
2014年10月8日
コレス ナチュラル プロダクト
ベルガモットペアー ナチュラルボディケアセット

テスター・撮影用商品
貸出可能日

フェミニンでやさしい香りが広がる、ギフトセット
ボディ新作の香り ベルガモットペアーのシャワージェルとボディミルク現品がセットに。
ジューシーな洋梨と、ベルガモットの花のやわらかい香りに包まれたボディケアタイムを。

●シャワージェル
オーガニック蒸留水配合。アロエエキスが肌を潤し、小麦プロテインが肌を保護。肌のキメを整えながら、洗いあげます。
●ボディミルク
オーガニック蒸留水配合。アーモンドオイル、アロエエキス、天然シアバターを配合し、乾燥から肌を守りしなやかな肌に。

■ブランド名：コレス ナチュラル プロダクト　■商品名：ベルガモットペアー ナチュラルボディケアセット
■セット内容：ベルガモットペアー シャワージェル 250mL、ベルガモットペアー ボディミルク 200mL

オリジナルボックス入り ■価格：3,000円（税抜）

2014年11月5日
コレス ナチュラル プロダクト
ジャスミン＆バジルレモン メルティーキット

テスター・撮影用商品
貸出可能日

唇もボディもとろけるようなうるおいケアセット
プチギフトに喜ばれる、リップバターとボディミルクがセットに。
リップバターはヌーディーな色づきで、どなたでも気軽に使っていただけるジャスミンを。
ボディミルクには、コレスのボディミルクの中で人気のバジルレモンの香りが入っています。
持ち歩きやすくポーチの中に入るサイズで、保湿が必要な時期に大活躍のアイテムです。

●リップバター ジャスミン
ジャスミンワックス（オオバナソケイ花ロウ）が乾燥から唇を守り、荒れがちな唇にも使えます。
ヌーディピンクの色づき。ロマンチックなジャスミンの香り。
●バジルレモン ボディミルク
しっとり潤うボディ用保湿クリーム。アロエエキス、天然シアバターが肌を乾燥からやさしく守ります。
アーモンドオイルを配合しているので、のびが良く、パーツマッサージにもおすすめです。

■ブランド名：コレス ナチュラル プロダクト　■商品名：ジャスミン＆バジルレモン メルティーキット
■セット内容：リップバター ジャスミン 6g、バジルレモン ボディミルク 40mL

オリジナルバッグ入り ■価格：1,700円（税抜）

2014年11月5日
コレス ナチュラル プロダクト
ポメグラネイト＆バジルレモン メルティーキット

テスター・撮影用商品
貸出可能日

唇もボディもとろけるようなうるおいケアセット
プチギフトに喜ばれる、リップバターとボディミルクがセットに。
リップバターは流行色でなじみの良い大人可愛いピンクカラーの、ポメグラネイトを。
ボディミルクには、コレスのボディミルクの中で人気のバジルレモンの香りが入っています。
持ち歩きやすくポーチの中に入るサイズで、保湿が必要な時期に大活躍のアイテムです。

●リップバター ポメグラネイト
タンニンやミネラルを含んだザクロエキスを配合し、唇をなめらかに整えます。
パッションピンクの色づき。フルーティなザクロの香り。
●バジルレモン ボディミルク
しっとり潤うボディ用保湿クリーム。アロエエキス、天然シアバターが肌を乾燥からやさしく守ります。
アーモンドオイルを配合しているので、のびが良く、パーツマッサージにもおすすめです。

■ブランド名：コレス ナチュラル プロダクト　■商品名：ポメグラネイト＆バジルレモン メルティーキット
■セット内容：リップバター ポメグラネイト 6g、バジルレモン ボディミルク 40mL

オリジナルバッグ入り ■価格：1,700円（税抜）

2014年10月22日
クリーン
ベスト オブ クリーンキット

テスター・撮影用商品
貸出可能日

クリーンの定番・新作香水が3種楽しめるミニセット

クリーンの定番人気香水「ウォームコットン」、2014年の新作「クールコットン」、そしてヌーディな香り立ちの「スキン」3種のミニサイズがセットに。
●ウォームコットン：洗いたての爽やかさと、コットンのふんわりした肌触りを思わせる、優しさと柔らかさに満ちた香り。
●クールコットン：澄みきった青空、やわらかな陽の光、クリアな空気、ふかふかのコットンの感触をたくさん詰め込んだ香り。
●スキン：艶とぬくもりを感じるヌーディな肌から舞う清潔感あふれる香り。

■ブランド名：クリーン　■商品名：ベスト オブ クリーンキット
■セット内容：ウォームコットン オードパルファム 30mL、クールコットン オードパルファム 30mL、スキン オードパルファム 30mL
■価格：13,200円（税抜） ※伊勢丹新宿本店限定

2014年10月25日
クリーン
ウォームコットン デュオボックス

テスター・撮影用商品
貸出可能日

クリーン1番人気の香りを楽しめる、香水とボディローションのコフレセット

そよ風のように心地良い香り ウォームコットン
洗いたての爽やかさと、コットンのふんわりした肌触りを思わせる
優しさと柔らかさに満ちた香りの調べは、清潔感あふれる心地よさを閉じ込めたよう。
シトラスのノートに繊細でセクシーなアンバーとムスクが包み込む香り。
コットンの安らぎ感や温もりを思わせる香り立ちで、全身を包み込みます。

■ブランド名：クリーン　■商品名：ウォームコットン デュオボックス
■セット内容：ウォームコットン オードパルファム 30mL、クリーン ウォームコットン ボディローション 177mL
■価格：5,500円（税抜）

2014年10月25日
クリーン
クールコットン デュオボックス

テスター・撮影用商品
貸出可能日

クリーン 原点回帰のコットンの香りを楽しめる、香水とボディローションのコフレセット

太陽の光を浴びたリネンシーツや、心地良い初春の風を感じさせる心地良い香り クールコットン
澄みきった青空、やわらかな陽の光、クリアな空気、ふかふかのコットンの感触
日常生活にあふれるシンプルな安らぎの瞬間をたくさん詰め込みました。
クールミントを加えることで、はじけるようなエアリー感が生まれ、春先にぴったりのモダンなリフレッシュ感を加えることができました。
フレッシュで透明感があり、あなたをやわらかく包み込む、肌にすっと溶け込む香りです。

■ブランド名：クリーン　■商品名：クールコットン デュオボックス
■セット内容：クールコットン オードパルファム 30mL、クリーン クールコットン ボディローション 177mL
■価格：5,500円（税抜）

テスター：いつでも可能
撮影用商品：9月3日

テスター：いつでも可能
撮影用商品：9月3日

テスター・撮影用商品：
いつでも可能
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テスター・撮影用商品：
いつでも可能

テスター・撮影用商品：
いつでも可能

テスター：いつでも可能
撮影用商品：9月3日
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2014年10月25日
ボディファンタジー
TO GO!ON THE GO!BAG☆フリージア

テスター・撮影用商品
貸出可能日

友達にプレゼントしてあげたくなる！可愛いクラフトペーパーバッグに入ったボディファンタジーの豪華３点セット！
Old-AmericanをテーマにしたTO GO!ON THE GO!BAG☆は、クラフトペーパーバッグに入ってとってもカワイイコフレセット。
バッグがカワイイからそのまま友達へのプレゼントにも最適！

●フリージア
不動の人気No.1！フリージアにローズやスズランが加わった優しい香り。

■ブランド名：ボディファンタジー　■商品名：TO GO!ON THE GO!BAG☆フリージア
■セット内容：フリージア　ボディスプレー50mL / フレグランスハンドジェル59mL / フレグランスハンド＆ネイルクリーム59mL
■価格：1,100円（税抜）

2014年10月25日
ボディファンタジー
TO GO!ON THE GO!BAG☆ピュアソープ

テスター・撮影用商品
貸出可能日

友達にプレゼントしてあげたくなる！可愛いクラフトペーパーバッグに入ったボディファンタジーの豪華３点セット！
Old-AmericanをテーマにしたTO GO!ON THE GO!BAG☆は、クラフトペーパーバッグに入ってとってもカワイイコフレセット。
バッグがカワイイからそのまま友達へのプレゼントにも最適！単品で買うよりお得なセット！

●ピュアソープ
幅広い年代から高い支持率！心安らぐふんわりシャボンの香り。

■ブランド名：ボディファンタジー　■商品名：TO GO!ON THE GO!BAG☆ピュアソープ
■セット内容：ピュアソープ　ボディスプレー50mL / フレグランスハンドジェル59mL / フレグランスハンド＆ネイルクリーム59mL
■価格：1,100円（税抜）

2014年11月1日
ボディファンタジー
PLAY WITH HAPPY☆SET フリージア

テスター・撮影用商品
貸出可能日

ボディファンタジーの爪の先までケアできるハンド＆ネイルクリームと同じ香りのボディスプレー100mLの特別プライスセット
人気のボディスプレーの100mLと フレグランスハンド＆ネイルクリームが一緒になったお得なコフレ！
同じ香りだから、香りのコーディネートができちゃうHAPPYなセット！

●フリージア
不動の人気No.1！フリージアにローズやスズランが加わった優しい香り。

■ブランド名：ボディファンタジー　■商品名：PLAY WITH HAPPY☆SET フリージア
■セット内容：フリージア　ボディスプレー100mL / フレグランスハンド＆ネイルクリーム59mL
■価格：1,000円（税抜）

2014年11月1日
ボディファンタジー
PLAY WITH HAPPY☆SET ピュアソープ

テスター・撮影用商品
貸出可能日

ボディファンタジーの爪の先までケアできるハンド＆ネイルクリームと同じ香りのボディスプレー100mLの特別セット
人気のボディスプレーの100mLと フレグランスハンド＆ネイルクリームが一緒になったお得なコフレ！
同じ香りだから、香りのコーディネートができちゃうHAPPYなセット！

●ピュアソープ
幅広い年代から高い支持率！心安らぐふんわりシャボンの香り。

■ブランド名：ボディファンタジー　■商品名：PLAY WITH HAPPY☆SET ピュアソープ
■セット内容：ピュアソープ　ボディスプレー100mL / フレグランスハンド＆ネイルクリーム59mL
■価格：1,000円（税抜）

2014年11月8日
ジャンヌ・アルテス
キャンディ ドロップス ピーチシュガー コフレ

テスター・撮影用商品
貸出可能日

キャンディが香水になっちゃった！Happyな時間を過ごすコフレセット
キャンディをイメージしたキュートな香水と、おうち時間をかわいく過ごせるヘアバンドがセットになったコフレセット

Fragrance
アップルのフレッシュなトップノートは、とってもキュートなピーチとローズのミドルノートへ！
バニラとホワイトムスクのラストノートはやみつきな甘さ。

香調：シュガリー フローラル ピーチ
TOP ：ペア、アップル

MIDDLE ：ローズ、アプリコット、ピーチキャンディ

LAST ：バニラ、プラリネ、 ホワイトムスク

■ブランド名：ジャンヌ・アルテス　■商品名：キャンディ ドロップス ピーチシュガー コフレ
■セット内容：キャンディ ドロップス ピーチシュガー オードパルファム 60mL、ヘアバンド
■価格：1,500円（税抜）

2014年11月8日
ジャンヌ・アルテス
キャンディ ドロップス ハニーレモン コフレ

テスター・撮影用商品
貸出可能日

キャンディが香水になっちゃった！Happyな時間を過ごすコフレセット
キャンディをイメージしたキュートな香水と、おうち時間をかわいく過ごせるヘアバンドがセットになったコフレセット

Fragrance
爽やかなレモンのトップノートから移り変わる、ハニーの効いたミドルノートはスウィートでフルーティー！
ラストノートのバニラはほのかに甘く残ります。

香調：シトラス ハニー バニラ
TOP ：レモン、オレンジ 
MIDDLE ：ブラックカラント、メロン、ハニードロップ
LAST ：バニラ  

■ブランド名：ジャンヌ・アルテス　■商品名：キャンディ ドロップス ハニーレモン コフレ
■セット内容：キャンディ ドロップス ハニーレモン オードパルファム 60mL、ヘアバンド
■価格：1,500円（税抜）

テスター・撮影用：
いつでも可能

テスター・撮影用：
いつでも可能

テスター：いつでも可能
撮影用：箱以外可能

テスター：いつでも可能
撮影用：箱以外可能

テスター・撮影用：
いつでも可能

テスター・撮影用：
いつでも可能
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2014年11月22日
ライジングウェーブ
ライジングウェーブ フリー ２０１４ コフレ（ライトブルー）

テスター・撮影用商品
貸出可能日

ライジングウェーブの人気フリーシリーズのコフレセット
●FREE LIGHT BLUE
男性的な色気をフェミニンな甘さが引き立てる、凛としたみずみずしいフローラルノート。
ミドルノートに魅惑のフレンチローズが効いた フローラル系の甘い香り。
安らぎの甘さが他にはない色気を感じさせる。
香調：ロイヤルフローラルノート

■ブランド名：ライジングウェーブ　■商品名：ライジングウェーブ フリー ２０１４ コフレ（ライトブルー）
■セット内容：ライジングウェーブ フリー オードトワレ （ライトブルー）50mL、ライジングウェーブ フリー オードトワレ （ライトブルー）10mL、ボディクリーム
■価格：5,500円（税抜）

2014年11月22日
ライジングウェーブ
ライジングウェーブ フリー ２０１４ コフレ（サンセットピンク）

テスター・撮影用商品
貸出可能日

ライジングウェーブの人気フリーシリーズのコフレセット
●FREE SUNSET PINK
男性的な色気をフェミニンな甘さが引き立てる、凛としたみずみずしいフローラルノート。
ミドルノートに魅惑のフレンチローズが効いた フローラル系の甘い香り。
安らぎの甘さが他にはない色気を感じさせる。
香調：フルーティフローラルノート

■ブランド名：ライジングウェーブ　■商品名：ライジングウェーブ フリー ２０１４ コフレ（サンセットピンク）
■セット内容：ライジングウェーブ フリー オードトワレ （サンセットピンク）50mL、ライジングウェーブ フリー オードトワレ （サンセットピンク）10mL、ボディクリーム
■価格：5,500円（税抜）

2014年11月22日
フェラーリ
ライトエッセンス コフレ

テスター・撮影用商品
貸出可能日

フェラーリ 大人気の香りが香水とシャワージェルのコフレセットになって登場！

カリフォルニアレモンのフレッシュ感が、グリーンアップルとライチの優しいフルーティノートに包まれるトップノート。
透明感溢れるエレガントなオレンジブロッサムとフリージアが、ピュアでユニークなブランドスタイルを印象付けます。
さらにチークウッドとシダーウッドがフェラーリの清潔感溢れるスタイルを表現し、ベチバーとアンバーがやわらかく包み込みます。

香調：スプラッシュ・フルーティー・ウッディノート
トップ：グリーンアップル・カリフォルニアレモン・ライチ
ミドル：フリージア・オレンジフラワー
ラスト：チークウッド・ベチパー・シダーウッド・アンバー

■ブランド名：フェラーリ　■商品名：ライトエッセンス コフレ
■セット内容：ライトエッセンス オードトワレ 75mL、ライトエッセンス シャワージェル 150mL

シャワージェルとセットになります。 ■価格：7,500円（税抜）

2014年11月22日
フェラーリ
ライトエッセンス アクア コフレ

テスター・撮影用商品
貸出可能日

フェラーリ 新作の香りが香水とシャワージェルのコフレセットになって登場！

香りは、フレッシュなフルーティーノートで始まります。
しかしアップルやライチを用いたオリジナルのライトエッセンスとは異なり、
ホワイトティーや ジンジャーが用いられているためより落ち着いた印象がプラスされています。
男女問わず幅広い年齢の方におすすめしたい香りです。

香調：スプラッシュ・フルーティー・ウッディノート
トップ：ライム、ジンジャー、ホワイトティー
ミドル：サニーピーチブロッサム、ガーデンローズ、オーシャンスプラッシュ

シャワージェルとセットになります。 ラスト：サニームスク、ブロンドウッド、シダーウッド

■ブランド名：フェラーリ　■商品名：ライトエッセンス アクア コフレ
■セット内容：ライトエッセンス アクア オードトワレ 75mL、ライトエッセンス アクア シャワージェル 150mL
■価格：7,500円（税抜）

2014年11月22日
ヴァシリーサ
リトル シークレット リミテッドエディション

テスター・撮影用商品
貸出可能日

人気のリトルシークレットの香りが限定デザインで登場♥誰もが今年もハッピーな冬を過ごせますように…♡
モデル・タレントのローラがプロデュースするブランド「ヴァシリーサ」。香水人気No.1の香りが、冬にぴったりのパール調限定デザインで登場！

香調：スウィートグルマン
甘くとろけるバニラにベリーがアクセントに添えられた、思わず秘密にしたくなる香り。
TOP：マンダリン、ペア、ストロベリー、ブラックベリー
MIDDLE：フリージア、ジャスミン、オレンジブロッサム
LAST：バニラ、ウッディノート、ムスク

■ブランド名：ヴァシリーサ　■商品名：リトル シークレット リミテッドエディション
※画像は仮のものです。 ■容量：50mL　■価格：3,200円（税抜）

2014年11月22日
ワン・ダイレクション
アワーモーメント コフレ

テスター・撮影用商品
貸出可能日

ワン・ダイレクション初プロデュース香水第一弾アワーモーメントの特別なコフレBOX
来年２月に来日公演が決まっている、いま日本でも最も注目されている世界的ボーイズ・グループ、ワン・ダイレクション！
世界中で香水史上の売上記録を塗り替えた第1弾プロデュース香水「アワーモーメント」のコフレＢＯＸが数量限定で登場！
ボーイズのビジュアルが大きく入ったＢＯＸは部屋に飾りたくなること間違いなし！

香調：スパークリング・ジューシー・フローラル
TOP　　　：ピンクグレープフルーツ、ワイルドベリー、レッドカラント
MIDDLE  ：ジャスミンペタル、フレッシュフリージア、フランジパニ
LAST　　 ：クリーミームスク、シアーウッド、ホワイトパチョリ

■ブランド名：ワン・ダイレクション　■商品名：アワーモーメント コフレ
■セット内容：アワーモーメント オードパルファム50mL、ボディローション150ｍＬ
■価格：5,900円（税抜）

撮影用：
9月中旬以降

画像のお貸出可能

※テスターは
香水のみ可能

テスター：いつでも可能
撮影用：9月中旬予定

テスター：いつでも可能
撮影用：9月中旬予定

テスター・撮影用：
10月以降予定

※香水のみ
お貸出可能

テスター・撮影用：
10月以降予定

※香水のみ
お貸出可能

テスター・撮影用：
いつでも可能

※箱は9月末予定

【商品に関するお問い合わせ】  株式会社 フィッツコーポレーション マーケティング部 PRチーム  

〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道ビル7・8F 

TEL：03-6892-1331 【メディア掲載用TEL：03-6892-1332】 FAX：03-6892-1355 

TOP：レモン、グレープフルーツ、オレンジオイル、ローズ、パイナップル、

ピーチ 

MIDDLE：フレンチローズ、ラズベリー、スズラン、ジャスミン 

LAST：シダーウッド、サンダルウッド、アンバー、ムスク、バニラ 

TOP：ピーチ、ペア、グリーン・アップル、ホワイトワイン・アコード 

MIDDLE：ローズ、ミューゲ、ジャスミン、フリージア、ゼラニウム 

LAST：トランスペアレント・ムスク、ホワイト・ウッド 


