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LAKES / レイク

グラス入りキャンドル リードディフューザー
100ml

リードディフューザー
リフィル250ml

¥4,000（＋税）/6

商品コード CNLD0301

JANコード 5015802158014

サイズ 13.5×5.5cm

芳香期間 約5ヶ月

¥3,700（＋税）/6¥5,500（＋税）/4

商品コード CNLD0201

JANコード 5015802158007

商品コード CNLD0101

JANコード 5015802157956

サイズ 21×7×7cm

芳香期間 約2ヶ月

サイズ 9.5×8.5×8.5cm

燃焼時間 約38h

優雅な白鳥と穏やかな湖に触発されたフレッシュコットン

とベルガモットの香りは、あなたを落ち着かせ優しい気分

にさせます。夏の暑い日に、澄んだ美しい湖で泳いだ時の

あの爽快感を香りでお楽しみください。

COAST / コースト

グラス入りキャンドル リードディフューザー
100ml

リードディフューザー
リフィル250ml

¥4,000（＋税）/6

商品コード CNLD0302

JANコード 5015802158076

サイズ 13.5×5.5cm

芳香期間 約5ヶ月

¥3,700（＋税）/6¥5,500（＋税）/4

商品コード CNLD0202

JANコード 5015802158021

商品コード CNLD0102

JANコード 5015802157963

サイズ 21×7×7cm

芳香期間 約2ヶ月

サイズ 9.5×8.5×8.5cm

燃焼時間 約38h

英国の海岸の、柔らかに波打った砂浜にインスパイアされ

た香りです。爽やかで少しマスキュリンな香りは、ひんや

りとした滝のような感覚を作ります。ビーチで貝殻を拾っ

ていた子供のころの思い出を呼び起こす香りです。

WOODLAND / ウッドランド

グラス入りキャンドル リードディフューザー
100ml

リードディフューザー
リフィル250ml

¥4,000（＋税）/6

商品コード CNLD0303

JANコード 5015802158090

サイズ 13.5×5.5cm

芳香期間 約5ヶ月

¥3,700（＋税）/6¥5,500（＋税）/4

商品コード CNLD0203

JANコード 5015802158038

商品コード CNLD0103

JANコード 5015802157970

サイズ 21×7×7cm

芳香期間 約2ヶ月

サイズ 9.5×8.5×8.5cm

燃焼時間 約38h

英国の、人の手が入っていない森林のオークの木々や風に

踊る葉っぱの囁きにインスパイアされた香りです。ウッド

にパチョリとシダーウッド、いきいきとした輝くベチバー

とペッパーがレイク地方の森林の中を歩くあの非日常な感

覚を作ります。

FELLS / フェル

グラス入りキャンドル リードディフューザー
100ml

リードディフューザー
リフィル250ml

¥4,000（＋税）/6

商品コード CNLD0304

JANコード 5015802158106

サイズ 13.5×5.5cm

芳香期間 約5ヶ月

¥3,700（＋税）/6¥5,500（＋税）/4

商品コード CNLD0204

JANコード 5015802158045

商品コード CNLD0104

JANコード 5015802157987

サイズ 21×7×7cm

芳香期間 約2ヶ月

サイズ 9.5×8.5×8.5cm

燃焼時間 約38h

晴れた日にはヘルベリンの山頂から海が見え、曇りの日に

はあなたの下に海の様な雲が広がる。ドラマチックな景色

が香りの向こうに見えるような、懐かしいローズとヒヤシ

ンスがアクセントに香り、山の植物たちに囲まれてリラッ

クスできる感覚を思い起こさせます。
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英国の手つかずの自然が残る美しいレイク地方にインスパイアされたこのコレクションは、

国内外を魅了する海岸線、光り輝く牧草地、穏やかな湖のほとり、

壮大な山脈からの眺めなどをイメージしています。

少し立ち止まって、目を閉じて深呼吸をし、

心地よいレイク地方の息吹を感じてみませんか。

LAKES

レイク

１０月～納品可能

MADE IN THE U.K.
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HILLSIDE / ヒルサイド

MEADOW / メドウ

グラス入りキャンドル リードディフューザー
100ml

リードディフューザー
リフィル250ml

¥4,000（＋税）/6

商品コード CNLD0305

JANコード 5015802158113

サイズ 13.5×5.5cm

芳香期間 約5ヶ月

¥3,700（＋税）/6¥5,500（＋税）/4

商品コード CNLD0205

JANコード 5015802158052

商品コード CNLD0105

JANコード 5015802157994

サイズ 21×7×7cm

芳香期間 約2ヶ月

サイズ 9.5×8.5×8.5cm

燃焼時間 約38h

グラス入りキャンドル リードディフューザー
100ml

リードディフューザー
リフィル250ml

¥4,000（＋税）/6

商品コード CNLD0306

JANコード 5015802164152

サイズ 13.5×5.5cm

芳香期間 約5ヶ月

¥3,700（＋税）/6¥5,500（＋税）/4

商品コード CNLD0206

JANコード 5015802164145

商品コード CNLD0106

JANコード 5015802164138

サイズ 21×7×7cm

芳香期間 約2ヶ月

サイズ 9.5×8.5×8.5cm

燃焼時間 約38h

平和な丘と魅力的な自然の生活、ゼラニウムと植物の茎の

新鮮で爽やかな香りにインスパイアされた香りです。朝の

光の中、蝶やハチと共に歩く丘のイメージです。

春の空まで届きそうなほど広がる牧草地の真ん中で、ワー

ズワースは「黄金に輝くスイセンに出会った」とうたいま

す。アンバーのベースに香るスイートフローラルな温かく

て優しい香りです。

REED DIFFUSER 250ml リードディフューザー 250ml　¥4,800（＋税）/3 サイズ 25.2×9.5×10cm 約3ヶ月芳香期間

JAR CANDLE ジャー入りキャンドル　¥2,500（＋税）/3 サイズ 9.5×8cm 約45h燃焼時間

SIGNATURE SERIES

シグネチャー シリーズ

コットンパウダー

商品コード PPSI3001

JANコード 5010414370113

フィグ＆アニス

商品コード PPSI3002

JANコード 5010414370250

ダムソンローズ

商品コード PPSI3003

JANコード 5010414371998

タヒチアンライム

商品コード PPSI3004

JANコード 5010414370052

ピンクグレープフルーツ

商品コード PPSI3005

JANコード 5010414370076

コットンパウダー

商品コード PPSI2001

JANコード 5010414369872

フィグ＆アニス

商品コード PPSI2002

JANコード 5010414370014

ダムソンローズ

商品コード PPSI2003

JANコード 5010414371516

タヒチアンライム

商品コード PPSI2004

JANコード 5010414369810

ピンクグレープフルーツ

商品コード PPSI2005

JANコード 5010414369834

コットンパウダー

風に吹かれる、すがすがし

い清潔なコットンリネンの

香りです。

フィグ＆アニス

さわやかなハーブに包まれ

たジューシーなフィグの香

りです。

ダムソンローズ

伝統的なローズに甘いダム

ソンの香りをブレンド。

タヒチアンライム

太陽をたっぷり浴びたライ

ムがはじけるさわやかな香

りです。

ピンクグレープフルーツ

ジューシーなグレープフル

ーツでリフレッシュできる

元気な香りです。

NEWARRIVAL

NEWARRIVAL高品質な香り、美しい燃え方、価値にフォーカスしたシリーズです。流行に左

右されないパッケージが高品質に磨きをかけ、現代のモダンさも持ち合わせて

います。

Price’s（プライシズ）社は、イギリスで1830年創業と180年以上の歴史を持

つ由緒あるキャンドルのトップメーカーです。バイオなど先端の技術を持ち、

また、世界でも厳しい品質基準検査に合格した香料を使用しているなど、歴史

と最先端テクノロジー、信頼を併せ持っています。1840年にヴィクトリア女王

とアルバート王子の結婚式に使用されてから現在に至るまで、長きに渡り英国

王室御用達の地位を保持し続け、多数の国家行事にプライシズ社製品が使用さ

れています。
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６月～納品可能
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本格派の消臭アイテム。一度使ったら、リピート必須です。

FRESH AIR SERIES

フレッシュエアーシリーズ

グラスキャンドルの
ように光がもれます

お部屋の嫌なにおいを消臭すると同時に

フレグランスの香りを広げる消臭フレグランスのカテゴリーは、

ホームフレグランスマーケット上で確実に拡大しています。

PRICE’Sのフレッシュエアーシリーズは、

特許を持つOdourfoyl(オドールフォイル)を含んでいます。

オドールフォイル分子が悪臭に作用し、悪臭の分子構造を変形させます。

悪臭分子は人間の鼻では気付くことができないレベルまで除去され、

それと同時にフレッシュでクリーンな香りを広げてくれます。
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初期値 30分後 1時間後 2時間後

P R I C E ' S  フレッシュエアーシリーズ

消臭試験データ

アンモニア

（生活臭）

酢酸

（タバコ臭）

トリメチルアミン

（生ごみ臭）

メチルメルカプタン

（ペット臭）

強いにおい

においが
気にならない

一般財団法人カケンテストセンター　　６段階臭気強度表示法にて測定

※２時間後にはほとんど嫌なにおいが感じられなくなります。

アンチタバコ

お部屋に残るタバコの嫌な臭いを消

臭しオレンジ&クローブのさわやかな

香りが広がります。

ハウスホールド

しつこいペットの臭いを消臭し、オレ

ンジ、レモン、タイムの香りでお部

屋を包み込みます。

シェフ

オドールフォイルテクノロジーがキッチ

ンの消臭を助け、バジル、パチョリ

、ゼラニウムの香りが広がります。

オープンウィンドウ

リリー、ヴァイオレット、オレンジフラワ

ーの清潔感のある香りがお部屋の

空気を爽やかにします。

2003 年発売以来

ロングセラー

¥3,000（＋税）/4
商品コード PPFA1001

JANコード 5010414368431

サイズ 24×8×8cm

芳香期間 約2ヶ月

リードディフューザー100ml
/アンチタバコ

¥1,200（＋税）/3
商品コード PPFA2001

JANコード 5010414336430

サイズ 4×7cm

燃焼時間 約30h

クリアカップキャンドル
（フタ付）/アンチタバコ

¥900（＋税）/10
商品コード PPFA3001

JANコード 5010414372537

サイズ 20×8×2.5cm

燃焼時間 約4.5h×10

ティーライトキャンドル
10個入/アンチタバコ

¥3,000（＋税）/4
商品コード PPFA1002

JANコード 5010414368455

サイズ 24×8×8cm

芳香期間 約2ヶ月

リードディフューザー100ml
/ハウスホールド

¥1,200（＋税）/3
商品コード PPFA2002

JANコード 5010414336454

サイズ 4×7cm

燃焼時間 約30h

クリアカップキャンドル
（フタ付）/ハウスホールド

¥900（＋税）/10
商品コード PPFA3002

JANコード 5010414372551

サイズ 20×8×2.5cm

燃焼時間 約4.5h×10

ティーライトキャンドル
10個入/ハウスホールド

¥3,000（＋税）/4
商品コード PPFA1003

JANコード 5010414368394

サイズ 24×8×8cm

芳香期間 約2ヶ月

リードディフューザー100ml
/シェフ

¥1,200（＋税）/3
商品コード PPFA2003

JANコード 5010414336478

サイズ 4×7cm

燃焼時間 約30h

クリアカップキャンドル
（フタ付）/シェフ

¥900（＋税）/10
商品コード PPFA3003

JANコード 5010414372490

サイズ 20×8×2.5cm

燃焼時間 約4.5h×10

ティーライトキャンドル
10個入/シェフ

¥3,000（＋税）/4
商品コード PPFA1004

JANコード 5010414368417

サイズ 24×8×8cm

芳香期間 約2ヶ月

リードディフューザー100ml
/オープンウィンドウ

¥1,200（＋税）/3
商品コード PPFA2004

JANコード 5010414363597

サイズ 4×7cm

燃焼時間 約30h

クリアカップキャンドル
（フタ付）/オープンウィンドウ

¥900（＋税）/10
商品コード PPFA3004

JANコード 5010414372575

サイズ 20×8×2.5cm

燃焼時間 約4.5h×10

ティーライトキャンドル
10個入/オープンウィンドウ

即納可能



　イギリス国内で高い支持を得ている、

フレグランス・バスケアグッズメーカーです。

ラグジュアリーで華やかなデザインのパッケージに厳選されたフレグランスを

詰め込んだこだわりのホームフレグランスシリーズです。

　新しくギフトコレクションが追加され、

クリスマス、バースデー等あらゆるギフトシーンで

ご利用いただけること間違いなしです。

¥3,700（＋税）/2
商品コード BH000021

JANコード 017854058569

サイズ 30×11×11cm 芳香期間 約2.5ヶ月

リードディフューザー200ml

¥2.300（＋税）/4
商品コード BH000011

JANコード 017854073173

サイズ 25×6×6cm 燃焼時間 約1ヶ月

リードディフューザー60ml
¥2,500（＋税）/3
商品コード BH000031

JANコード 017854058477

サイズ 10×9×9cm 燃焼時間 約30h

グラス入りキャンドル

¥3,700（＋税）/2
商品コード BH000020

JANコード 017854058538

サイズ 30×11×11cm 芳香期間 約2.5ヶ月

リードディフューザー200ml

¥2.300（＋税）/4
商品コード BH000010

JANコード 017854073166

サイズ 25×6×6cm 燃焼時間 約1ヶ月

リードディフューザー60ml

¥2,500（＋税）/3
商品コード BH000030

JANコード 017854058453

サイズ 10×9×9cm 燃焼時間 約30h

グラス入りキャンドル

¥2.300（＋税）/4
商品コード BH000012

JANコード 017854073401

サイズ 25×6×6cm 燃焼時間 約1ヶ月

リードディフューザー60ml

¥2,500（＋税）/3
商品コード BH000032

JANコード 017854065000

サイズ 10×9×9cm 燃焼時間 約30h

グラス入りキャンドル

¥3,700（＋税）/2
商品コード BH000022

JANコード 017854065024

サイズ 30×11×11cm 芳香期間 約2.5ヶ月

リードディフューザー200ml

¥3,700（＋税）/2
商品コード BH000024

JANコード 017854058552

サイズ 30×11×11cm 芳香期間 約2.5ヶ月

リードディフューザー200ml

¥2.300（＋税）/4
商品コード BH000014

JANコード 017854073180

サイズ 25×6×6cm 燃焼時間 約1ヶ月

リードディフューザー60ml

¥2,500（＋税）/3
商品コード BH000034

JANコード 017854058484

サイズ 10×9×9cm 燃焼時間 約30h

グラス入りキャンドル

Sweet Mandarin & Grapefruit
スウィートマンダリン＆グレープフルーツ

スウィートマンダリン、グレープフルーツ、レモンの

柑橘系トップノートに落ち着いたジャスミン、オレン

ジブロッサムの香りが混ざり合います。

Jojoba,Silk & Almond Oil
ホホバ、シルク＆アーモンドオイル

ゴージャスで洗練されたアーモンドとホホバ

オイルの香りが相性抜群のブレンドです。

Midnight Fig & Pomegranate
ミッドナイトフィグ＆ポメグラニット

熟練のパフューマーによりブレンドされたザ

クロとフィグのフルーティーな香りです。

Black Pepper & Ginseng
ブラックペッパー＆ジンセン

スパイシーでエキゾチックなブラックペッ

パーとジンセンのブレンドが、お部屋に洗練

された香りを広げてくれます。

６月～納品可能
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REED DIFFUSER 200ml リードディフューザー 200ml　¥8,000（＋税）/6 サイズ 26×12×8.5cm 芳香期間 約4ヶ月

METALIQUE COLLECTION

メタリックコレクション

CANDLE GLASS グラス入りキャンドル　¥5,500（＋税）/6 サイズ 12×9.5×9.5cm 芳香期間 約50h

MADE IN THE U.K.

1991年に設立されたストーングロー社は、

英国のマーケットで急成長しているホームフレグランスメーカーです。

英国大手百貨店のジョンルイスをはじめ、

高級商品を扱う小売店舗で数多く取り扱われ

現在世界16ヶ国以上で販売されています。

ボワ・エ・ヴァニーユ

ベースにピンクペッパー、ウードウッ
ド、スイートバルサム、サンダルウッ
ド、パチョリがゆったりと香り、芳醇
なフローラルジャスミン、オレンジブ
ロッサム、ローズがハニーバニラのリ
ッチな甘さに重なります。

フルール・アクアティカ

ホワイトフローラルが、弾けるグリー
ンマンダリンと爽やかなアクアの香り
へと導きます。塩バニラ、ホワイトジ
ャスミン、ジンジャーリリーの華やか
なフローラルがブレンドされ、クリー
ミーなサンダルウッド、カシミア、ホ
ワイトムスクがベースに香ります。

ローズ・アンブル

誇り高い甘美なアンバーとムスクを香
りのベースとした、イングリッシュロ
ーズの可憐なつぼみの香りが、ウード
ウッド、タバコ、パチョリに清楚なエ
レガンスさを加えます。

トリュフ・ド・オリエント

記憶を呼び起こすようなホワとろける
ようなダークチョコレートとトリュフ
をベースに、美しくオリエンタルなジ
ャスミン、濃厚なパチョリ、イランイ
ランの香りが漂い、ブラックカラント
とバニラが甘美に溶け込みます。
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ボワ・エ・ヴァニーユ

商品コード SGME0201

JANコード 5055157612298

ローズ・アンブル

商品コード SGME0203

JANコード 5055157612311

トリュフ・ド・オリエント

商品コード SGME0204

JANコード 5055157612328

フルール・アクアティカ

商品コード SGME0202

JANコード 5055157612304

ボワ・エ・ヴァニーユ

商品コード SGME0101

JANコード 5055157612250

ローズ・アンブル

商品コード SGME0103

JANコード 5055157612274

トリュフ・ド・オリエント

商品コード SGME0104

JANコード 5055157612281

フルール・アクアティカ

商品コード SGME0102

JANコード 5055157612267

NEWARRIVAL

NEWARRIVAL

６月～納品可能

　どんなインテリアにも合うようにデザインされたグレーのパッ

ケージとボトルがスタイリッシュなコレクションです。特徴的で

重厚感のある銅のプレートと、4種類の洗練された美しい香りがワ

ンランク上のライフスタイルを演出します。



ベルガモット＆ムスク

繊細なベルガモットとマンダリン

のトップノートに、ジャスミン、

マグノリア、ガーデニア、イラン

イランの芳醇なフローラルが官能

的な香りを作り出します。柔らか

なバニラ、アンバー、ムスクのベ

ースが安心感のある香りを演出し

ます。

フリージア＆シダー

ピーチとパイナップルのフルーテ

ィな香りにフリージアとジャスミ

ンが重なり、シダー、アンバー、

ユーカリのベースが穏やかで落ち

着いた雰囲気を演出します。

ローズ＆ウード

優雅なローズと官能的なウードの

ブレンドが繊細でウッディなアク

セントを柔らかく濃厚に包み込み

、気分を高揚させる贅沢な香りを

作り出します。

フィグ＆パースリー

パセリ、グリーンブラックカラン

トのさわやかでウッディな香りが

フルーティなフィグに美しく混ざ

り合い、繊細でありながら意志の

ある香りです。

約2.5ヶ月

¥4,600（＋税）/6
商品コード SGGE0101

JANコード 5055157613271

サイズ 25×8×8cm 芳香期間 約4ヶ月

リードディフューザー 200ml

¥4,000（＋税）/6
商品コード SGGE0301

JANコード 5055157613356

サイズ 9.5×8×8cm 燃焼時間 約35h

グラス入りキャンドル

¥4,600（＋税）/6
商品コード SGGE0201

JANコード 5055157613318

サイズ 17.5×4.5cm 芳香期間 約4ヶ月

リードディフューザーリフィル 200ml

¥4,600（＋税）/6
商品コード SGGE0102

JANコード 5055157613288

サイズ 25×8×8cm 芳香期間 約4ヶ月

リードディフューザー 200ml

¥4,000（＋税）/6
商品コード SGGE0302

JANコード 5055157613363

サイズ 9.5×8×8cm 燃焼時間 約35h

グラス入りキャンドル

¥4,600（＋税）/6
商品コード SGGE0202

JANコード 5055157613325

サイズ 17.5×4.5cm 芳香期間 約4ヶ月

リードディフューザーリフィル 200ml

¥4,600（＋税）/6
商品コード SGGE0103

JANコード 5055157613295

サイズ 25×8×8cm 芳香期間 約4ヶ月

リードディフューザー 200ml

¥4,000（＋税）/6
商品コード SGGE0303

JANコード 5055157613370

サイズ 9.5×8×8cm 燃焼時間 約35h

グラス入りキャンドル

¥4,600（＋税）/6
商品コード SGGE0203

JANコード 5055157613332

サイズ 17.5×4.5cm 芳香期間 約4ヶ月

リードディフューザーリフィル 200ml

¥4,600（＋税）/6
商品コード SGGE0104

JANコード 5055157613301

サイズ 25×8×8cm 芳香期間 約4ヶ月

リードディフューザー 200ml

¥4,000（＋税）/6
商品コード SGGE0304

JANコード 5055157613387

サイズ 9.5×8×8cm 燃焼時間 約35h

グラス入りキャンドル

¥4,600（＋税）/6
商品コード SGGE0204

JANコード 5055157613349

サイズ 17.5×4.5cm 芳香期間 約4ヶ月

リードディフューザーリフィル 200ml

きめ細やかな天然ワックスと、シンプルかつモダン、

マットで手になじむ美しいガラスが存在感のある、英国でも注目のシリーズです。

GEOMETRIC

ジオメトリック
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NEWARRIVAL

NEWARRIVAL
MADE IN THE U.K.

１０月～納品可能



REED DIFFUSER 70ml リードディフューザー 70ml　¥1,900（＋税）/6 サイズ 22.5×7×7cm 約1.5ヶ月芳香期間

NEWARRIVAL

NEWARRIVAL
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太陽をたっぷり浴びたフレッシュグリーンが心地よい、

リラックス感あふれるシリーズ。

GREEN OASIS

グリーンオアシス

¥1,900（＋税）/6
商品コード IDGO0002

JANコード 4520005602109

サイズ 22.5×7×7cm 芳香期間 約1.5ヶ月

リードディフューザー70ml
/トロピカルフォレスト

※ファイバースティック付

¥1,900（＋税）/6
商品コード IDGO0003

JANコード 4520005602116

サイズ 22.5×7×7cm 芳香期間 約1.5ヶ月

リードディフューザー70ml
/オアシスフローラル

※ファイバースティック付

¥1,900（＋税）/6
商品コード IDGO0001

JANコード 4520005602093

サイズ 22.5×7×7cm 芳香期間 約1.5ヶ月

リードディフューザー70ml
/ラッシュガーデン

※ファイバースティック付

トップノート：ユズ、オレンジ、グリーンアップル、メロン

ミドルノート：レモングラス、パイナップル、スズラン、

              ジャスミン、ピーチ

ベースノート：フローラル、ムスク、ラズベリー

トップノート：ウォーターメロン、カシス、マンダリン

ミドルノート：アップル、洋ナシ、ウォーターメロン、

　　　　　　　パイナップル、ジャスミン、スズラン、ローズ

ベースノート：ピーチ、ストロベリー、ラズベリー、ムスク、

　　　　　　　サンダルウッド、アンバー、シダーウッド

トップノート：パイン、グリーンアップル、メロン

ミドルノート：シクラメン、ローズ、スズラン、

　　　　　　　ジャスミン、ピーチ

ベースノート：ムスク、ラズベリー

大いなる自然のエネルギーを凝縮した、

優しくも芯のあるネイチャーシリーズ。

LOVE THE EARTH

ラブジアース

¥2,300（＋税）/6
商品コード IDLE0001 JANコード 4520005602031

サイズ 26.5×6.5×6.5cm 芳香期間 約2ヶ月

リードディフューザー100ml/ネイチャーブレス

※ファイバースティック付

トップノート：ベルガモット、タンジェリン、レモン、アーモンド、

 　サンダルウッド、ラバンジン、ゼラニウム、

 　クローブ、シダー

ミドルノート：バイオレット、ジャスミン、ローズ、スズラン、

 　オレンジフラワー、サンダルウッド、シダーウッド

ベースノート:バニラ、サンダルウッド、ムスク、シダーウッド、アンバー

トップノート：ラベンダー、ラバンジン、オレンジ

ミドルノート：パイナップル、ローズ、スズラン、

　　　　　　　アップル、フリージア、ジャスミン

ベースノート：パチェリ、トンカ、ムスク、ベチバー、

　　　　　　　バニラ

¥2,300（＋税）/6
商品コード IDLE0002 JANコード 4520005602048

サイズ 26.5×6.5×6.5cm 芳香期間 約2ヶ月

リードディフューザー100ml/ディープオーシャン

※ファイバースティック付

トップノート：グリーンティー、ラバンジン、ライム、

　　　　　　　レモン、ローズウッド、パイン、スパイシー

ミドルノート：イランイラン、ジャスミン、ローズ、

　　　　　　　スズラン、スパイシー

ベースノート：ムスク、アンバー、サンダルウッド、バニラ

¥2,300（＋税）/6
商品コード IDLE0003 JANコード 4520005602055

サイズ 26.5×6.5×6.5cm 芳香期間 約2ヶ月

リードディフューザー100ml/ワイルドライフ

※ファイバースティック付

NEWARRIVAL

NEWARRIVAL
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タータンクロス ノートブックス

TARTAN CLOTH NOTEBOOKS

英国スコットランド グラスゴーにある出版社、ウェバリー社による正式なタータン・クロスを
表装したノートブック。表紙装丁に使用しているタータン・クロスは、3つのロイヤル・ワラン
ト（英国王室御用達：エリザベス女王、エディンバラ公爵：フィリップ殿下、ウェールズ王子
：チャールズ王子）を取得しているスコットランドのキルト・メーカー キンロック・アンダー
ソンから提供された正式なものを使用しています。

サイズ  14×9×2cm

（左）：無地　（右）：罫線

リボンマーカー

ブックレット付

ディスプレイ（ラック）ありラバーバンドと調和したエッジカラー

TARTAN CLOTH NOTEBOOK タータンクロスコモンプレイスノートブック　¥1,850（＋税）/10 仕様 176p

ブラックウォッチ

商品コード WS1409BW

JANコード 9781849344081

キンロックアンダーソン

商品コード WS1409KA

JANコード 9781849344104

マレーオブアトールエンシェント

商品コード WS1409MA

JANコード 9781849344128

ロイヤルスチュワート

商品コード WS1409RS

JANコード 9781849344142

ドレスゴードン

商品コード WS1409DG

JANコード 9781849344166

アイルオブスカイ

商品コード WS1409IS

JANコード 9781849344180

カレドニア

商品コード WS1409CL

JANコード 9781849344234

ホリールード

商品コード WS1409HL

JANコード 9781849344340

NEWARRIVAL

NEWARRIVAL

数量限定商品

即納可能

数量限定商品

即納可能

１０月～納品可能


