な香り。

ZONA Water Soluble Fragrance

ゾナシリーズ
Millefioriの最上級ライン“ZONA”シリーズ。

『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。

●加湿器（タンクに水道水を入れて使用する
タイプ）や超音波式ディフューザー、
アロマバーナーに対応。

水溶性アロマオイル
2,940yen（税込）
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

水溶性アロマオイル
アロマバーナーでのご使用の際は下記にご注意ください。
●必ずアロマバーナーをご使用下さい。
●空焚きするとアロマバーナーが割れたり、焦げ付いたりすることがございますのでご注意ください。
●アロマバーナーにヒビや亀裂が入った場合は、安全の為ご使用をおやめください。
●火気使用中は高温になりますので、やけどにご注意ください。
●燃えやすい物の近くや、熱に弱い材質の家具・床等の上では使用しないでください。
●火をつけたままその場を離れないでください。
●長時間の連続使用は避け、ご使用中は換気を心掛けてください。
　連続使用される場合は、2時間を目安にお使いください。
●風のあたる場所や、お子様やペットからは離してご使用ください。

加湿器・アロマディフュザーでのご使用の際は下記にご注意ください。
●アロマオイル不可の加湿器には絶対にご使用しないでください。
　故障の原因になります。
●加湿器に水を張り、数滴たらしてご使用ください。
（目安：水500mlに対して10滴程度）
●全てのアロマ対応製品での使用テスト及び使用保証はしておりません。
●肌に直接オイルが触れないようにご注意下さい
●飲物ではありません。
●浴槽に入れて使用しないで下さい。
●香りの強弱は、加湿器の能力・部屋の大きさ・好みなど様々な要因で異なります。
　香りの強弱を感じましたら、お好みに応じて投入量を調整してご使用下さい。
●塗装面・プラスチック・衣服などに付けると、シミになったり塗装が剥がれる恐れがあります。
●使用後はキャップをしっかりしめて、直射日光、高温多湿の場所での保管は避けて下さい。
●小さいお子様、ペットの手が届かない所で、使用、保管して下さい。
●用途以外に使用しないで下さい。

●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

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


