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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、モデル・タレントのローラがプロデュースするブランド

「ヴァシリーサ」より、スティックタイプの練り香水「パフュームスティック」の新作「ソフィ」を発売いたします。 

2017 年 10 月 7 日（土）より全国の PLAZA・MINiPLA で先行発売となります。 

香水、ボディミストに続く新たなフレグランスアイテムとして注目を集め、多くの方にご愛用頂いているパフュームスティッ

ク。持ち歩きの利便性やふんわり香る楽しみ方に加え、一目見たら忘れられない印象的な動物たちが人気のポイントです。

このデザインは国内のみならず国外でも多くの評価を頂き、アジア内の洗練されたパッケージデザイン商品に贈られる

「TOPAWARDS ASIA」※を受賞いたしました。 

そんなパフュームスティックを次に彩るのは、ほんわか天然マイペースな、アルパカのソフィ。キー香料のりんごを背中に乗

せた、愛らしいイラストが施されています。 
※2017 年 9 月期 テーマ「TRAVEL」に沿い選出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヴァシリーサについて 
2013 年、モデル・タレントとして活躍するローラ の初プロデュースブランドとしてスタートした「ヴァシリーサ」。 

ブランド名は、古代ギリシャ語で女王/王妃を意味する「basilisa」からインスパイアされました。優雅で気品あるライフス

タイルイメージをブランド名に込め、ローラ自身が愛してやまないエレガントなテイストを軸に、香水とボディミスト、パフ

ュームスティックを展開。「Precious time, Precious scent」というコンセプトのもと、纏った人が幸せを感じるような、ハイ

センスでアクセントの効いた香りを生み出しています。 
 

パフュームスティックとは 
 パフュームスティックは、練り香水をリップのようなスティック型にした、ヴァシリーサが提案する新アイテム。  

香水やボディミストがアルコールの揮発で香りを広げるのに対し、練り香水はエッセンシャルオイルとワックス類、油脂

類を混合させてつくった、固形タイプの香水です。アルコール未使用で、液体の香水よりも穏やかに香ります。  

スティック型にすることでリップのように繰り出してつけられるので、つける際にネイルの間に入ったりべたつくことなく、

ストレスフリーでお使い頂けます。 

 

 

 

新商品のご案内 

ローラも夢中！TOPAWARDSASIA 2017 受賞の「練り香水」 

ヴァシリーサ パフュームスティックに 

“アルパカのソフィ”が仲間入り❤ 
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商品詳細 – ストーリー 
パフュームスティックを彩るのは、可愛らしく個性的な動物たち。みんな自慢の名前をもっています。  

それぞれが身につけているのは、香りに含まれている、自分の大好きなアイテム。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品詳細 – 香り 
 

パフュームスティック 

ソフィ 
 

真っ赤に熟したリンゴと 

プラリネチョコが溶け合う 

ガーリーな 

スウィートグルマン 

 

 

 

 

パフュームスティック 

メリッサ 
 

甘酸っぱいベリーと 

とろけるバニラが愛らしい 

キュートな 

スウィートグルマン 

 

 

 

 

 

パフュームスティック 

ベンジャミン 
 

みずみずしいペアに 

爽やかなジャスミンが香る 

大人のフレッシュフルーティ 
 

 

 

 

 

パフュームスティック 

オリバー 
 

ジューシーなピーチを  

フリージアが優しく包み込む 

ソフトなフルーティフローラル 

 

 

 

 
 

 

パフュームスティック 

アンナ 
 
 

可憐なピオニーと 

上品なローズが女性らしい 

清潔感溢れるフローラルフルーティ 

 

 

 

 
パフュームスティック 

フィオナ 
 

きゅんとするチェリーと 

ほんのり甘いマシュマロの 

ロマンティックなスウィートグルマン 
 

 

 

夢を叶えるフェアリーテール  

“フィオナ” 

のんびり気ままないたずら子猫 

“ベンジャミン” 

 

ちょっとおしゃまな甘えん坊 

“メリッサ” 

 

 

自由に羽ばたくハッピーバード 

“アンナ” 

◆Illustration from “Cato Friend”  
 

パフュームスティックのために印象的な動物たちのイラストを描き下ろしてくれたのは、国内外でアート活動、イラストレーション制

作を行う Cato Friend さん。幻想的でモダンかつ生命力溢れる動物たちの描写が、パフュームスティックの魅力をより一層引き立

てています。 
 

 

Cato Friend カトーフレンド  

アクリル絵の具と炭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。様々な媒体へのイラストレーションの提供から、プロダクト開発、ウィンドウデ

ィスプレイなど、クライアントワークの幅を広げつつ、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。 

ほんわか天然マイペース 

“ソフィ” 

クールで優しい照れ屋さん 

“オリバー” 

 

NEW 

★Fragrance 

アップル、シトラス、ハニーサックル 

ガーデニア、プラリネ、バニラ 

サンダルウッド 

 

NEW 

★Fragrance 

マンダリン、ホワイトピーチ 

メロンウォーター、スウィートジャスミン、 

シクラメン、フリージア、ウォーターリリー 

シアーウッド、フレッシュムスク 

★Fragrance 

マンダリン、チェリー、ラズベリー ペア 

オーキッド、ガーデニア 、バニラ、ココナッツ 

マシュマロ、サンダルウッド、オーク 

★Fragrance 

イタリアンベルガモット、アップルブロッサム 

ピオニー、ホワイトローズ、ウォーターリリー 

フリージア、ソフトムスク、ブロンドウッド、オリス 

★Fragrance 

ラズベリー、ブラックカラント 

ピンクグレープフルーツ、ペア、ジャスミン 

リリー、ヴァイオレット、サンダルウッド 

バニラ、セダー、ムスク、プラリネ 

★Fragrance 

マンダリン、ペア、ストロベリー 

ブラックベリー、フリージア、ジャスミン 

オレンジブロッサム、バニラ 

ウッディノート、ムスク 
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商品特長 
●パーティーシーンにもぴったりな、ポーチコスメの新定番！ 

軽量で小さいからいつもバッグやポーチに IN！クラッチバッグでも持ち歩けます。 

●穏やかに香るから、いつでもどこでもさりげなく香らせたい人におすすめ 

強く香りすぎず、つける量が調節できるので、自分に合った楽しみ方ができます。 

デート、仕事、学校などシチュエーションを選ばずどこでも使えます。 

お部屋でリラックスタイムにつける楽しみも。 

●スティック型だからストレスフリーでつけやすい 

くり出してつけるだけなので、ネイルが汚れることなくストレスフリーでお使い頂けます。 

●香水やボディミストと組み合わせて楽しみ方はいろいろ 

他の香りアイテムと併用して使うことも可能。 

自分だけのお気に入りの組み合わせがきっと見つかります。 

●香水 50mL と同量分※として使用できるから、小さくても長持ち 
  お気に入りの香りを長く使用できます。 ※香水 50mL のプッシュ数と同じ回数塗布可能 

●アルコールフリー/パラベンフリー /着色料フリー 

 

★ローラおすすめの使い方をチェック！ 
ヴァシリーサ公式サイトにて、ROLA×Perfume Stick  MOVIE 公開中：http://www.fits-japan.com/vasilisa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

新商品概要 
■ブランド名：ヴァシリーサ ■商品名：パフュームスティック ソフィ 

■容量：5g  ■価格：各 1,500 円（税抜） 

■PLAZA・MINiPLA 先行発売日：2017 年 10 月 7 日 （土） 

■一般発売日：2018 年 1 月予定 

■ブランド公式 HP：http://www.fits-japan.com/vasilisa/  

■ヴァシリーサ 100 万本突破記念 SNS 投稿キャンペーン開催中 
 

日ごろヴァシリーサの香水、ボディミスト、パフュームスティックをご愛用頂いている皆様に感謝を込めて、 

プロデューサー・ローラのサイン入りボトルが当たるプレゼントキャンペーンを持しいたします。 
 

【応募方法】 ご自身でお持ちのヴァシリーサ商品の写真を撮影して、応募フォームより SNS に指定のハッシュタグをつけて UP。 

【応募フォーム】https://monipla.com/fits/r/vasilisamilｌion 

【賞品】ヴァシリーサ ローラ サイン入りボトル ※香りはお選びいただけません。 

【当選人数】 3 名様 

【応募期間】 2017 年 9 月 18 日～12 月 31 日 

■TOPAWARDS ASIA 2017 受賞！ 
 

アジアのパッケージデザイン業界の発展を目的として行われる、パッケージデザイン賞。 

世界で活躍しているデザイナーが、アジア内の洗練されたパッケージデザインのなかから、毎月のテーマに基づいて優れたパッ

ケージをピックアップしている。2017 年 9 月のテーマは「TRAVEL」。 

 

https://www.topawardsasia.com/ 
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