
更新日：2015/8/25

2015年10月7日
コレス ナチュラル プロダクト
ポメグラネイト＆ベルガモットペアー　メルティーキット
～　唇もボディもとろけるようなうるおいケアセット　～ 
プチギフトに喜ばれる、リップバターとボディミルクがセットに。 
リップバターは流行色でなじみの良い大人可愛いピンクカラーの、ポメグラネイトを。　 
ボディミルクには、コレスのボディミルクの中で 一番人気のベルガモットペアーの香りが入っています。 
持ち歩きやすくポーチの中に入るサイズで、保湿が必要な時期に大活躍のアイテムです。 
★リップバター ポメグラネイト ：タンニンやミネラルを含んだザクロエキスを配合し、唇をなめらかに整えます。パッションピンクの色づき。フルーティなザクロの香り。

★ベルガモットペアー ボディミルク：コレスの中で、一番人気のボディミルク。しっとり潤うボディ用保湿クリームです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アロエエキス、天然シアバターが肌を乾燥からやさしく守ります。アーモンドオイルを配合しているので、のびが良く、パーツマッサージにもおすすめです。

■ブランド名：コレス ナチュラル プロダクト　■商品名：ポメグラネイト＆ベルガモットペアー　メルティーキット
■セット内容：リップバター ポメグラネイト 6g ＜販売登録名：コレス　リップバター　ＰＭ＞、ベルガモットペアー ボディミルク 40mL＜販売登録名：コレス　ベルガモットペアー　ボディミルク＞

■価格：1,700円（税抜）

2015年10月7日
コレス ナチュラル プロダクト
ジャスミン＆ベルガモットペアー メルティーキット
～　唇もボディもとろけるようなうるおいケアセット　～ 
プチギフトに喜ばれる、リップバターとボディミルクがセットに。
リップバターはヌーディーな色づきで、どなたでも気軽に使っていただけるジャスミンを。
ボディミルクには、コレスのボディミルクの中で 一番人気のベルガモットペアーの香りが入っています。 
持ち歩きやすくポーチの中に入るサイズで、保湿が必要な時期に大活躍のアイテムです。 
★コレス　リップバター（ジャスミン）：ジャスミンワックス(オオバナソケイ花ロウ)が乾燥から唇を守り、荒れがちな唇にも使えます。ヌーディピンクの色づき。ロマンチックなジャスミンの香り。

★ベルガモットペアー ボディミルク：コレスの中で、一番人気のボディミルク。しっとり潤うボディ用保湿クリームです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アロエエキス、天然シアバターが肌を乾燥からやさしく守ります。アーモンドオイルを配合しているので、のびが良く、パーツマッサージにもおすすめです。

■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＆ベルガモットペアー　メルティーキット
■セット内容：リップバター ジャスミン 6g ＜販売登録名：コレス　リップバター　ＪＭ＞、ベルガモットペアー ボディミルク 40mL＜販売登録名：コレス　ベルガモットペアー　ボディミルク＞

■価格：1,700円（税抜）

2015年11月1日
コレス ナチュラル プロダクト
ベルガモットペアー　ナチュラルボディケアセット
～　フェミニンでやさしい香りが広がる、ギフトセット　～ 
ベルガモットペアー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が整い、ボディミルクで全身をしっかり保湿します。 
ジューシーな洋梨と、ベルガモットの花の 
やわらかい香りに包まれたボディケアタイムを。 

■ブランド名：コレス ナチュラル プロダクト　■商品名：ベルガモットペアー　ナチュラルボディケアセット
■セット内容：ベルガモットペアー シャワージェル 250mL ＜販売登録名：コレス　ベルガモットペアー　シャワージェル＞、ベルガモットペアー ボディミルク　200mL ＜販売登録名：コレス　ベルガモットペアー　ボディミルク＞

■価格：3,500円（税抜）

2015年11月14日
ライジングウェーブ
ライジングウェーブ フレグランス スペシャル パッケージ（ライトブルー）
日本製香水(男性用)Ｎｏ．１※ブランド、ライジングウェーブ フリーに、高機能のライジングウェーブ ヴィラのハンドクリームがついた数量限定コフレ！
永遠の鉄板フレンチローズの香り！ライトブルーのコフレセット

●ライジングウェーブ フリー オードトワレ （ライトブルー）
香調：ロイヤルフローラルノート
男の色気こそ、甘さが引き立ててくれる。
一見、フェミニンに思われるが、凛としたみずみずしいフレンチローズは優しさの中に強さがある。
トレンドのフローラル系の香りは、余裕のある大人に似合う。

●ライジングウェーブ ヴィラ モイストハンドクリーム（ライトブルー）
配合成分：
オリーブオイル※１、ローヤルゼリー※２、シアバター※３が、潤いを逃がさずしっとり保湿するのに、さらっとして嫌なベタつきを感じない。　※1：オリーブ油　※2：ローヤルゼリーエキス　※3：シア脂

■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 フレグランス スペシャル パッケージ（ライトブルー）
■セット内容：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 ヴィラ モイストハンドクリーム（ライトブルー）65g

＊デザインはイメージです。 ■価格：5,500円（税抜）

2015年11月14日
ライジングウェーブ
ライジングウェーブ フレグランス スペシャル パッケージ（サンセットピンク）
日本製香水(男性用)Ｎｏ．１※ブランド、ライジングウェーブ フリーに、高機能のライジングウェーブ ヴィラのハンドクリームがついた数量限定コフレ！
大人気急上昇！爽やかペアの香り！サンセットピンクのコフレセット

●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）
香調：フルーティフローラルノート
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フローラルノート。
ミドルノートに魅惑のフレンチローズが効いた フローラル系の甘い香り。
安らぎの甘さが他にはない色気を感じさせる。

●ライジングウェーブ ヴィラ モイストハンドクリーム（サンセットピンク）
配合成分：
オリーブオイル※１、ローヤルゼリー※２、シアバター※３が、潤いを逃がさずしっとり保湿するのに、さらっとして嫌なベタつきを感じない。　※1：オリーブ油　※2：ローヤルゼリーエキス　※3：シア脂

■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　フレグランス スペシャル パッケージ（サンセットピンク）
■セット内容：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 ヴィラ モイストハンドクリーム（サンセットピンク）65g

＊デザインはイメージです。 ■価格：5,500円（税抜）

2015年11月16日
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 スペシャルコフレ
ロードダイアモンド バイ ケイスケ ホンダより香水とフレグランスローションがセットになったスペシャルコフレを発売。

●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
香調：清潔感のあるフレッシュフルーティの香り
果実の女王と称される“マンゴスチン”がエッセンスとなっています。
力強いエネルギーを感じる一方、みずみずしさが優しく全体を調和します。
まさに本田氏の魅力をイメージした好感度高い清涼感のある香りに仕上がっています。

●ロードダイアモンド バイ ケイスケ ホンダ フェイス＆ボディ フレグランスローション(To be Fresh)　120mL
すばやく浸透。1本で潤いコンプリート。
５in１ 全身スキンケアフレグランスローション
POINT.1 全身に使える『オールインワン処方』　顔 ：化粧水、乳液、アフターシェーブ　身体：ボディローション、フレグランスケア
POINT.2 1日の保湿ケアをこれ1本で　カキタンニン、チャ葉エキス、スクワラン配合でしっかり保湿。さらっとしたテクスチャーで全身にすっと伸びてべたつかない。
POINT.3 大ヒットフレグランスの香り(微香性)　発売以来25万本出荷の大ヒット香水「ロードダイアモンド バイ ケイスケ ホンダ オードトワレ」の香りを採用。

■ブランド名：ロードダイアモンド バイ ケイスケ ホンダ　■商品名：ロードダイアモンド バイ ケイスケ ホンダ スペシャルコフレ
■セット内容：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 フェイス＆ボディ フレグランスローション(To be Fresh)

＊デザインはイメージです。 ■価格3,700円（税抜）

2015年　フィッツコーポレーション　コフレ一覧

TOP：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 

MIDDLE：フレンチローズ、ラズベリー、スズラン、ジャスミン 

LAST：シダーウッド、サンダルウッド、アンバー、ムスク、バニラ 

TOP：ピーチ、ペア、グリーン・アップル、ホワイトワイン・アコード 

MIDDLE：ローズ、ミューゲ、ジャスミン、フリージア、ゼラニウム 

LAST：トランスペアレントムスク、ホワイトウッド 

ローヤルゼリー オリーブオイル シアバター 

ローヤルゼリー オリーブオイル シアバター 

※富士経済2015マーケット要覧より 

※富士経済2015マーケット要覧より 

TOP：グレープフルーツ、パイナップル、カシス 

MIDDLE：マンゴスチン、ジャスミン、ローズ、ウォーターリリー 

LAST：ウッディ、アンバー 



2015年　フィッツコーポレーション　コフレ一覧

2015年11月21日
ジャンヌ・アルテス
カッサンドラ ローズ インテンス コフレセット
古代ギリシア時代の女王カッサンドラをイメージした、究極のバラの香りの香水とボディクリームのセット

ローズペタルやローズバッドなどを基調に、エレガントでシックな香り立ち。
朝摘みのローズをブーケにしたような、贅沢なバラの香りを楽しんで頂けます。

■ブランド名：ジャンヌ・アルテス　■商品名：カッサンドラ ローズ インテンス コフレセット
■セット内容：カッサンドラ ローズ インテンス オードパルファム 100mL、カッサンドラ　ローズインテンス ボディクリーム　150mL

※デザインはイメージです。 ■価格：4,900円（税抜）

2015年11月21日
ラブ パスポート
リラ/アニス ディフューザー コフレセット

ラブ パスポート タイムレスラインから、女性の内面にフォーカスした香水とディフューザーのセット登場
●自然界のミネラルを含んだ「100％海洋深層水」配合（室戸産）の香水
●厳選された良質な香料を使用

リラ・・・爽やかななかに落ち着きと甘さを秘めた香り
爽やかなグレープフルーツ、オレンジ、レモンなどのシトラスに、透明感のあるマリン、ミュゲ、
落ち着きを持たせるチューブローズをムスクでまとめた、南の島で感じる風を彷彿させる香り。

アニス・・・個性の強い香りをしとやかな甘さでまとめた香り
ライチやピーチのフェミニンな香りに、シトラスのアクセント。 
個性の強いそれぞれの香りを秘め、ミュゲとバニラでしとやかに包み込んだ、思わず振り返ってしまう、クセになる香り。

■ブランド名：ラブ パスポート　■商品名：リラ ディフューザー コフレセット/アニス ディフューザー コフレセット
■セット内容：オードパルファム 40mL、フレグランスディフューザー 40mL

※デザインはイメージです。 ■価格：3,000円（税抜）

2015年11月21日
レール デュ サボン
ウィンターボックス （センシュアルタッチ/フィーリングブリーズ/イノセントタイム）
上質なせっけんの香りに包まれる 香水とボディミルクのセット
冬のシーズンに向けて、ほんのりした香りが長持ちするオードトワレと保湿力200％＊のボディミルクをセットにしました。
上質で心地いい、やわらかなせっけんの香りに全身包まれることができます。
*自社製品比較。被験者の前腕内側部に塗布し、90分経過後の水分量を測定。

■「ふんわりとずっと香っていたい」を実現したオードトワレ■
オードトワレには香りカプセルを配合させることにより、香りカプセルが入っていないものと比べて2倍の香り立ちを実現しました（30℃ 4時間後の香り立ちが主香料で検査）。
■保湿力約200％のボディミルク■
自社従来製品との比較試験にて、被験者の前腕内側部に塗布し、90分経過後の肌の角質水分残量を測定しました。
その結果、約2倍の角質水分残量を測定することができました。
【配合保湿成分】
・ヒドロキシエチルウレア（尿素誘導体）：べたつかず、水のような使用感で高い保湿力があります。
・ナノカプセル化したスイスアルプス氷河水（エコサート認証原料）配合のリポベルグレイシャー*　*成分：水、レシチン、エタノール

　：みずみずしい肌を保ちます。水源は標高1800mとヨーロッパのミネラルウォーターの水源としては最も高地にあります。
　　ナノカプセル化されることで肌の角質層にスムーズに浸透し、うるおいを守ります。肌のなめらかさを向上させ、保湿バランスの補整、柔軟性を高めます。

センシュアルタッチ…クリーンランドリーの香り　洗いたてのタオルに包まれた清潔感
ミュゲにマリンを掛け合わせることでより複雑な深みのある瑞々しさを作り出しています。
また、さわやかで伸びのある特徴を持った合成ムスクを配合することで、ミュゲの香りがもつふんわりとした雰囲気をより引き立てます。
さらに、ひときわ濃いローズを加えクオリティの高いエレガントで豊かなソープの香りを実現しました。
フィーリングブリーズ…エアリーシャンプーの香り　シャワーを浴びた後の心地よさ
シトラスノートの持つ、強い陽射しを思わせる刺激的なタッチを、
瑞々しさにあふれたピーチと心地よいアップルがやわらかく包み込んで、爽快感に優しい印象をプラスしました。
ここにオレンジオイルを加えたことで、さらに豊かな深みのあるシトラス感を作り出しています。
イノセントタイム…フルーティシャボンの香り　バスタイムのリラックス感
真っ赤なローズの魅力を引き出した上質な香りです。カシスを効かせて愛らしさを表現し、アニスやクローブを加えてナチュラルで複雑な印象に。
アクセントにはほんの少しのムスクを加えて、甘さのなかに優しさが感じられるエレガントな雰囲気を出しました。
またグリーンを加えることでさわやかなフローラルノートになり、香り全体を上質で洗練されたソープの香りにまとめています。

■ブランド名：レール デュ サボン　■商品名：ウィンターボックス（センシュアルタッチ/フィーリングブリーズ/イノセントタイム）
■セット内容：オードトワレ 50mL、ボディミルク 200mL

※デザインはイメージです。 ■価格：3,500円（税抜）

香調：フレッシュフローラル 

TOP：グレープフルーツ、オレンジ、レモン、ベルガモット 

MIDDLE：ミュゲ、ローズ、バイオレット、マリンノート、フリージア、マドンナリリー、チューブローズ、ライラック  

LAST：ムスク、セダーウッド 

香調：インテンス フローラル ローズ 

■TOP：ベルガモット、ローズペタル、 ライチ  

■MIDDLE：シダ−ウッド、フリージア、 リリー、ローズバッド  

■LAST:ピーチ、アンバー、ムスク 

香調：フローラルグルマン 

TOP：ベルガモット、マンダリン、ライチ、ピーチ  

MIDDLE：マドンナリリー、チューブローズ、ミュゲ、アニス  

LAST：バニラ、アンバー、ムスク 


