ふと香りを感じた時、ある人や場所を思い出す、

Hydro

Milano - Corso Buenos Aires,
2 - MM P.ta Venezia - Italy
Bernareggio (MB) - Via del Commercio,
6/D - Italy
www.millefiorimilano.com

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、

[超音波ディフューザー]シリーズ

目に見えないのに存在感を放つ、不思議な「香り」。

1994年、
イタリア・ミラノで創設。

自然の恵みを彷彿させる

空間や人のイメージをエスコートする

"Air Design"のコンセプトのもと、ルーム

香りのエッセンスを凝縮した

質のいい香りを、

水溶性アロマオイル。

Milleﬁoriはさまざまな形でプロデュースしていきます。

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

CATALOGO
CATALOGUE

エアーデザイナーとして、
あなたの感覚のすみずみへ、

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。

あの人の記憶の中へ。

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
MF05-202101
●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

Millefiori 公式@MillefioriJapan
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Line Up of Series

Scent of Natural

水溶性アロマオイルシリーズの製品ラインアップ

Scent of Selected

ナチュラルシリーズ香りの紹介

Water Soluble Fragrances

natural

超音波ディフューザー/ハイドロ

サイズ：Ф121x110H
BOXサイズ：140Wx136Dx118H
中国製
USB給電
グラデーションライト搭載
水タンク容量：150ｍｌ
連続運転時間：約6時間

7010-7FIWT

White Mint & Tonka

ホワイトミント＆トンカ

洗練された香りに。

せせらぎを思わせるシックな

自然の輝きから発想を得た

イタリアデザインと個性的な香りが

Ｍilleﬁoriのベーシックライン。

贅沢な時間をプロデュース。

7010-7FISB

Sandalo Bergamotto

サンダルベルガモット

Sweet Narcissus

スイートナルキッソス

7010-22FISI

Silver Spirit

シルバースピリット

7010-7FIPO

7010-7FINR

7010-22FIOT

7010-22FINI

Nero

ネロ

Orange Tea

オレンジティー

Ninfea

ニンフィア

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。

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。

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。

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。

7010-7FIMW

7010-7FIJY

7010-22FIMS

7010-22FIMI

Magnolia Blossom & Wood

マグノリアブロッサム＆ウッド

Jasmine Ylang

ジャスミンイラン

Muschio & Spezie

ムスク＆スパイス

Mirto

マートル

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。

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。

情熱的なムスクとハニーサックルの甘さが
印象的なエキゾチックな香り。

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。

7010-7FIIW

7010-7FIGI

7010-22FIGS

7010-22FICE

Green Fig & Iris

グリーンフィグ&アイリス

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。

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。

7010-7FICW

7010-7FIBM

Cold Water

コールドウォーター

7010-7FIAB

7010-7FIMG

Mineral gold

ミネラルゴールド

弾むようなアーモンドにココナッツと白檀が
寄り添う、
印象的で甘くクリーミーな香り。

フレッシュミントがバニラやアンバーを包み
込む、
甘く刺激的な香り。

7010-7FILG

7010-7FIMB

水溶性アロマオイル/15ml
Lemon Grass

レモングラス

ゴールデンサフラン

木々の中に黒胡椒やミントを感じる、
サフラ
ンにインスパイアされた大胆で繊細な香り。

Cedar

セダー

深い森と木々の恵みがもたらす落ち着いた
力強い香り。

Mediterranean Bergamot

ほのかに漂うラベンダーとベチバーがシトラ
スノートを引き立てるフレッシュな香り。

Almond Blush

Golden Saffron

メディテレーニアンベルガモット

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。

アーモンド ブラッシュ

ボトルサイズ：Ф30x80H
容 量：15ml
成 分：水・乳化剤・香料
イタリア製

7010-22FISN

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。

インセンス＆ブロンドウッズ

modern

エレガントで控えめな清流の

林檎や白檀の香りにフローラルノートを重ね
た、
水仙の庭を思わせるたおやかな香り。

Incense & Blond Woods

ボトルサイズ：Ф30x80H
容 量：15ml
成 分：水・乳化剤・香料
イタリア製

[セレクテッド]シリーズ

花やフルーツなど自然の恵みを

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。

グレープフルーツ

水溶性アロマオイル/15ml

[ナチュラル]シリーズ

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。

Pompelmo

antique

セレクテッドシリーズ香りの紹介

White Musk

ホワイトムスク

レモンを思わせる、
爽やかでエネルギッシュ
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。

7010-7FIVM

7010-7FILT

6つのフレグランスグループ

各シリーズの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。
●<フローラル>
●<スイート>

詳しくはwebから

●<フレッシュシトラス>
●<フルーティー>

Violet&Musk

バイオレット＆ムスク

ヘリオトロープとスミレの香りをムスクが引
き立てる、
クリアで繊細な香り。
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Luminous Tuberose
ルミナス チュベローズ

シトラスをまとったチュベローズやジャスミ
ンが輝く、
魅惑的で甘い香り。

●<ウッディースパイシー>
https://www.milleﬁorimilano.jp
/prod.html#SOUND
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