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2013年8月3日
ジャンヌ・アルテス
キャンディ リップス オードパルファム
今時の“渋原系女子”へ贈る、ビビッドな新作
カッコイイカレよりも、あま～いスウィーツよりも、
おしゃれが大好きな女の子たちへおくる、スペシャルJOLLY SWEETなフレグランス♥

元気でポップなフルーティキャンディの香り
ラズべリーやパッションフルーツの元気でフルーティな香りに、
魅力的なジャスミンやハニーサックルのフローラルな香りが程よくミックスされています。
ラストにはバニラとアンバーが肌にやさしい甘さを残します。

香調：ビビッド キャンディ フルーティ
TOP：オレンジ、ラズベリー、パッションフルーツ、フリージア
MIDDLE：ジャスミン、ハニーサックル、アプリコット、プラム
LAST：ピーチ、バニラ、アンバー、ムスク

■ジャンヌ・アルテス　キャンディ リップス オードパルファム 50mL　5,145円＇税込（

2013年8月3日 フェラーリ
フェラーリ スクーデリア クラブ オードトワレ 【数量限定】
フェラーリシリーズで人気のスクーデリアから限定登場
レースを見守る緊迫感。全力で走る車が生み出す風を全身で感じる。カーレースのバックステージ。 そこはVIPのみに許された、最高の空間。
スクデリア フェラーリがゴールを切った瞬間、 こみ上げる喜びをチームと共に分かちあう。湧き上がる歓声、勝者のみが味わえるこの優越感をあなたに。
■Design
フェラーリの代名詞ともいえるカラー“フェラーリレッド”を、大胆にパッケージとボトルに使用。
オリジナルのスクーデリアとカラーを反転させ、レーシングカーによく使用される軽くて強いカーボンファイバーをイメージしたパッケージは
フェラーリのレーシングカーを彷彿とさせます。
■香調：アロマティック・スパイシー
トップ：レモン、カルダモン、ピュア ジャングル エッセンス ※１、ジンジャー、バジル、スペアミント
ミドル：ラベンダー、ゼラニウム、ローズマリー、ナツメグ、フリージア、グリーンティー
ベース：トンカビーン、ベチバー、ホワイト ウード、オーキャノック※２、ガイアックウッド
■フェラーリ スクーデリア クラブ オードトワレ 40mL 5,775円＇税込（

2013年8月21日 コレス ナチュラル プロダクト
オードトワレ　4種
香りを楽しみながらナチュラルなものを選びたい方へ。コレス ナチュラル プロダクトからナチュラルフレグランス登場
コレス ナチュラル プロダクトは、環境と肌に最大限配慮した製品をお届けするため
化学合成物質＇石油由来成分、ミネラルオイル、シリコン、プロピレングリコール、アンモニア等（を極力避けています。
香水には天然由来＇モラセス（のアルコールを使用し、多環式ムスク＇PCM（、ニトロムスクやフタル酸香料を一切配合していません。
製品保存剤には、食品にも使用されるローズマリーエキスのほか、アブラナ種子油、ヒマワリ種子油を使用しています。

凛としたフローラルとコットンのやさしさに包まれる香り

香調：フローラル　パウダリー
Top notes：スズラン
Heart：アイリス、フローラルアコード、ローズ
Dry out：コットン、ムスク

■コレス ナチュラル プロダクト　アイリス リリーオブザバレー コットン オードトワレ　50mL　5,040円＇税込（
やさしいフローラルと温かみのある香り

香調：ウァーム フローラル フルーティー
Top notes:洋ナシ、アップル、ベルガモット
Heart: パエオニア（ピオニー）、ジャスミン、ローズ、パチョリ、セージ、 ピーチ
Dry out: アンバー、ムスク、サンダルウッド、バニラ

■コレス ナチュラル プロダクト　パエオニア バニラ アンバー ペアー オードトワレ　50mL　5,040円＇税込（
爽やかさとやわらかなフローラルの香り

香調：フローラル フレッシュ シトラス
Top notes:ベルガモット、マンダリン、ネロリオイル、シクラメン
Heart:フリージア、ジャスミン、ティーアコード、スミレ
Dry out:ホワイトムスク、シダーウッド、モス

■コレス ナチュラル プロダクト　ホワイトティ　ベルガモット　フリージア オードトワレ　50mL　5,040円＇税込（
甘さの中にも繊細な透明感が漂う香り

香調：オリエンタル　スイート
Top notes:ベルガモット、ティー
Heart:ジャスミン、ピーチ、ライチ、フリージア、サンダルウッド
Dry out:バニラ、パチョリ、ムスク

■コレス ナチュラル プロダクト　バニラ　フリージア　ライチ オードトワレ　50mL　5,040円＇税込（

2013年8月24日
ポリス
ポリス トゥービー ザ クイーン  オードパルファム 【数量限定】
パワフルでインパクト溢れる2013年限定商品

フレッシュかつスウィートなレッドフルーツやオレンジ、ジューシーなピーチとパイン。
そこにバニラやムスクのセンシュアリティがミックスされた印象的なノート。

香調：フルーティ シプレー
TOP：マンダリン・オレンジ・プチグラン・レッドフルーツ
MIDDLE：ジャスミン・ピーチ・パイン・ヴァイオレット
BASE:ホワイトムスク・パチョリ・バニラ・シダーウッド

■ポリス トゥー ビー ザ クイーン オードパルファム 40mL　2,835円＇税込（

2013年8月～10月 FITS新商品発売のお知らせ 【香水＆フレグランスボディミスト】

天然由来成分：90%

※1  環境にやさしい抽出方法により植物から取り出された純度が高く品質高い香料です。

※2 ウッディ系の香りで、ドライで強めのアンバー調。

フランスの大手香料会社MANE社によって商標が取られている香りで別名 Ambroxanといいます。
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2013年8月24日
ポリス
ポリス　トゥービー ザ キング オードトワレ 【数量限定】
パワフルでインパクト溢れる2013年限定商品

男性らしくスパイスの効いたノートでありながら、最後までフレッシュさが肌に残る、ラグジュアリーな香り。

香調：フゼア アンバリー
TOP：ナツメグ・カルダモン・シシリアンレモン・ローリエ
MIDDLE：アンバーウッド・カシミアウッド・ラベンダー・ヨモギ
BASE:パチョリ・サンダルウッド・ベチバー

■ポリス　トゥービー ザ キング オードトワレ　40mL　2,835円＇税込（

2013年8月31日 【NEWブランド】ヴァシリーサ
オードパルファム 2種
ローラ 初プロデュースブランド「ヴァシリーサ」第一弾商品が発売
タレント、モデルのローラさんが手がけるブランドがついに始動！
彼女がブランドを立ち上げることが決まった時、真っ先に作りたかったのは、自身が大好きな「香水」。
彼女のハッピーなオーラと、彼女自身が愛するエレガントなテイストが合わさり、
纏うことでハッピーでワンランク上の女性になれる、そんな想いが込められた商品です。

永遠の女性の象徴 ローズの花々が織り成す上品な香り立ち

香調：フルーティフローラル
上品なイングリッシュローズにフレッシュなリーフィーグリーンと花々が織りなす芳醇な香り立ち。
女性なら誰しもうっとりしてしまう、ローズいっぱいの花束の香り。

TOP：リーフィーグリーン、レモン
MIDDLE：イングリッシュローズ、ピオニー、ミュゲ
LAST：ムスク、ウッディノート

■ヴァシリーサ ロージー ロージー オードパルファム　50mL　3,360円＇税込（
秘密にしたくなってしまう　甘くとろけるバニラの香り立ち

香調：スウィートグルマン
甘くとろけるバニラにストロベリーやブラックベリーのレッドフルーツが贅沢に香り立ちます。
ひとたび纏えば必ず虜になってしまう、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：プレミアムバニラ、ウッディノート、ムスク

■ヴァシリーサ ロージー ロージー オードパルファム　50mL　3,360円＇税込（

2013年8月31日
ボディファンタジー　NEWライン
I'm a POP STAR

シリーズ累計900万本を突破したアメリカNY発の大人気ブランド、ボディファンタジーのNEWラインから2012年11月の登場以来、9か月ぶりに新作が発売。
NEWラインのボディスプレーは完全日本限定ライン。男性も女性も使えるユニセックスでオシャレなデザインと香りは全6種類。
持ち運びに便利なプラスティックボトルと手頃な価格で、気分やシーンに合わせて気軽に香りが楽しめます。

気分上々のスパークリングピーチの香り

【TOP】アップル、マンゴー、マンダリン
【MIDDLE】クラッシュベリー、ジューシーピーチ、ハイビスカス
【LAST】ムスク、サンダルウッド、アンバー

■ボディファンタジー　I'm a POP STAR 50ml 472円(税込)

2013年9月7日
ピュアシャワー
ノンアルコール　フレグランスミスト ドリーミングシャボン
お肌に安心！家族みんなで使えるノンアルコール フレグランスミストから新作登場！

アルコールフリー処方＆お肌と同じ弱酸性
アルコールのつんとしたニオイもなく、 お肌がピリピリしない処方。

ボディミスト、ヘアミストとしてお使いいただけます。
８種のアミノ酸と保湿成分コラーゲン配合で全身しっとり。
微粒子フレグランスで嫌なニオイから髪をカバー。

肌刺激がないことを確認する「パッチテスト」済
肌・髪に負担をかけない「５つのフリー」

シリコンフリー・変性アルコールフリー・ミネラルオイルフリー・パラベンフリー・タール系色素フリー 
リーズナブルな価格でMADE IN JAPAN品質

香調：フローラルフルーティーパウダリー

■ピュアシャワー ノンアルコール フレグランスミスト ドリーミングシャボン 50mL　485円＇税込（
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2013年9月14日
トラサルディ
トラサルディ マイランド オードトワレ
トラサルディ100周年を記念して新たに立ち上がったフレグランスのプロジェクト第2弾

レザーの味わいと斬新なデザイン、クラシカルかつレザーノートを取りいれトラサルディらしさを表現した香り。
優雅でエレガントなウッディノートとセンシュアルなレザーが織り成す、現代版フゼア・ロワイヤル

香調：フゼア ウッディ
爽快感溢れるベルガモットとグリーンマンダリンのシトラスのトップノートから始まり、
ラベンダー、バイオレットフラワーとキャロンのコントラストが上品なミドルノートに繋がる。
そして、カシミアン、ベチパー、レザー、トンカビーンの織り成すラストノートがあなたの男性らしいセンシュアリティーを引き立たせる。

TOP：ベルガモット、グリーンマンダリン
MIDDLE：ラベンダー、キャロン、バイオレットフラワーズ
LAST：カシミアン、ベチバー、レザー、トンカビーン

■トラサルディ マイランド オードトワレ 50mL 7,560円＇税込（

2013年10月1日
【香水の日】

ライジングウェーブ
ライジングウェーブ フリー ナチュラル オードトワレ ＇モーニンググリーン（
ライジングウェーブの人気フリーシリーズより、新作登場！

★天然香料・天然アルコール・天然ミントエキス配合の「ナチュラル香水」処方
①天然香料配合
天然のエッセンシャルオイルを配合した爽やかで安らぎ感のある香り。天然レモンオイル、天然マンダリンオイル、天然シダーオイルの３種配合。
②天然アルコール100％使用
ブラジル産サトウキビからとれた100％天然由来のアルコールを使用。
③天然ペパーミントエキス配合
セイヨウハッカ葉エキス配合で、すーっとした香りに。

■ライジングウェーブ フリー ナチュラル オードトワレ ＇モーニンググリーン（　50mL 5,775円＇税込（

【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 寺山、加藤、七里

2013年6月17日＇月（より、下記へ移転いたしました

〒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
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