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新商品のお知らせ 

香り×音楽=「パルファチューン」プロジェクト第一弾。 

大人気アーティストMrs. GREEN APPLEとコラボ！ 

シングル『Soranji』収録の「フロリジナル」と掛け合わせた香水を発売。 
 

株式会社フィッツコーポレーション（東京都港区、代表取締役 富樫康博）は、【パルファチューン】プロジェクトから、第一弾とし

て大人気アーティストMrs. GREEN APPLEとコラボした香水を9月24日(土)12時より先行予約を開始いたします。さらには音

楽と香りをより楽しめる初回限定版もご用意しています。 

 

パルファチューンは、FITSが様々なアーティストを迎え入れ、オリジナル楽曲とともにオンリーワンの香水を生みだすコラボ プロジェ

クトで、19世紀にイギリスで発明された「香階」という 伝統的な手法をつかって、音を香りで表現します。 

記念すべき第一弾のアーティストは、緻密に構築されたポップな楽曲と、共感性の高い歌詞で幅広い世代に人気を誇る、

Mrs. GREEN APPLE。 

11月9日(水)リリースの彼らの10作目のシングル『Soranji』に収録される新曲「フロリジナル」と、その楽曲に使われている

音階に合わせた「香り」を掛け合わせ、オンリーワンの香水を生み出しました。 

             商品詳細

■PARFA TUNE 001 Mrs. GREEN APPLE オードトワレ 

＜デザイン＞ 

Mrs. GREEN APPLE のテーマカラーであるグリーンを基調とし、 

シンプルながらも印象的で、親しみやすいユニセックスデザイン。 

ボトルのグラデーションカラーは、印象的な香りの変化をイメージ。 

パッケージにはエンボス素材を施し、高級感のある仕上がりに。 

香階のデザインを落とし込むことで、音楽と香りのリンクをより楽しめます。 
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新商品のお知らせ 

 

＜香り＞ 

ブラックティーを基調に、ナチュラルグリーンが親しみやすく、 

可憐な花々とアーモンドやムスクが優しく包み込むような香り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■PARFA TUNE 001 Mrs. GREEN APPLE 初回限定生産版 

レザーケース付き香水とドライフラワーの限定豪華セット 

香水に使用している香料の花をドライフラワーにし、 

香りを目で見て楽しんでいただけます。 

また、お部屋に飾ったドライフラワーに香水を吹きかけ、 

香らせることでも楽しめます。 

音楽を聴きながら、ドライフラワーに吹きかけた香りに包まれ、 

音と香りを五感で楽しめるこだわりのセットです。 

 

 

 

・ドライフラワー 

香りに使用されている香料の花をイメージしたドライフラワー。                

アーティストのイメージカラーのグリーンがアクセント。 
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新商品のお知らせ 

 

・レザーケース 

特別感と高級感を表現するレザー素材に、 

エンボスでアーティストロゴを施したデザイン。 

 

 

 

 

Mrs. GREEN APPLE とは？ 

 

2013年結成。2015年EMI Recordsからミニアルバム「Variety」でメジャーデビュー。 

以来、毎年1枚のオリジナルアルバムリリースと着実なライブ活動を続け、2019年12月から行われた初の全国アリーナツアー

「エデンの園」は東名阪公演(8万人動員)を即日ソールドアウト。メジャーデビュー5周年となる2020年7月8日に初のベス

トアルバム「5」をリリースし、オリコン週間合算アルバムランキング、Billboard 総合アルバム・チャートにて1位を獲得。同時に

『フェーズ1完結』を宣言し、突如活動休止を発表。 
 

活動休止中にもかかわらず、2021年2月には、世界最大の音楽企業ユニバーサル ミュージック グループとタッグを組み、

Mrs. GREEN APPLEの活動を拡張するためのプロジェクト『Project-MGA』を立ち上げる。また、主要ストリーミングサービ

スにおいて「青と夏」「インフェルノ」「点描の唄 feat.井上苑子」「僕のこと」「ロマンチシズム」「WanteD! WanteD!」の6曲

が総再生数1億回を突破（「青と夏」「インフェルノ」「点描の唄 feat.井上苑子」は3億回を突破）するなど、リリースした楽

曲の総再生数は35億回を越えている。（再生回数は2022年8月31日時点） 
 

約1年8ヶ月の活動休止期間を経て、現在のメンバー編成となり、2022年3月に『フェーズ2開幕』とし活動を再開。同年7

月8日にミニアルバム「Unity」をリリースするとともに、一夜限りの復活ライブ「Utopia」を開催した。また、映画「ONE 

PIECE FILM RED」に劇中歌「私は最強」を提供、11月9日には最新シングルとして映画「ラーゲリより愛を込めて」の主

題歌「Soranji」のリリースを予定している。 
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新商品のお知らせ 

■約3年半ぶり10作目のシングル『Soranji』  

『ロマンチシズム』以来約３年半ぶり10作目のシングルとなる『Soranji』。タイトル曲

「Soranji」は、2022年12月9日（金）より全国東宝系にて公開される映画『ラーゲリよ

り愛を込めて』の主題歌として書き下ろされた新曲。二曲目には、大ヒット中の映画『ONE 

PIECE FILM RED』に提供したAdo「私は最強」のセルフカバーを収録。三曲目に収録さ

れる「フロリジナル」は、本プロジェクト “PARFA TUNE（パルファチューン）”から生みださ

れたコラボ楽曲。 

 

 

プロジェクトコンセプト

 

実は音には香りがあって、たとえば低い「レ」はバニラ。 

高い「ラ」の音はラベンダーの香りって決まってる。 

そう、音楽を奏でるのは、楽器や歌声だけじゃない。 

さぁ、あなたのお気に入りの一曲は、 

いったいどんな香りがするんだろう。 

聴いた瞬間、キュンとするあのメロディーのように、 

きっとあなたを特別な気持ちにしてくれるはず。 

 

キラーチューンを、香水に。 

 

プロジェクト概要

PARFA TUNEは、FITSが様々なアーティストを迎え入れ、オリジナル楽曲とともにオンリーワンの香水を生みだすコラボ プロジェ

クト。19世紀にイギリスで発明された「香階」という 伝統的な手法をつかって、音を香りで表現します。 

 

■香階とは  

46種類の香料に、音階を当てはめたもの。揮発性の高い香りは高音

に、低い香りは低音に割り当てられ、和音やオクターブ（高さの違う同じ

音）ごとに心地良い香りになるよう設計されています。 

19世紀、化学者でもあったイギリスの調香師セプティマス・ピエスによって

考案されました。 
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新商品のお知らせ 

商品概要 

・商品名：PARFA TUNE 001 Mrs. GREEN APPLE （50mL）3,850円（税込） 

・商品名：PARFA TUNE 001 Mrs .GREEN APPLE 初回限定生産版 5,500円（税込） 

・特設ページ：https://fitsonlinestore.com/f/parfatune 

・予約場所：▼フィッツオンラインストア (公式サイト)  

       【初回限定版】https://fitsonlinestore.com/c/parfatune/311242001 

【通常版】https://fitsonlinestore.com/c/parfatune/311242002  

▼ユニバーサルミュージックストア（公式サイト） 

       【初回限定版】https://store.universal-music.co.jp/product/unzz10555/  

【通常版】https://store.universal-music.co.jp/product/unzz10554/ 

・先行予約期間：2022年9月24日(土)12:00～2022年10月24日(月)21:00 

・先行予約特典：メッセージカード（メンバー直筆メッセージを印字したカードとなります） 

           メンバーサイン入りポスター（B2サイズ）※抽選で10名様限定※ 

・発売日：11月9日(水) 順次発売予定 

・チェーン別オリジナル特典： 

 HMV（一部店舗）：ステッカー 

          ロフト（一部店舗）：ポストカード 

         ドン・キホーテ（一部店舗）：ポスター（B2サイズ） 

※11月上旬以降、一部店舗でのお取り扱いを予定しております。詳細が決定次第、SNS等で随時発表させて頂きます。 

※特典は数に限りがございます。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。 
 

【フィッツ公式SNS】 

・フィッツ公式Instagram：https://www.instagram.com/fits_fragrance/ 

・フィッツ公式Twitter：https://twitter.com/fits_fragrance 
 

【Mrs. GREEN APPLE 公式SNS】 

・Mrs. GREEN APPLE Official Website：https://mrsgreenapple.com/ 

・Mrs. GREEN APPLE Official YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCpFgmZm65yOU5X-hmWkWjuw 

・Mrs. GREEN APPLE Official Twitter：https://twitter.com/AORINGOHUZIN/ 

・Mrs. GREEN APPLE Official Instagram：https://www.instagram.com/mgaband/?hl=ja 

・Mrs. GREEN APPLE Official TikTok：https://www.tiktok.com/@mga_band_official 

・Mrs. GREEN APPLE Official Facebook：https://www.facebook.com/Mrs.GREENAPPLEofficial 
 

＜Official Instagram＞ 

大森元貴：https://www.instagram.com/motoki_ohmori_mga/ 

若井滉斗：https://www.instagram.com/hiloto_wakai_mga/ 

藤澤涼架：https://www.instagram.com/ryoka_fujisawa_mga/ 
 

＜Official Twitter＞ 

大森元貴：https://twitter.com/MotokiOhmoriMGA?s=20&t=RZGze3JKgiYocL8CBkKxMQ 
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