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ほのかな香りの”自分専用”フレグランス♡ 

塗るフレグランス「パフュームスティック®」登場 
 
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®」を、全国のロフト（一部店

舗除く）で 2018年 11月上旬より、先行発売いたします。 

パフュームスティックは、フィッツコーポレーションが 2016年より販売している、スティック型の練り香水。香水やボディミスト

に続く新しい香りアイテムとして、ほのかに香り、持ち歩ける楽しみを提案し、バラエティショップを中心に大ヒットしています。 

そして 2018年、新たに、6種の香りと 24種のデザインで「デザインで選ぶ」楽しみをプラスした新ブランド「パフュームスティ

ック®」がデビューいたします。 

「FOR YOU, FOR ME.」というコンセプトのもと、お気に入りがきっと見つかるデザインバリエーションの多さと、香りごとのメッ

セージは、自分自身のお気に入りアイテムとしても、ギフトとしてもオススメです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

パフュームスティック®とは 
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。 

アルコール不使用で、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指がべたつくことなく、手軽に心地よくお使い頂けます。 
 

新ブランド「パフュームスティック®」 
「FOR YOU,FOR ME」をコンセプトに 2018年 11月に誕生する、パフュームスティックのブランド。 

「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。 

 

 

 

 

 

 

新ブランドのご案内 
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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 
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Point 

●パーティーシーンやポーチに忍ばせられるサイズ感 
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手軽に心地よくつけられる 
繰り出してつけるだけなので、 

ネイルが汚れることなく、手軽に心地よくお使い頂けます。 

●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。 

●アルコールフリー/パラベンフリー /着色料フリー 

 
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（ご掲載時の表記） 

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 

 

 

 

 
©DISNEY 

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。 
 

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

