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オーストラリアで誕生した 

ライフスタイルフレグランスブランド 

「パームビーチコレクション」が日本本格上陸！ 
 

株式会社フィッツコーポレーション（東京都港区/代表取締役：富樫康博）は、新ブランド「パームビーチコレクション」

の取扱いを開始いたします。雄大な自然にかこまれたオーストラリア・シドニーで育った兄妹によって設立されたライ

フスタイルフレグランスブランド「パームビーチコレクション」。高品質かつ環境に配慮したこだわりの商品は、オース

トラリアを代表するブランドの一つとして、海外でも多くのファンに愛されています。2018 年 3 月 10 日（土）より、

WTW、テネリータ全店にて先行発売、2018 年 6 月より一般発売を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おだやかな波、やわらかな光、肌にやさしくふれる空気。 

 

「Palm Beach Collection(パームビーチコレクション)」は、 

雄大な自然にかこまれたオーストラリア・シドニーのパームビーチからインスピレーションを受けて、 

2009 年に誕生したライフスタイルフレグランスブランドです。 

 

高品質かつ環境に配慮したものづくりを目指すパームビーチコレクションは、 

ノンアルコール性ディフューザーをはじめ、上質なソイワックスを使用したキャンドルなど、 

こだわりの商品を生み出しています。 

 

一つ一つの香りは、たくさんの愛情に溢れ、温かくおだやかな日々のシーンを思い出させてくれます。 

 

何年もかけて世界中から集められた希少なフレグランスたちは、 

モダンラグジュアリーなアイテムとなり、上質なやすらぎをあなたに感じさせてくれるでしょう。 

新ブランドのお知らせ 
平

平成 30 年 3 月 7 日 
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商品詳細 
 
 

■リードディフューザー全 5 種 250mL 5,500 円（税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ソイキャンドル全 4 種 90g 2,500 円（税抜） / 420g 5,500 円（税抜） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coconut & Lime 

ココナッツ＆ライム 

ココナッツのやわらかな甘み

に､ライムの爽やかさを添え

たジューシーでトロピカルな

香り。 

バカンスでのゆるやかに流

れる時間を楽しむように、

特別な癒しを感じさせてく

れます。 

French Vanilla 

フレンチバニラ 

グルマンなフレンチバニラに

トンカビーンズで奥行きを

加えたドラマティックな香

り。 

あたたかみのあるほのかな

甘みが、つつみこむように

豊かに広がります。 

White Rose & Jasmine 

ホワイトローズ＆ジャスミン 

上品なホワイトローズにグ

リーンなジャスミンをブレンド

した、フローラルでエレガン

トな香り。 

いつもの空間にシンプルな

女性らしさをプラスして、自

然体の美を演出します。 

Vintage Gardenia 

ヴィンテージガーデニア 

華やかでスウィートなガー

デニアの明るくロマンティック

な香り。 

ベースのウッディノートとのコ

ントラストが、ふと息をのむ

ような美しさと、洗練された

印象を残します。 

ミニキャンドル(90g)燃焼時間：約 25 時間 

スタンダードキャンドル(420g)燃焼時間：約 80 時間 

継続時間：約 5 か月 

こころをあたためるひかり、フレグランスソイキャンドル。 

やさしくやわらかに香り広がる、フレグランスディフューザー。 

やさしく光が反射する透き通ったガラスのボトルに、ひとつひとつ手作業で注がれて作られたオーストラリア製のディフューザー。 

ノンアルコール性のフレグランスリキッドは、厳選されたエッセンシャルオイルを贅沢に含んでいます。 

アルコール性のものと比べて、蒸発スピードが遅く、長持ちするのが特徴です。 

やわらかな香り立ちのフレグランスリキッドがゆっくりとお部屋全体をつつみこみます。 

環境にやさしく、上質なソイワックスを使用したパームビーチコレクションのキャンドル。手作業により丁寧に注がれ、芯の品質にまで 

こだわって作られています。あかりを灯すたびに広がる、センシュアルな香りは、あなたの心をあたためてくれるでしょう。 

Coconut & Lime 

ココナッツ＆ライム 

Vintage Gardenia 

ヴィンテージガーデニア 

※一部流通数量限定 

Clove & Sandalwood 

クローブ＆サンダルウッド 

奥深くも繊細な洗練につ

つまれるウッディフローラル

の香り。 

シダーウッドやサンダルウッ

ドに添えられたジャスミンな

どのフローラルノートが、ラ

グジュアリーな気分にさせ

ながら、あたたかみのある

空間を演出します。 

White Rose & Jasmine 

ホワイトローズ＆ジャスミン 

Clove & Sandalwood 

クローブ＆サンダルウッド 
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■ハンド＆ボディウォッシュ全 3 種 500mL 3,000 円（税抜） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ボディバー（固形せっけん）全 3 種 200g 1,800 円（税抜） 
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商品概要 

 

■ブランド名：パームビーチコレクション  

■商品名 

・リードディフューザー（ココナッツ＆ライム/ヴィンテージガーデニア/ホワイトローズ＆ジャスミン/クローブ＆サンダルウッド/フレンチバニラ） 

・ソイキャンドル（ココナッツ＆ライム/ヴィンテージガーデニア/ホワイトローズ＆ジャスミン/クローブ＆サンダルウッド)  

・ハンド＆ボディウォッシュ（ココナッツ＆ライム/ホワイトローズ＆ジャスミン/クローブ＆サンダルウッド)  

・ボディバー（ココナッツ＆ライム/ホワイトローズ＆ジャスミン/クローブ＆サンダルウッド)  

■容量/価格 

リードディフューザー：250mL / 5,500 円（税抜） 

ソイキャンドル：90g / 2,500 円（税抜） 、 420g / 5,500 円（税抜） 

ハンド＆ボディウォッシュ：500mL / 3,000 円（税抜） 

ボディバー：200g / 1,800 円（税抜） 

■先行発売日：3 月 10 日（土）WTW、テネリータ全店（取扱商品は店舗により異なる可能性がございます。） 

【メーカー公式サイト】フィッツオンラインストア：https://effe.fits-japan.com/product/list/53 

■一般発売日：2018 年 6 月予定 

お気に入りの香りで、やさしくきれいに。ハンド＆ボディウォッシュ。 

とろけるような香り ずっと。ボディバー。 

Coconut & Lime 

ココナッツ＆ライム 

Clove & Sandalwood 

クローブ＆サンダルウッド 

White Rose & Jasmine 

ホワイトローズ＆ジャスミン 

カモミール*¹やアロエ*²が肌をやさしく整えてくれるハンド・ボディ用洗浄料。ミネラル類を含んだ海藻エキス*³は肌にうるおいを与え、

エッセンシャルオイル*⁴配合のみずみずしい香りが上質なバスタイムを演出します。 
*¹カミツレ花エキス *²アロエベラ葉エキス *³ヒバマタエキス（各皮膚コンディショニングとして） *⁴香料として 

 
 

環境にも配慮して作られたオーストラリア製の固形せっけん。トリプルミルド製法によって作られたボディバーは、なめらかな 

肌触りと型崩れのしにくさが特徴です。 
サルフェート*¹フリー/パラペンフリー/PEG*²フリー/ミネラルオイルフリー 

*¹硫酸系界面活性剤 *²PEG 系界面活性剤 
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White Rose & Jasmine 

ホワイトローズ＆ジャスミン 
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