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香りの魔法をかけましょう 

TRICK or PERFUME 

今年のハロウィンは香りの仮装をいかが？
 
年々盛り上がりが増しているハロウィン。そろそろ単なる仮装にマンネリしている人も多いのでは？

そこで株式会社フィッツコーポレーションが提案するのが、周りと差がつく「香りのコスチューム」。 

毎年ハロウィンを思いきり楽しんでいる常連さんはもちろん、今まで中々ハロウィンに足を踏み入れ

られなかった初心者の方にも、今年は香りでハロウィンを楽しんで頂くべく、ハロウィンキャンペーンを 

開催！全国の香水取扱店舗（一部除く）にて特製タブロイドを数量限定配布し、いつもと違う香水選

びをお楽しみ頂けます。 

仮装やコスプレを楽しむ方には、コスチュームに合わせた香りを、また仮装はせずともパーティーや女子

会など、ハロウィンイベントに参加する方には、いつもはしない非日常の香りを店頭にてご提案いたし

ます。今年は仮装探しと共に、コスチュームに合う香り、あるいは香りのコスチュームでハロウィンを楽し

んでみてはいかがですか？  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香りトレンドのご提案 
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フィッツコーポレーション オススメのハロウィンフレグランス 

 
  

        

 
いつものメンバーの飲み会も、香りで特別な夜に！ 

今年のハロウィンパーティーは、香りの魔法で更に 

盛り上がること間違いなし！ 

 

【1】                             【2】                                 【3】 
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香りでハロウィンがもっと楽しくなる♪ 

 

香水のジャケ買い！好きなデザインを選ぼう！ 

SCENE 

 2 プチプレゼントに香りを！ 
SCENE 

 3 
合コン・デートに香りを！ 

SCENE 

 1 いつもの飲み会に香りを！ 

周りと差がつく香りのプレゼントはいかが？ 

香水は、パーティーのちょっとしたギフトにもピッタリ！ 

渡す相手のことを考えながら楽しく香りを選びましょう！ 

ハロウィンは出会いの機会も多いはず！ 

コーディネートが決まったら、香り選びも忘れずに。 

香りを変えて、いつもと違う自分に出会えるかも？ 

プチプラの香水は仮装の仕上げに◎ 

「ポリス」の香水はスカルや手錠型のボトルでとっても個性的！         

つい持ち歩きたくなるデザイン香水は香りもクール！ 

今年のハロウィンはコーデの一部に香水を加えてみては？ 

SCENE 

 2 友達とシェアして使う 
SCENE 

 3 
キュート＆セクシーなコスプレに 

SCENE 

 1 低価格なのに本格的な香り 

今年のハロウィン準備は友達と香り選びをしてみては？ 

ハロウィンナイトにいつもと違う香りをシェアすれば、 

コスパも一体感も UP！ 

キュート＆セクシーなコスプレには香りもマスト。 

魔女やナース、メイドなどのコスチュームの仕上げには 

誰もが振り返りたくなるような魅惑的な香りを！ 

リーズナブルにＧＥＴできる素敵な香りの香水も 

沢山あります! なかでも香りの本場、フランス製の 

「ジャンヌ・アルテス」の香水はコスパ◎! 

ぜひお試しあれ! 

 

SCENE 

 1 あの有名ブランドの香りを！ 
SCENE 

 2 人と同じは嫌な貴方にオススメ！ 

「Abercrombie & Fitch」の香水はメタルプレートに 

ガラスが波打つデザイン性が高いボトル！ 

自信に満ち溢れた力強い、セクシーな香りをぜひ。 
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商品詳細（全て左から） 
【1】                                 

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(サンセットピンク) 50mL  

ライジングウェーブ  トランスオーシャン オードトワレ 50mL  

【2】 

ロードダイアモンド バイ ケイスケホンダ  オードトワレ 50mL 

ロードダイアモンド バイ ケイスケホンダ  オードパルファム(プールオム) 50mL  

ロードダイアモンド バイ ケイスケホンダ  オードパルファム(プールファム) 50mL  

【3】 

ヴァシリーサ  マイ ウェイ オードパルファム 40mL  

ヴァシリーサ  ヌード ワン オードパルファム 40mL 

【4】                            

ラブ パスポート  ジュリエット キキ クレール オードパルファム 40mL   

ラブ パスポート  ロミオ キキ クレール オードパルファム 50mL  

【5】 

レール デュ サボン  オードトワレ(センシュアルタッチ) 50mL 

レール デュ サボン  オードトワレ(フィーリングブリーズ) 50mL  

レール デュ サボン  オードトワレ(イノセントタイム) 50mL  

【6】                      

ジャンヌ・アルテス  セクシーボーイ オードトワレ 100mL 

ジャンヌ・アルテス  セクシーガール オードトワレ  100mL   

 

【7】 

ジャンヌ・アルテス  カッサンドラ ホワイトローズ オードパルファム 100mL   

ジャンヌ・アルテス  カッサンドラ ローズ インテンス オードパルファム 100mL 

【8】 

ジャンヌ・アルテス  ロッキーマン ブルー オードパルファム 100mL  

【9】 

ジャンヌ・アルテス  スルタン フェアリーローズ オードパルファム 100mL 

ジャンヌ・アルテス  スルタン ナイト オードパルファム 100mL 

【10】 

ジャンヌ・アルテス  ピンキー スウィート シックスティーン オードパルファム  50mL  

ジャンヌ・アルテス  ラブリー スウィート シックスティーン オードパルファム 50mL 

 

【11】                              

アバクロンビー ＆ フィッチ  ファースト インスティンクト オードトワレ 50mL      

アバクロンビー ＆ フィッチ  ファースト インスティンクト フォー ハー オードトワレ 50mL         

【12】 

ポリス  ポリス トゥービー オードトワレ 40mL  

ポリス  ポリス トゥービー パープル オードパルファム 40mL      

ポリス  ポリス トゥービー カモフラージュ オードトワレ 40mL      

【13】 

ポリス  ザ・シナー フォービドゥン ブラック オードトワレ 50mL  

ポリス  ザ・シナー フォービドゥン ホワイト オードトワレ 50mL  

ポリス  ザ・シナー オードトワレ 50mL                
 

ハロウィンキャンペーン概要 
 

いつもの香水売り場をハロウィン仕様にデコレーション！ハロウィンシーズンならではの香水の使い方や、コスチュームに合わせた香水

の選び方をご提案。特製タブロイドを数量限定配布し、いつもと違う香水選びをお楽しみ頂けます。 

■展開時期：2017年 10月中旬より末日まで 

■展開店舗： 

【メーカー公式サイト】フィッツオンラインストア: http://effe.fits-japan.com/user_data/halloween2017.php 

全国の香水取扱店舗（一部除く） 
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