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2013年10月9日

2013年9月2日

コレス ナチュラル プロダクト
ジャスミン ナチュラルボディケアセット
透明感のあるジャスミンの香りに包まれる、ボディケアセット
ボディケアの中でも人気の、ジャスミンのシャワージェルとボディミルクのお得なセット。
洗いながら肌のきめを整えるシャワージェルと、マッサージにもおすすめのボディミルクで全身をしっかり保湿します。
華やかで透明感のある、ジャスミンの香りに包まれてボディケアを。
○オーガニック蒸留水配合のシャワージェル
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。
○オーガニック蒸留水配合のボディミルク
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：ジャスミン ナチュラルボディケアセット ■販売登録名：コレス ジャスミン ナチュラルボディケアセット
■セット内容：ジャスミン シャワージェル 250mL、ジャスミン ボディミルク 200mL ■価格：3,150円＇税込（

2013年10月9日

コレス ナチュラル プロダクト
ナチュラル リップスティック＆グロスセット
植物オイルで唇をケアしながら、ナチュラルメイクを楽しむコフレキット
ナイトリップケアにも使えるカラーレスのリップスティックバターで、 寝ている間に唇をしっかりケア。
きちんとコンディションが整った唇に、自然な色付きのグロスをのせると、どんなシーンやコーディネートにもあったナチュラルメイクに。
植物オイルで朝も夜も唇をケアできる、パーフェクトリップケアセットです。 お友達へのプチギフトにも。
○カラーレスでお休み中のリップケアもできるリップクリーム
天然シアバター、サンフラワーワックス、ヒマシオイル、ビタミンE配合。99％天然由来。
○チェリーオイル配合、ナチュラルに色づくリップグロス
チェリーオイル、ホホバオイル配合。キャンディのようなチェリーオイルの甘い香りが特徴。
■ブランド名：コレス ナチュラル プロダクト ■商品名：ナチュラル リップスティック＆グロスセット ■販売登録名：コレス ナチュラル リップスティック＆グロスセット
■セット内容：リップスティック カラーレス 5mL、チェリーリップグロス ナチュラルパープル 6mL ■価格：2,730円＇税込（

2013年11月2日発売

ロードダイアモンド バイ ケイスケ ホンダ
ロードダイアモンド バイ ケイスケ ホンダ オードトワレ＇リミテッド（
完売店続出、ロードダイアモンド バイ ケイスケ ホンダから限定版が登場
漆黒に輝く存在感抜群のボトル。シルバーロゴがアクセントになり、さらなるダイアモンドの輝きを演出。
パッケージを開けると、レッドカーペットを連想させる深紅が主張し、ラグジュアリーな色気を演出。

COMING SOON!!

【フロリエンタルノート】
幾多の種類のあるローズの中でキー香料は「ブラックローズ」
その思いにこめられたのは「全てを手に入れる」「強い意志」「夢を叶える」というメッセージ
そのメッセージは本田圭佑選手の生き様を表現している
人生を描写するような複雑さがあり、深みとコクのある濃厚な香り立ち
TOP:アプリコット、サフラン
MID:ブラックローズ、ベラドンナ、ジャスミン、オーキッド
LAST:ハニー、フランキンセンス
■ブランド名：ロードダイアモンド バイ ケイスケ ホンダ
■容量：50mL ■価格：3.150円＇税込（

2013年11月6日

■商品名：ロードダイアモンド バイ ケイスケ ホンダ オードトワレ＇リミテッド（

コレス ナチュラル プロダクト
ベスト オブ コレス ミニチュアキット
ブランドを代表する、スキンケア中心のナチュラルコレクション
ワイルドローズシリーズのスキンケアを中心とした、 トラベルサイズの洗顔料、フェイスマスク(現品)、 フェイスクリーム、シャワージェルがセットに。
パーフェクトなナチュラルスキンケアのため、 メイク落とし、アイクリーム、フェイス＆アイセラムのサシェをプラス。
ブランドを代表するナチュラルコレクションで、しっとりすべすべ肌に導きます。
■ブランド名：コレス ナチュラル プロダクト ■商品名：ベスト オブ コレス ミニチュアキット ■販売登録名：コレス ベストオブコレス
■セット内容：≪スキンケア≫ホワイトティ ジェルクレンザー 16mL、ワイルドローズ 24h モイスチャライジングクリーム 16mL、ワイルドローズ フェイスマスク 16mL、
3in1 ミルクプロテイン クレンザー 4mL×3、ワイルドローズ アイクリーム 1.5mL×3、ワイルドローズ フェイス＆アイセラム 2mL×3
≪ボディケア≫バジルレモン シャワージェル 40mL
■価格：2,730円＇税込（

2013年11月9日

ボディファンタジー
OH! HAPPY☆SET＇フリージア（

＇ハンド＆ネイルクリーム59mL+ボディスプレー100mL（

販売累計900万本突破！NY発ボディフレグランスブランド、ボディファンタジーのコフレセット
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がセット。スプレーはお得な100mLサイズ。

不動の一番人気、フリージアセット
●FRAGRANCE
Tender！ フリージアにローズはスズランが加わったやさしい香り
TOP:フレッシュカフェライム、バレンシアオレンジ、ソフトグリーン
MID:スパイス、ガーデニアペタル、モロッコジャスミン、エアリーフリージア
LAST:ホワイトアンバー、ムスク

●Fragrance Hand&Nail cream
・保湿成分のシアバターがたっぷり＇配合率10％（ ・ネイルケア成分「ケラチン」配合で爪の先までケア。 ・その他、ヤシ油、ヒマワリ種子油配合。
■ブランド名：ボディファンタジー ■商品名：ボディファンタジー OH! HAPPY☆SET＇フリージア（
■セット内容：ハンド＆ネイルクリーム59mL+ボディスプレー100mL ■価格：1.050円＇税込（

2013年11月9日

ボディファンタジー
OH! HAPPY☆SET＇ローズペタル（

＇ハンド＆ネイルクリーム59mL+ボディスプレー100mL（

販売累計900万本突破！NY発ボディフレグランスブランド、ボディファンタジーのコフレセット
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がセット。スプレーはお得な100mLサイズ。

華やかに、女性らしく。ローズペタルセット
●FRAGRANCE
ROMANTIC！幸せをいっぱいつめこんだ華やかなローズブーケの香り。
TOP:マンダリン、ラズベリー、ミュゲ
MID:ローズブーケ、ピオニー、プラム
LAST:ホワイトムスク、アンバー、サンダルウッド

●Fragrance Hand&Nail cream
・保湿成分のシアバターがたっぷり＇配合率10％（ ・ネイルケア成分「ケラチン」配合で爪の先までケア。 ・その他、ヤシ油、ヒマワリ種子油配合。
■ブランド名：ボディファンタジー ■商品名：ボディファンタジー OH! HAPPY☆SET＇ローズペタル（
■セット内容：ハンド＆ネイルクリーム59mL+ボディスプレー100mL ■価格：1.050円＇税込（
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2013年11月9日

2013年9月2日

ボディファンタジー
OH! HAPPY☆SET＇ピンクスウィートピー（

＇ハンド＆ネイルクリーム59mL+ボディスプレー100mL（

販売累計900万本突破！NY発ボディフレグランスブランド、ボディファンタジーのコフレセット
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がセット。スプレーはお得な100mLサイズ。

気分があがる、ピンクスウィートピーセット
●FRAGRANCE
HAPPY！フルーツ達が彩る可憐なスウィートピーの香り
TOP:ピンクグレープフルーツ、ペアーブロッサム、ラズベリー
MID:スウィートピー、パッションフルーツ、フリージア
LAST:ピンクムスク、サンダルウッド、ジャスミンムスク

●Fragrance Hand&Nail cream
・保湿成分のシアバターがたっぷり＇配合率10％（ ・ネイルケア成分「ケラチン」配合で爪の先までケア。 ・その他、ヤシ油、ヒマワリ種子油配合。
■ブランド名：ボディファンタジー ■商品名：ボディファンタジー OH! HAPPY☆SET＇ピンクスウィートピー（
■セット内容：ハンド＆ネイルクリーム59mL+ボディスプレー100mL ■価格：1.050円＇税込（

2013年11月予定

ニコライバーグマン コフレセット＇仮称（
この企画のためにニコライ・バーグマンによって特別に作られた限定のプリザーブドフラワーボックスと、ローズガーデンズ オードパルファムのスペシャルセット
都会的で、エッジの利いた、フレッシュで現代的な香り。
スピーディに動くコンテンポラリーな雰囲気を楽しみながらも、バランス感や安心感を大切にしたいナチュラルなものを好む方に最適です。
葉のようにクリスプな印象の花びらが特徴のウィンブルドンローズと気高く咲き誇る
ホワイトローズの代表であるアバランチェローズをイメージしたフレッシュでモダンな香り。
香調： ホワイトフローラルローズ
イメージフラワー： ウィンブルドンローズ、アバランチェローズ

※画像はイメージです

2013年11月予定

■ブランド名：ニコライ バーグマン ■商品名：未定
■セット内容：オードパルファム 50mL、プリザーブドフラワーボックス ■価格：13,650円＇税込（

ニコライバーグマン コフレセット＇仮称（
この企画のためにニコライ・バーグマンによって特別に作られた限定のプリザーブドフラワーボックスと、ローズガーデンズ オードパルファムのスペシャルセット
スイートでパウダリーなトーンをベースに、女性らしくてセクシーな香り。
女性のグラマラスな感覚を大切にし、ゴージャスな気分とフェミニンさを大切にしたい方へおすすめです。
情熱的でラグジュアリーな雰囲気を持つリークローズ、花びらが多く柔らかい印象のハロウィンローズ、
ウェディングブーケに使用されることが多い可憐なアプリコットファンデーションローズをイメージしたフェミニンでグラマラスな香り。
香調： ムスキーローズ
イメージフラワー： ウィンブルドンローズ、アバランチェローズ

※画像はイメージです

2013年11月予定

■ブランド名：ニコライ バーグマン ■商品名：未定
■セット内容：オードパルファム 50mL、プリザーブドフラワーボックス ■価格：13,650円＇税込（

ニコライバーグマン コフレセット＇仮称（
この企画のためにニコライ・バーグマンによって特別に作られた限定のプリザーブドフラワーボックスと、ローズガーデンズ オードパルファムのスペシャルセット
エレガンス、そして自由なスタイルを象徴した香り。
物事の本質を知り、常に志ざしを持つエイジレスな女性を体現しています。
凛々しく成熟した美しさを持つブラックバカラローズと
香り立ち高く何層にも重なる花びらがゴージャスなエターナルローズをイメージした、エレガントでエイジレスな香り。
香調： ディープローズ
イメージフラワー： ブラックバカラローズ、エタニティーローズ

※画像はイメージです

2013年11月予定

■ブランド名：ニコライ バーグマン ■商品名：未定
■セット内容：オードパルファム 50mL、プリザーブドフラワーボックス ■価格：13,650円＇税込（

ニコライバーグマン コフレセット＇仮称（

COMING SOON!!

COMING SOON!!
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2013年11月23日

2013年9月2日

ヴァシリーサ
ロージー ロージー コフレセット／リトル シークレット コフレセット
ローラプロデュースブランドの人気フレグランス“ロージー ロージー”の香りのコフレセット
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

※画像はイメージです

■ブランド名：ヴァシリーサ ■商品名：ロージー ロージー コフレセット
■セット内容：オードパルファム 50mL、フレグランスキャンドル、 ■価格：3,675円＇税込（
ローラプロデュースブランドの人気フレグランス“リトル シークレット”の香りのコフレセット
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

※画像はイメージです

2013年11月23日

■ブランド名：ヴァシリーサ ■商品名：リトル シークレット コフレセット
■セット内容：オードパルファム 50mL、フレグランスキャンドル ■価格：3,675円＇税込（

ヴァシリーサ
ダーリン ローズ コフレセット／クリーミー バニラ コフレセット
ローラプロデュースブランドの人気ボディミスト“ダーリン ローズ”の香りのコフレセット
フェミニンでキュート♡ ピーチ×レッドローズの香り
TOP：マンダリン、ホワイトピーチ、グレープフルーツ
MIDLLE：レッドローズ、ピンクローズ、アップルブロッサム、ミュゲ
LAST：アンバー、ホワイトムスク

※画像はイメージです

■ブランド名：ヴァシリーサ ■商品名：ダーリン ローズ コフレセット
■セット内容：ボディミスト 100mL、クローゼットサシェ ■価格：1,575円＇税込（
ローラプロデュースブランドの人気ボディミスト“クリーミー バニラ”の香りのコフレセット
おいしそうなほど甘い幸せ♡ベリー×プレミアムバニラの香り
TOP： マンダリン、ペア、ストロベリー、ブラックベリー
MIDLLE：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

※画像はイメージです

2013年11月23日

■ブランド名：ヴァシリーサ ■商品名：クリーミー バニラ コフレセット
■セット内容：ボディミスト 100mL、クローゼットサシェ ■価格：1,575円＇税込（

ライジングウェーブ
ライジングウェーブ フリー 2013 コフレ (ライトブルー／サンセットピンク)
ライジングウェーブで一番人気フリー ライトブルーの香りのコフレセット

COMING SOON!!

●ロイヤルフローラルの香り：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香り。
トップ 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
ミドル フレンチローズ、ラズベリー、スズラン、ジャスミン
ラスト シダーウッド、サンダルウッド、アンバー、ムスク、バニラ
■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 2013 コフレ (ライトブルー)
■セット内容：ライトブルー50mL、ボディークリーム、ファブリックシャワーミニ ■価格：2,980円＇税込（
ライジングウェーブで人気シリーズ フリーの男女に人気の香りサンセットピンクコフレセット

COMING SOON!!

●フルーティーフローラルの香り：果実の甘みの強さとフェミニンなフルーティーな香り。次第に石鹸のような清潔感のある香りへと変化していく。
TOP：ピーチ、ペア、グリーンアップル、ホワイトワイン
MIDDLE：ローズ、ジャスミン、フリージア、ゼラニウム
LAST：トランスパレントムスク、ホワイトウッド
■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 2013 コフレ (サンセットピンク)
■セット内容：サンセットピンク50mL、ボディークリーム、ミニチュア10mL ■価格：2,980円＇税込（

2013年11月23日

フェラーリ
フェラーリ ライトエッセンス75mL コフレ
フェラーリで男女に人気のライトエッセンスのコフレセット

■Fragrance フローラル フルーティ ウッディ
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。
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75mL コフレ＇仮（
■セット内容：ライトエッセンス75mL、シャワージェル ■価格：未定
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2013年11月23日

2013年9月2日

クリーン
ウォームコットン30mLコフレ／シャワーフレッシュ30mLコフレ／ウォームコットン60mLコフレ
ブランドで人気No.1の香りのコフレセット
洗い立ての爽やかさと、 コットンのふんわりと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。
≪香調 ソフト センシュアル クリーン≫
トップ:シトラス、バーベナ
ミドル:フローラル、オレンジフラワー、フルーティーブレンド、マリーンエッセンス
ベース:フゼア、ムスク、アンバー
■ブランド名：クリーン ■商品名：ウォームコットン30mLコフレ＇仮（
■セット内容：ウォームコットン30mL、ボディローション ■価格：3,980円＇税込（
ブランドで人気No.2の香りのコフレセット
一瞬で五感を高めるようなシャワーフレッシュの香りは、 フレッシュなシトラスの香りから始まります。
上品な甘さを放つジャスミンが物憂げに漂うミドルノートへと移ろい、 ムスクの温もりと、シアーなウッディの香りが包み込みます。
≪香調 シトラス フレッシュ グリーン≫
トップ:レモン、マンダリン、オレンジ
ミドル:スズラン、オレンジブロッサム、ジャスミン
ベース:ムスク、シアーウッド
■ブランド名：クリーン ■商品名：シャワーフレッシュ30mLコフレ＇仮（
■セット内容：シャワーフレッシュ30mL、ボディローション ■価格：3,980円＇税込（
ブランドで人気No.1の香りの香水・シャワージェル・ボディローションがセットになったコフレ
洗い立ての爽やかさと、 コットンのふんわりと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。
≪香調 ソフト センシュアル クリーン≫
トップ:シトラス、バーベナ
ミドル:フローラル、オレンジフラワー、フルーティーブレンド、マリーンエッセンス
ベース:フゼア、ムスク、アンバー
■ブランド名：クリーン ■商品名：ウォームコットン60mLコフレ＇仮（
■セット内容：ウォームコットン60mL、ボディローション、シャワージェル ■価格：未定

2013年11月23日

トラサルディ
デリケートローズ コフレ
女性らしさの代名詞として愛されてきたローズの花々。
颯爽と生きながら、凛としたアティテュードと、成熟した精神そして繊細なフェミニティを兼ね備える現代女性のためのコフレセット
伝統がありながら、モダンで上質なスタイルを発信するトラサルディにより、ローズの香りは単にフェミニンなだけでなく、
軽やかで清々しく、洗練され、ニュアンスに富むものに出来上がりました。
FRAGRANCE
デリケートローズオードトワレのキーは「女性らしさ」と「繊細さ」。
搾りたてのシトラスがつまったトップノートから始まり、洗練されたセンシュアルなフローラルブーケのミドルノートは濃密でロマンティック。
ベースノートはセンシュアルに、また心地よく広がります。
香調：フローラル・フルーティー・ムスク ＜調香師：ナタリー・ローソン＞
TOP：ユズ、バンブー、カムクアット
MIDDLE：センティフォリア・ローズ、アップル、ジャスミン、ロータスフラワー
BASE：ホワイトウッド、シダーウッド、サンダルウッド、ムスク
■ブランド名：トラサルディ ■商品名：デリケートローズ コフレ
■セット内容：オードトワレ 30mL、ボディローション 100mL ■価格：4,280円＇税込（

2013年11月23日

ブルマリン
イナモラータ ラブリーローズ コフレ
「恋に落ちた瞬間」がコンセプトのイナモラータ。
「愛」の代名詞であり、やさしさ、情熱、そして新しく芽生えた恋を象徴するローズに焦点をあてたフレグランスのコフレセット
恋に落ちる瞬間は人それぞれ、ただ、恋するという感覚は誰もが持っているもの。
大好きな人に出会った時、踊る鼓動。イナモラータラブリーローズはその瞬間瞬間を大切な思い出へと変えてくれるフレグランス。
FRAGRANCE
フレッシュなシトラスのトップノートは、彼に出逢った瞬間のフレッシュな空気を引き出し、甘く爽やかなローズ、フリージア、ガーデニアのミドルノートへ。
センシュアルなベースノートは二人の距離を縮めます。
香調：ロマンティックフルーティフローラル
TOP ：ライム、レモン、ベルガモット、ラズベリー、グリーンアップル
MIDDLE：ローズ、フリージア、ガーデニア
BASE ：アンバー、シダーウッド、ムスク
■ブランド名：ブルマリン ■商品名：イナモラータ ラブリーローズ コフレ
■セット内容：オードトワレ 30mL、シャワージェル 30mL、ボディローション 30mL ■価格：3,980円＇税込（

2013年11月23日

ポリス
トゥービー ポーチコフレ
クールでファッショナブルなスカルがモチーフ。
強さとエレガントさを表現するマスキュリンな香り
比類なきマスキュリンな強さと,ライフスタイルのコントラストを表現した香りのコフレセット。
FRAGRANCE
男性的なエレガンスを表現するブラックペッパーの香りが,グレープフルーツのフルーティな香りとバイオレットリーフのフレッシュさにより和らいでいます。
ミドルノートは、アップルツリーフラワーの煌めくような香りで、柔らかなシダーウッド、パチョリ、ホワイトアンバーの心地よい香りへと続きます。
香調：スパイシー フルーティ ウッディ
TOP：グレープフルーツ、バイオレットリーフ、ブラックペッパー
MIDDLE：アップル、ゼラニウム、シダーウッド
BASE：カシミアウッド、パチョリ、ホワイトアンバー
■ブランド名：ポリス ■商品名：トゥービー ポーチコフレ
■セット内容：オードパルファム 40mL、ボディローション 100mL ■価格：2,940円＇税込（

2013年11月23日

ポリス
トゥービー パープル ポーチコフレ
ファッション界において広くグラマラスのシンボルとなったスカル。
グラマラスでトレンディ、どこかワイルドな男女にフィットするアイコン。
甘すぎないフルーティフローラルノートで、ユニセックスでお使いいただける香りのコフレセット。
FRAGRANCE
クレメンタインとライムがジューシーなアップルに引き立てられ、フレッシュで生き生きした香りを放ちます。
ミドルノートは、甘いキャンディーのように繊細でありながら魅惑的な香り。ベースはサンダルウッドが、ムスクの香りで和らぎながら続いていきます。
香調：スプラッシュ フルーティ フローラルノート
TOP：クレメンタイン、アップル、ライム
MIDDLE：フリージア、ジャスミンペタル、シュガーキャンディ
BASE：シダーウッド、サンダルウッド、ムスク
■ブランド名：ポリス ■商品名：トゥービー パープル ポーチコフレ
■セット内容：オードパルファム 40mL、ボディローション 100mL ■価格：2,940円＇税込（
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ヴィーナススパ
コフレセット 2013 ローズ＆ホワイトフラワー／コフレセット 2013 ザクロ＆ワイルドベリー
ヘアフレグランスが人気のヴィーナススパから、ハンドクリームとセットになったコフレセットが登場。
●香りカプセル配合のヘアフレグランス
UVカット効果、静電気防止効果、ノンシリコン・ノンパラベン・ミネラルオイルフリーのヘアフレグランス。
抱きしめたくなる大人ピュア ローズ＆ホワイトフラワーの香り
TOP：カシス、ラズベリー、オレンジ
MIDDLE：ローズ、ミュゲ、イランイラン
LAST：ムスク、サンダルウッド
●香るハンドエステ 爪までケアするハンドクリーム
モロッコエステ成分配合＇アルガンオイル、ローズエキス（
保湿力の高いアルガンオイルと数種のバラの成分が、お肌を乾燥から守り、ツヤとうるおいを与えます。
アミノ酸系ネイルケア成分＇ポリグルタミン酸（配合。うるおいを与え、爪や爪周りの皮膚を保護し、補修します。

※画像はイメージです

■ブランド名：ヴィーナススパ ■商品名：コフレセット 2013 ローズ＆ホワイトフラワー
■セット内容：ヘアフレグランス ローズ＆ホワイトフラワー 150mL、ハンド＆ネイルトリートメント ローズ＆ホワイトフラワー 60g ■価格：1,680円＇税込（予定
ヘアフレグランスが人気のヴィーナススパから、ハンドクリームとセットになったコフレセットが登場。
●香りカプセル配合のヘアフレグランス
UVカット効果、静電気防止効果、ノンシリコン・ノンパラベン・ミネラルオイルフリーのヘアフレグランス。
抱きしめたくなる大人ピュア ローズ＆ホワイトフラワーの香り
TOP：カシス、ラズベリー、オレンジ
MIDDLE：ローズ、ミュゲ、イランイラン
LAST：ムスク、サンダルウッド
●香るハンドエステ 爪までケアするハンドクリーム
アーユルヴェーダハーブ配合 ＇ニーム葉エキス、パシャンべエキス、ローズアップルリーフエキス（
古代インドから伝わるアーユルヴェーダハーブ配合。3 種のハーブエキスが見えないヴェールとなって、乾燥からお肌を守ります。
アミノ酸系ネイルケア成分＇ポリグルタミン酸（配合。うるおいを与え、爪や爪周りの皮膚を保護し、補修します。

※画像はイメージです

2013年11月30日

ノンシリコン
ノンパラベン
ミネラルオイルフリー

ノンシリコン
ノンパラベン
ミネラルオイルフリー

■ブランド名：ヴィーナススパ ■商品名：コフレセット 2013 ザクロ＆ワイルドベリー
■セット内容：ヘアフレグランス ローズ＆ホワイトフラワー 150mL、ハンド＆ネイルトリートメント ザクロ＆ワイルドベリー 60g ■価格：1,680円＇税込（予定

ジャンヌ･アルテス
スルタン フェアリーローズ フローズンベリー オードパルファム／スルタン ナイト フローズンライチ オードパルファム
冬の贈りもの ― スルタン フローズン ―
イルミネーションが瞬く街に、真白な雪が降る夜 今日は一年に一度の特別な日
ふと見上げると、そこにはネオンを纏ったエッフェル塔・・・
冷たい冬の空気の中であなたを待っていても 今日はなんだか、寒くない
今夜のためだけのこの特別な香りが、私に勇気をくれるから
スルタン フローズン。冬だけの特別なおくりもの
甘い粉雪のシャーベットが、冬の思い出を彩ります
ジャンヌ･アルテス 定番人気の【スルタン フェアリーローズ】が、冬の限定フローズンバージョンで登場
香調：クリスタル ベリー フルーティ
TOP：カシス、グリーンリーフ、ピンクグレープフルーツ
MIDDLE：ベリーソルベ、ブラックバカラローズ、フリージア、ピーチ
LAST：サンダルウッド、シダーウッド、ホワイトムスク

■ブランド名：ジャンヌ･アルテス ■商品名：スルタン フェアリーローズ フローズンベリー オードパルファム ■容量：50mL ■価格：4,095円＇税込（
ジャンヌ･アルテス 定番人気の【スルタン ナイト】が、冬の限定フローズンバージョンで登場
香調：シャイニー ライチ フルーティ
TOP：ライチソルベ、アップル
MIDDLE：イブニングローズ、ジャスミン、スズラン、パイナップル
LAST：ブラックカラント、シダーウッド、ムスク

■ブランド名：ジャンヌ･アルテス ■商品名：スルタン ナイト フローズンライチ オードパルファム ■容量：50mL ■価格：4,095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、大竹

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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