
Press Release                                         
株式会社フィッツコーポレーション 

http://www.fits-japan.com 

≪お問い合わせ≫ 

株式会社 フィッツコーポレーション PRチーム 

TEL：03-6892-1331 
〒107-0061 東京都港区北青山 3-6-1 オーク表参道ビル 7・8F 

http://www.fits-japan.com/ 

≪掲載時のクレジット≫ 

フィッツコーポレーション TEL：03-6892-1332 

2018年 11月 2 日 
                     

国内外からインフルエンサー集結！ 

「パフュームスティック®」ローンチパーティ開催 

 

株式会社フィッツコーポレーション（代表取締役：富樫康博）は、新ブランド「パフュームスティック®」の 2018年 11月上旬の先行発売に

伴い、11月 1日（木）に、表参道でローンチパーティを開催いたしました。 

フィッツコーポレーションが 2016年より展開するスティック型練り香水の新ブランドとして、6種の香りと 24種のデザインで選べる楽しさ

が魅力の「パフュームスティック®」。 

パフュームスティックの形をした展示台や柱など、特徴のひとつであるスティック型が随所に散りばめられた会場には、巨大パフュームスティ

ックの中に入れるフォトスポットや、アーティストデザインの 1つである、Cato Friend さんの描いた一枚絵の原画展示など、パフュームスティッ

クの世界を楽しめるコンテンツをご用意。多くのご来場者の方でにぎわい、パフュームスティックに名入れができるコーナーには長い列を作りま

した。大好評の名入れサービスは、先行発売するロフトのうち限定 3店舗で、11月、12月に店頭イベントとして実施いたします。 

また、海外からのお客様として、中国のインフルエンサー QIQI靓靓（チーチーリャンリャン）さんも来日。日本ならではのほのかな香り立ちを

楽しめるパフュームスティックの魅力を、中国の生放映アプリ「一直播」（イージーボー）で配信し、ライブ再生数は 1日で 1,600万人を突破。

100万以上の「いいね！」が寄せられました。 ※動画 URL：https://www.yizhibo.com/l/sZ3BUaI8SocYYgSR.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

イベント概要 

■イベント名称：PERFUME STICK® LAUNCH PARTY 

■日時：2018 年 11月 1 日（木） 17:30～19:30 

■場所：hanami 表参道 2F（東京都渋谷区神宮前 5-3-8 AF Lohas St. Bldg） 

■コンテンツ：巨大パフュームスティック型フォトスポット、名入れサービス など 
 

新ブランド「パフュームスティック®」 

練り香水をリップのようなスティック型にした、フィッツコーポレーションが提案する「パフュームスティック」の新ブランド。 

「FOR YOU,FOR ME」をコンセプトに 2018年 11月に誕生。 

「LOVE」「HAPPY」「CHEER」「THANKS」「WISH」「DREAM」の 6 つのメッセージのもと、6つの香りを展開。さらに、紙の筒をキャンバスに見立て、1つの香り

に対して 4 種のデザインをご用意し、デザインで選べる楽しさをプラスしました。 

「FOR YOU」するときは、伝えたいメッセージで。「FOR ME」するときは、好きな香りやデザインで…と、様々な選び方や楽しみ方ができる、新しい考え方のブ

ランドです。 
 

イベントのご報告 

QIQI 靓靓（チーチーリャンリャン）さん 
 

■公式一直播（イージーボー）

https://www.yizhibo.com/member/personel/user_info?memberid=3

006256&jumpbrowser=1 
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商品詳細 
 
MESSAGE＆FRAGRANCE 

 

 

 

 

 

 
 

DESIGN  
 

【オリジナルデザイン Message】 

6つのメッセージをイラストで表現。メッセージがダイレクトに伝わるデザインです。 

 

 

 

 

 
 

【アーティストデザイン Cato Friend】 

イラストレーター Cato Friend さんが、パフュームスティック®のために描き下ろした 1枚のイラストのシーンを切り取りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【アーティストデザイン 世界遺産アート】 

画家・松田光一さんが WORLD HERITAGE ART®と題して創作する、世界各地の美しい風景や街などの世界遺産。 
 

 

 

 

 

 

 
 

【キャラクターデザイン ディズニー】 
ディズニーの個性豊かな人気キャラクターたち。 

 

かわいいしぐさが世界中で愛されている＜ミッキーマウス＞ 

明るく思いやりがあり、友だちが多く人気者＜ミニーマウス＞ 

性格は対照的だけど、いつも一緒！いたずら好きでやんちゃ者＜チップ＆デール＞ 

野獣の隠れた優しさや美しい心に気付く、思いやりがあり心優しい＜ベル＞ 

美しい容姿と歌声を持ち、冒険心がありエネルギッシュ＜アリエル＞ 

特別な力が秘められた長い美しい髪を自在に操り、情熱的で好奇心旺盛＜ラプンツェル＞ 

 
 

©DISNEY 

 

 

 

Cato Friend カトーフレンド 

アクリル絵の具と墨を用いて描かれる作品は、鮮やかでありながら透明感のある色彩と、時にはパタ

ーンや文字を絵の中に組み込むことで、メッセージ性のある、幻想的でモダンなイラストレーションと

なっている。クライアントワークのほか、国内外で展覧会を開催し、その世界観をつくりあげている。 

ホワイトフラワー＆ 

シャボン 

願い事を込めて 

～願いが届きますように～ 

ペア＆ 

ピーチ 

夢を追いかけて 

～夢が叶いますように～ 

Koichi Matsuda 松田 光一 

日本の画家。グラフィック・アーティスト。世界遺産を描く画家として WORLD HERITAGE ART® と題する作品など を創作する。 

世界の美しさを描き、現代地球の素晴らしさ、豊かさを 表現する ことが創作活動の目的。 

グランドキャニオン ピラミッド セントソフィア大聖堂 富士山 アンコールワット エッフェル塔 

愛するあなたへ 

～愛をこめて～ 

チェリー＆ 

ミックスベリー 

元気をあげる 

～がんばって！～ 

シトラス＆ 

シャボン 
グリーンアップル＆ 

ムスク 

感謝の気持ちを込めて 

～ありがとう！～ 

幸せな気持ちに 

なりますように 

～君に幸あれ！～ 

アップル＆ 

ローズ 

http://www.fits-japan.com/
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商品スペック・概要 

 
■ブランド名：パフュームスティック® 

■容量：各 5g 

■価格：各 1,500 円（税抜） 

■発売日：2018年 11月上旬 全国のロフト（一部店舗を除く） 

■公式サイト：http://www.fits-japan.com/perfumestick 

■公式オンラインストア：https://effe.fits-japan.com/product/list/80 
 

 

デザイン メッセージ 香り 商品名 

オリジナルデザイン 

Message 
LOVE チェリー＆ミックスベリー パフュームスティック ラブ（OＲ＿ME） 

HAPPY アップル＆ローズ パフュームスティック ハッピー（OＲ＿ME） 

CHEER シトラス＆シャボン パフュームスティック チアー（OＲ＿ME） 

THANKS グリーンアップル＆ムスク パフュームスティック サンクス（OＲ＿ME） 

WISH ホワイトフラワー＆シャボン パフュームスティック ウィッシュ（OＲ＿ME） 

DREAM ペア＆ピーチ パフュームスティック ドリーム（OＲ＿ME） 

アーティストデザイン 

Cato Friend 
LOVE チェリー＆ミックスベリー パフュームスティック ラブ（ＡＲ＿ＣＦ）  

HAPPY アップル＆ローズ パフュームスティック ハッピー（ＡＲ＿ＣＦ） 

CHEER シトラス＆シャボン パフュームスティック チアー（ＡＲ＿ＣＦ） 

THANKS グリーンアップル＆ムスク パフュームスティック サンクス（ＡＲ＿ＣＦ） 

WISH ホワイトフラワー＆シャボン パフュームスティック ウィッシュ（ＡＲ＿ＣＦ）  

DREAM ペア＆ピーチ パフュームスティック ドリーム（ＡＲ＿ＣＦ） 

アーティストデザイン 

世界遺産アート 
LOVE チェリー＆ミックスベリー パフュームスティック ラブ（ＡＲ＿ＷＨ）  

HAPPY アップル＆ローズ パフュームスティック ハッピー（ＡＲ＿ＷＨ） 

CHEER シトラス＆シャボン パフュームスティック チアー（ＡＲ＿ＷＨ） 

THANKS グリーンアップル＆ムスク パフュームスティック サンクス（ＡＲ＿ＷＨ） 

WISH ホワイトフラワー＆シャボン パフュームスティック ウィッシュ（ＡＲ＿ＷＨ）  

DREAM ペア＆ピーチ パフュームスティック ドリーム（ＡＲ＿ＷＨ） 

キャラクターデザイン 

ディズニー 

ｚ 
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LOVE チェリー＆ミックスベリー パフュームスティック ラブ（ＤＩ＿ＭＫ）  

HAPPY アップル＆ローズ パフュームスティック ハッピー（ＤＩ＿ＭＮ） 

CHEER シトラス＆シャボン パフュームスティック チアー（ＤＩ＿ＣＤ） 

THANKS グリーンアップル＆ムスク パフュームスティック サンクス（ＤＩ＿ＢＥ） 

WISH ホワイトフラワー＆シャボン パフュームスティック ウィッシュ（ＤＩ＿ＡＲ）  

DREAM ペア＆ピーチ パフュームスティック ドリーム（ＤＩ＿ＲＡ） 

※キャラクターデザイン ディズニー のご掲載時には、コピーライト：©DISNEY の表記をお願いいたします。 

◆発売記念 ロフト店頭名入れサービスイベント◆ 
 

対象店舗でパフュームスティック®をご購入頂いたお客様に、ご自身やギフトに贈る方のお名前を入れられる 

名入れサービスを実施！ 
 

■対象店舗・実施日： 

渋谷ロフト  ＜2018 年 11月 3日（土）/4日（日）/10 日（土）/11日（日）＞ 

銀座ロフト  ＜2018 年 11月 24日（土）/25日（日）/12月 1日（土）/2日（日）＞ 

名古屋ロフト＜2018年 12月 8日（土）/9日（日）＞ 
 

■実施時間（各店舗・日程共通）：13 時～19時 
 

■注意事項 

・イベント内容やスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

・天候やトラブルの都合により、やむを得ずイベントが中止となる場合がございます。予めご了承ください。 

・開催時間は若干前後する可能性がございます。 

http://www.fits-japan.com/
http://www.fits-japan.com/perfumestick
https://effe.fits-japan.com/product/list/80

