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出荷について

■商品の相違・不良品は、返品を承ります。※必ず納品後5日以内にご連絡ください。

■商品の相違・不良品のご連絡は、納品時に添付する報告書に記入の上、ファックスにてご連絡ください。折り返し、営業担当よりご連絡いたします。（管理の都合上、ファックスでのご

連絡をお願いいたします）

■1回の最低発注金額は、下代合計3万円以上（税抜）とさせていただいており、送料は無料です。下代3万円未満の場合は、送料一律1,000円（税抜）をご請求させていただきます。

■商品サンプル（現物使用の場合）は、有償となります。（詳細は営業担当にご相談ください）

■商品代金をお振込いただく場合、お振込手数料はご負担いただきますので、予めご了承ください。

注文について

■添付のオーダーシートに発注数を記入し、ファックスにてお送りください。

■ファックスをいただいた後、各営業担当より受注確認書のお見積書をファックスいたしますので、サインを記入後、再度ファックスをお願いいたします。

（このファックスの返信によりご注文を完了とさせていただきます。）

注意点

■Xmas商品は、季節商品のため受注発注商品（by order）となり、基本的に弊社には在庫がないため、リピート不可となります。

■Xmas商品は、ご注文後のキャンセルは不可となります。

■人気商品は現地にて早々にSOLD OUTとなるため、早めのご注文を推奨いたします。

ご注文時にオーダーシートに記載をお願いいたします。

■Xmas商品は、カタログ注文になるため、実際の商品のイメージと相違がある場合がございますが、予めご了承ください。

注意事項

■輸入商品のため、廃盤や品切れを起こすことがありますので、予めご了承ください。

■パッケージ・デザインの仕様は予告なしに変更になることがあります。

■燃焼時間、芳香期間はあくまでも目安であり、使用状況や環境により異なります。

■印刷、レイアウトの都合により、実際の商品の寸法と色は異なる場合があります。

受注期間：カタログ到着～2019年6月末締切

納　　品：2019年10月初旬より

必ずお読みください

お取引について

お問い合わせ先

ご注文はFAXにてお願いいたします。

FAX:03-3463-6329

納品について

■2019年10月初旬より順次出荷させていただきます。

■商品が入荷後、営業担当より出荷日のご連絡を差し上げます。納品日のご指定がある場合には事前に営業担当までお知らせください。

新規お取引について

■お取引条件につきましては、下記連絡先にお電話かメールにてお問い合わせください。

■初回発注のみ現金先払いとなり、入金確認後商品を発送いたします。（2回目以降は、登記簿謄本または開業届をご提出いただき締め支払いとなります）

●営業時間：月～金曜日　10:00～17:00（土日祝日除く）　●カタログ掲載商品はショールームにて展示してありますので、お気軽にお問い合わせください。なおご来社の際は事前にご連絡ください。

株式会社ユーロジャパンエレガンス
〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町 7-7 OHビル 202号

TEL: 03-3463-6326  FAX: 03-3463-6329

E-mail: sales@passionforlife.jp

http://www.passionforlife.jp

物流センター

株式会社ジャパン流通プランニング

〒333-0801 埼玉県川口市東川口 6-17-10

TEL: 048-290-7151



高いブレンディング技術が香りの

良さの秘密です。 香りが景色を

イメージさせる想像力の高い香り

作りは、 専任のスタッフにより、

その伝統技術が守られています。

商品は完成されるまで、 一つ一つ

の製品にこだわりを持ち、 一連の

作業を大切にしながら、 心を込め

て作られています。

ワックスリリカルは、 ホームフレグランスメーカーとして、

約 40 年近く前から続いている伝統あるメーカーです。

1980年イギリスにて、ウィリアムズ一家は「Nice Things Company」
を設立しました。それはまだまだ小さな輸入会社で、イギリス北西部
の湖水地方にあるモアカム湾の端にあるガレージから始まりました。

会社は急速に成長し、カンブリア州のリンダル・イン・ファーネスに
新しい工場が作られました。1990年10月1日、新しい工場のオープ
ニングセレモニーには、ダイアナ妃が参列されました。
そして同じころ、会社の名前が「Colony」へと改名されました。

Colonyは多様化し、ホームフレグランスに加えて、海外から輸入された織物、花器、クリスマスの飾りなども
販売するようになりました。そうしてこの時、リードディフューザーを製造する英国で最初の会社の1つとなり、
世界的ブームの先駆けとなりました。

2010年、会社の名前はColonyからWAX LYRICALに変更され、現在は
英国最大のホームフレグランスメーカーにまで成長しました。さらに
2016年、Portmeirion Groupが親会社となり、英国市場での立場をより
確固たるものとしました。

ワックスリリカルは、Made in Britain（英国産）であること、湖水地方の
中心地で世界クラスの製品を開発、製造、提供できることを誇りとし、
今では、世界40カ国以上に輸出しています。

THE 1980’

THE 1990’

2010 ONWARDS

THE 2000’

s

s

s
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ワックスリリカル

Wax Lyrical （ワックスリリカル） は、

英国最大級のホームフレグランスメーカーです。

ワックスリリカルは、 自然に恵まれた英国湖水地方にて、

昔ながらの手の込んだ製造工程により、 一つ一つの製品

を丹念に製造しています。

AUTUMN /
WINTER 2019
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2019 年新登場！ RHS のお花にインスパイアを受けたニューコレクションが
登場しました。 インテリアの今期トレンドである昆虫や野生動物をデザイン
したキャンドルやディフューザーをご紹介します。

ナチュラルソイワックスキャンドルとリードディフューザーは美しい陶器に入り、
エレガントなパッケージデザインで、 ギフトにもぴったりです。

リードディフューザー 250ml/ ウォーターリリー＆ベルガモット
¥8,500(+ 税 )  ロット ： 4
CNHE0101
5015802198768
サイズ ： 28.4x14.6x9.6cm
芳香期間 ： 約 20 週間   

陶器入りキャンドル / ウォーターリリー＆ベルガモット
¥7,000(+ 税 )  ロット ： 4
CNHE0201
5015802198881
サイズ ： 9.5x8.2x8.2cm
燃焼時間 ： 約 60h   

ベルガモット、 マンダリン、 オレンジの皮、 レモンにグ
リーンティーの爽やかな香り。 清らかなウォーターリリー、
甘めのスウィートローズ、 シクラメンの活気に満ちた香り
がムスク、 アンバー、 プレシャスウッドに重なります。

ウォーターリリー＆ベルガモット

キリっとしたグリーンティーの香りにローズが加わり、 フル
ーティーなチェリーとフレッシュなゼラニウム、 瑞々しい茎
に美しいアイリスの香りが加わります。 甘いバニラの香り
がベースに香ります。

ブラックチェリー＆ローズ

ベルガモットの花、 スズランとバラのミックスがアンバー
とパチョリのベースに重なるひまわりをイメージした喜び
あふれる香りです。

サンフラワー＆アンバー

ブラックチェリー＆ローズ

CNHE0102
5015802198775

オリエンタルオーキッド＆シダー

CNHE0103
5015802198782

サンフラワー＆アンバー

CNHE0104
5015802198799

ブラックチェリー＆ローズ

CNHE0202
5015802198898

オリエンタルオーキッド＆シダー

CNHE0203
5015802198904

サンフラワー＆アンバー

CNHE0204
5015802198911

ワイルドセンツ

ピンクペッパー、 オレンジブロッサム、 ジューシーな
洋ナシで始まるオリエンタルな香り。 プレシャスオー
キッド、 薫り高いコーヒーへと深まります。 温かみの
あるアンバー、 クリーミィなバニラ、 そしてシダーが
ベースに香ります。

オリエンタルオーキッド＆シダー
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ひんやりとしてリフレッシュできるようなスノー
リリーとソフトジャスミン、 アンバーが加わり、
フレッシュなペパーミントとベルガモットの
ウッディーなベースへと変化します。

スノーウィー ナイト

ベストセラーのひとつ。 甘くてオリエンタルな
フローラルブーケで始まり、 ソフトなムスクが
香るアンバーなシトラスノート、 ラグジュアリー
なバニラのベースへと続きます。

ホリー ジョリー

クランベリーとラズベリーのワクワクするような
フルーティーな香りがグリーンアップルとグレー
プのシトラスの香りへと変化し、 最後は甘くて
パウダリーなバニラが香ります。

ホリディ タイム

ワクワクしてウキウキするこのコレクションは、 クリスマスにぴったり！
ティーライトが詰まったボーブルや、 かわいいディフューザー、 そして
クラシックなキャンドルなど、 コレクションしたくなるアイテムを揃えました。

かわいらしいデザインで、 素敵なクリスマスシーズンを楽しんでもらえます。

レタートゥサンタ

リードディフューザー 100ml/ スノーウィー ナイト
¥2,300(+ 税 )  ロット ： 6
CNHR6401
5015802209105
サイズ ： 21.8x13.3x4.5cm
芳香期間 ： 約 8 週間   

ホリー ジョリー

CNHR6403
5015802209280

ホリディ タイム

CNHR6402
5015802209259

グラス入りキャンドル / スノーウィー ナイト
¥2,300(+ 税 )  ロット ： 4
CNHR6601
5015802209389
サイズ ： 9.7x8.3x8.3cm
燃焼時間 ： 約 38h   

ホリー ジョリー

CNHR6603
5015802209433

ホリディ タイム

CNHR6602
5015802209426

ミニワックスキャンドル / スノーウィー ナイト
¥900(+ 税 )  ロット ： 6
CNHR7501
5015802211627
サイズ ： 6.4x5.2x5.2cm
燃焼時間 ： 約 14h   

ホリー ジョリー

CNHR7503
5015802211641

ホリディ タイム

CNHR7502
5015802211634

5
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クリスマスのギフトとしてひと際目に付くデザインにリボンの付いたディ
フューザー。 そして、 クリスマスツリーに飾るオーナメントにも使える
ボールに入ったティーライトなど、 アイディアがいっぱいなアイテムです！

レタートゥサンタ

ボーブル （ティーライトキャンドル 9 個入） /
スノーウィー ナイト
¥1,800(+ 税 )  ロット ： 8
CNHR6701
5015802209471
サイズ ： 9.5x9.5x9.5cm
燃焼時間 ： 約 6hx9   

ホリディ タイム

CNHR6702
5015802209495

ホリー ジョリー

CNHR6703
5015802209518

リードディフューザー 50ml/ スノーウィー ナイト
¥1,800(+ 税 )  ロット ： 10
CNHR6501
5015802209297
サイズ ： 21.8x13.3x4.5cm
芳香期間 ： 約 4 週間   

ホリディ タイム

CNHR6502
5015802209334
サイズ ： 21.8x9x4.5cm

ホリー ジョリー

CNHR6503
5015802209341
サイズ ： 21.8x11x4.5cm

ポプリ / スノーウィー ナイト
¥1,000(+ 税 )  ロット 12
CNHR7001
5015802211573
サイズ ： 24.8x9x7.5cm
重量 ： 125g

ホリディ タイム

CNHR7002
5015802211580

ホリー ジョリー

CNHR7003
5015802211597

87
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グリーティングサシェ / ベアー
¥750(+ 税 )  ロット ： 8
CNGS3116
5015802213515
サイズ ： 16.2x12x0.3cm   

リードディフューザー 50ml/ ベアー
¥1,600(+ 税 )  ロット ： 8
CNGS2116
5015802213430
サイズ ： 16.3x9.9x5.1cm   
芳香期間 ： 約 4 週間

ムース

CNGS2117
5015802213447

ペンギン

CNGS2118
5015802213454

キャメル

CNGS2119
5015802213461

ムース

CNGS3117
5015802213522

ペンギン

CNGS3118
5015802213539

キャメル

CNGS3119
5015802213546

とっておきの香りを大切な人への贈り物として渡せる ギフトセンツ。 
昨年も大好評いただいたコレクションです。 今年は定番でも展開
しているグリーティングサシェに秋冬限定の香りが新登場しました！
ちょっとした贈り物を渡す機会が多くなる秋冬のシーズンには、
マストアイテムになること間違いなし！

ギフトセンツ

グリーンアップル、 洋ナシ、 辛口のホワイトワイン、
ジューシーなグレープ、 オレンジ、 グレープフルーツ
のクリーンで少しすっぱい香り。 ピーチ、 ドライフラ
ワー。 ムスクで深みを加えています。

（ギフトセンツの香りはすべて共通です）

109
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トレンド最前線のモノクロデザインがこのコレクションを伝統的な
クリスマス商品とは一線を画す手助けをしています。 すべて
ラグジュアリーなギフトボックス、 バッグに入って届けられます。
モダンなホリデーシーズンのギフトにぴったりなラグジュアリーな
ギフトボックス、 バッグに入り、 ４種類のプレミアムフレグランス
が楽しめるようになっています。

グラス入りキャンドル / フェスティブ トリート
¥4,500(+ 税 )  ロット ： 4
CNHR6101
5015802208801
サイズ ： 15x11x11cm
燃焼時間 ： 約 50h   

ウィンター モーニング

CNHR6102
5015802208832

ベイビーイッツコールド

CNHR6103
5015802208863

リードディフューザー 180ml/ フェスティブ トリート
¥5,500(+ 税 )  ロット ： 6
CNHR6001
5015802208726
サイズ ： 34x10x10cm
芳香期間 ： 約 26 週間   

ウィンター モーニング

CNHR6002
5015802208764

ベイビーイッツコールド

CNHR6003
5015802208771

ベイビーイッツコールドアウトサイド

シャリシャリとしたフロスティな香りは、 豊かな
ウッディベースにフレッシュなペパーミントとはじ
けるベルガモットがアクセントになっています。
スノーリリーとソフトジャスミンの繊細な香りが、
ラグジュアリーなアンバーへと変化します。

ウィンター　モーニング

レッドクランベリーとマルベリーの大地を感じる
濃厚な香りで始まります。 やがてハーバルで
ウッディーな香りになり、 最後はパチョリ、
オークウッド、 クローブが深みある香りを演出
します。

スキーロッジ

ウード、 ローズ、 グリーンゼラニウム、 ジャス
ミンのフローラルシプレーの香り。 シダーウッド、
ベチバー、 バニラ、 パチョリの濃厚なベースに
爽やかなラズベリーがアクセントに香ります。

フェスティブ　トリート

ウードと繊細なサフロンが混ざり合い、 リッチで
センシュアルなシプレー系の香りです。 ロック
ローズ、 ダバナがジャスミン、 ホワイトサンダル、
ムスキーアンバーのなめらかな香りで包まれます。

ベイビーイッツコールド

スキーロッジ

CNHR6104
5015802208887

スキーロッジ

CNHR6004
5015802208788

ギフトバッグ / フェスティブ トリート
¥2,900(+ 税 )  ロット ： 6
CNHR7601
5015802208924
サイズ ： 13.5x12x6cm
芳香期間 ： 約 4 週間 燃焼時間 ： 約 12h      

ウィンター モーニング

CNHR7602
5015802208948

ベイビーイッツコールド

CNHR7603
5015802208955

スキーロッジ

CNHR7604
5015802208962 1211

リードディフューザー
50ml とグラス入り
キャンドルのセット
です。
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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。 今年は、 リードディフューザー
とグラス入りキャンドルに限定のギフトボックスが付いて、 ワンランク上の特別な
ギフトにオススメです。

フォーリンリーブス

丘を飾る、銅や鈍く光るゴールドのような色鮮やかな落ち

葉にインスパイアされた、ヘリオトロープ、バニラ、濃厚

なムスクがアクセントになったアンバーの香りです。歩く
たびに音が鳴る秋の散歩の思い出を呼び起こします。

スノウ

雪に覆われた雄大な山々にインスパイアされた、スノーリ
リーとジャスミン、フレッシュペパーミント、ベルガモッ
トがアクセントのウッディベースの香りです。ひんやりと
した冬の朝、白く凍る息を思い出させる香り。

グラス入りキャンドル （ギフトボックス仕様） / フォーリンリーブス
¥4,200(+ 税 )  ロット ： 4
CNLDG107
4520005302177
サイズ ： 11.5x9.5x9.5cm
燃焼時間 ： 約 38h   

リードディフューザー 100ml （ギフトボックス仕様） / フォーリンリーブス
¥4,200(+ 税 )  ロット ： 6
CNLDG207
4520005302191
サイズ ： 22.7x8.3x8.3cm
芳香期間 ： 約 8 週間   

スノウ

CNLDG108
4520005302184

スノウ

CNLDG208
4520005302207

ティーライト 12 個入 / フォーリンリーブス
¥1,800(+ 税 )  ロット ： 8
CNLD0407
5015802178791
サイズ ： 15.9x12x2.1cm
燃焼時間 ： 約 6hx12  

スノウ

CNLD0408
5015802178807

レイク

1413

リードディフューザーと
グラス入りキャンドルに
限定のギフトボックスが
付いて、 ワンランク上
の特別なギフトにオス
スメです。



それぞれのお部屋をイメージして香りがブレンディングされたホーム
センターコレクション。 消臭効果のある成分 （オーダレイズ） が
含まれているのが、 嬉しい特徴です。 キッチンからベットルーム、
リビングルームから自宅の勉強部屋まで、 それぞれのお部屋で
気になるニオイを中和しつつ、 心地の良い香りを楽しむことができる
おしゃれな機能性フレグランスシリーズです。

ホームセンター

ウォーターリリーとライラック、 そしてシトラス
グリーンの爽やかさが際立つクリーンな香り。

No.1 バスルーム

熟して甘くなったラズベリーとブラックベリー、
そして甘酸っぱいりんご、 バニラが程よく
ブレンドされた香りです。

No.2 キッチン

オレンジとレモンの柑橘系の香りにカモミールや
ジャスミン、 ラベンダーの香りをブレンドさせた
リラックス系の香りです。

No.3 ベッドルーム

バニラとカシミールの香りに、 軽やかでオリエン
タルなジャスミンと優しいホワイトフローラルブーケ
の香りです。

No.4 リビングルーム

紅茶で有名なローズヒップとハイビスカスの香り 
が程よくブレンド。 ミモザ、 ローズマリーの香り
もミドルノートにほんのり香ります。

No.5 コンサバトリー

深い柑橘系の香りと情熱的なウッドの香りにリッチ
なローズ、 ジャスミン、 オークウッドが贅沢にブレ
ンドされている知的で落ち着きのある香り。

No.6 スタディ

ギフトバッグ /No.1 バスルーム
¥2,300(+ 税 )  ロット ： 4
CNHS0601
5015802211696
サイズ ： 13.8x12x6.1cm
芳香期間 ： 約 4 週間 燃焼時間 ： 約 12h    

カラーグラス入りキャンドル /No.1 バスルーム
¥4,600(+ 税 )  ロット ： 4
CNHS0501
5015802198706
サイズ ： 11.5x9.7x9.7cm
燃焼時間 ： 約 67h   

No.2 キッチン 

CNHS0602
5015802211702

No.3 ベッドルーム

CNHS0603
5015802211719

No.4 リビングルーム

CNHS0604
5015802211726

No.5 コンサバトリー 

CNHS0605
5015802211733

No.6 スタディ 

CNHS0606
5015802211740

No.2 キッチン

CNHS0502
5015802198713

No.3 ベッドルーム

CNHS0503
5015802198720

No.4 リビングルーム 

CNHS0504
5015802198737

No.5 コンサバトリー

CNHS0505
5015802198744

No.6 スタディ

CNHS0506
5015802198751 1615

リードディフューザー
50ml とグラス入り
キャンドルのセット
です。



ロングセラーの RHS コレクションより、 秋冬限定の香りとして、
バイオレットをご紹介します。 バイオレットのお花がデザインされた
セラミック入りのキャンドルもシーズンスペシャルとしてご用意いた
しました。 この機会に是非どうぞ。

リードディフューザー 200ml
¥4,000(+ 税 )  ロット ： 6
CNRH5951
5015802176094
サイズ ： 25.6x7x7cm
芳香期間 ： 約 16 週間   

ルームミスト 100ml
¥1,800(+ 税 )  ロット ： 6
CNRH5751
5015802176162
サイズ ： 17x4x4cm

グラス入りキャンドル
¥2,300(+ 税 )  ロット ： ４
CNRH5251
5015802176056
サイズ ： 9.8x8.3x8.3cm
燃焼時間 ： 約 42h

サシェ 2 枚セット
¥1,000(+ 税 )  ロット ： 12
CNRH5651
5015802176117
サイズ ： 17x12.3x2.5cm

RHS は、 1804 年に英国ロンドンで誕生し、 世界で 38 万人以上の
会員数を有する世界最大の園芸愛好家団体です。 エリザベス女王
が総裁を務め、 園芸普及活動を行っています。 ロンドンにある RHS
図書館には、 2 万点以上の貴重なボタニカルアート ( 植物画 ) が所
有され、 古くは 17 世紀に活躍した絵師によって描かれています。

RHS( 英国王立園芸協会 ) とは？

RHS フレグラントガーデン

うっとりするようなスミレと花々が咲き誇るブーケ
にベリーが重なった、 甘酸っぱく濃厚な香りです。

バイオレット

1817

セラミック入りキャンドル
¥3,500(+ 税 )  ロット ： 6
CNRH6351
5015802176155
サイズ ： 10.6x9.6x9.6cm
燃焼時間 ： 約 42h 

SEASON
SPECIAL

リードディフューザー 100ml
¥3,000(+ 税 )  ロット ： 6
CNRH5451
5015802176148
サイズ ： 20.8x7x7cm
芳香期間 ： 約 8 週間   



リードディフューザー 120ml/
クリスマス セレブレーション
¥2,400(+ 税 )  ロット ： 6
CNCH2274
5015802211160
サイズ ： 25.5x5.5x5.5cm
芳香期間 ： 約 10 週間  

バニラ＆クランベリー

CNCH2275
5015802038842

ファイアサイド

CNCH2278
5015802188110

毎年世界中の人が楽しみにしているワックスリリカル Colony の Xmas 限定
の香りです。 大人気ロングセラーのバニラ＆クランベリー、 そして華やかな
香りのゴールド、 フランキンセンス＆ミルラはもちろんのこと、 今年の新しい
香りであるクリスマス　セレブレーションやファイアサイドも大注目です。

コロニー

ゴールド、 フランキン
センス＆ミルラ
CNCH2294
5015802046779

リードディフューザー 50ml/
クリスマス セレブレーション
¥1,500(+ 税 )  ロット ： 10
CNCH4174
5015802211146
サイズ ： 15x4.3x4.3cm
芳香期間 ： 約 4 週間  

バニラ＆クランベリー

CNCH4175
5015802169386

ファイアサイド

CNCH4178
5015802188080

ゴールド、 フランキン
センス＆ミルラ
CNCH4194
5015802169867

ミニワックスキャンドル /
クリスマス セレブレーション
¥500(+ 税 )  ロット ： 16
CNCH3674
5015802211047
サイズ ： 6.3x5cm
燃焼時間 ： 約 14h 

バニラ＆クランベリー

CNCH3675
5015802133585

ファイアサイド

CNCH3678
5015802187892

ゴールド、 フランキン
センス＆ミルラ
CNCH3694
5015802133615

グリーンアップル、 洋ナシ、 辛口の
ホワイトワイン、 ジューシーなグレー
プ、 オレンジ、 グレープフルーツの
クリーンで少しすっぱい香り。 ピーチ、
ドライフラワー , ムスクで深みを加え
ています。

クリスマス セレブレーション

クランベリーとレッドベリーのジューシ
ーな香りに、 クリーミーなバニラがブ
レンドされた人気 No.1 の香りです。

バニラ＆クランベリー ファイアサイド

高級感のあるリッチなバニラにクリー
ミースイートカラメルとソフトホワイト
ジャスミンがブレンドされた華やかな
香りです。

ゴールド、 グランキンセンス＆ミルラ

2019

スパイシーなシナモンと甘いオレンジ
が , クローブと熟したレッドチェリーに
程よくブレンドされている温かみの
ある香りです。



ENGLISH
FLORALS

秋冬のギフトシーズンにぴったりなワックス
リリカルの限定コレクション。 このシーズン
のベストセラーの香りをセレクトし、 誰もが
愛する花々の香りを上品にブレンドしてい
ます。

リードディフューザー 100ml/ スノードロップ サプライズ
¥1,800(+ 税 )  ロット ： 6
CNLP0760
5015802197686
サイズ ： 20.1x6x5.3cm
芳香期間 ： 約 8 週間   

グラス入りキャンドル / スノードロップ サプライズ
¥1,600(+ 税 )  ロット ： 4
CNLP0769
5015802197822
サイズ ： 12x8cm
燃焼時間 ： 約 45h   

イングリッシュフラワーズ

シャーベット状の雪を思い出すスノーリリー、
優しいジャスミン、 アンバー、 爽やかな
ペパーミントとベルガモットが重なるみず
みずしい香り。

スノードロップ サプライズ

高級感のあるリッチなバニラとホワイトジャ
スミンがブレンドされた華やかな香りです。

ヘレボルス ハピネス

優しく香るパウダリーなベースにポピー、
バイオレット、 ローズのフローラルノートが
心地よく香るフレッシュで繊細な香りです。

ポピー プロミス

ティーライトキャンドル 9 個入 /
クリスマス セレブレーション
¥1,300(+ 税 )  ロット ： 8
CNCH0174
5015802211085
サイズ ： 11.7x11.7x2cm
燃焼時間 ： 約 6hx9 

バニラ＆クランベリー

CNCH0175
5015802038293

ファイアサイド

CNCH0178
5015802187953

ゴールド、 フランキン
センス＆ミルラ
CNCH0194
5015802046656

ポプリ /
クリスマス セレブレーション
¥1,800(+ 税 )  ロット ： 6
CNCH3574
5015802211382
サイズ ： 25.8x11x9.5cm
重量 ： 約 180g

バニラ＆クランベリー

CNCH3575
5015802122664

ファイアサイド

CNCH3578
5015802188233

ゴールド、 フランキン
センス＆ミルラ
CNCH3594
5015802122688

2221

グラス入りキャンドル /
クリスマス セレブレーション
¥1,300(+ 税 )  ロット ： 6
CNCH0674
5015802211023
サイズ ： 8.4x7cm
燃焼時間 ： 約 35h 

バニラ＆クランベリー

CNCH0675
5015802038576

ファイアサイド

CNCH0678
5015802187861

ゴールド、 フランキン
センス＆ミルラ
CNCH0694
5015802046687

ポピー プロミス

CNLP0761
5015802197693

ポピー プロミス

CNLP0770
5015802197839

ヘレボルス ハピネス

CNLP0762
5015802197709

ヘレボルス ハピネス

CNLP0771
5015802197846



       
すべてのキャン

ドルは手作業により
綺麗に磨かれます。

ラベルを貼り、 箱詰め
され、 ひとつひとつ
丁寧に製造に出荷

されます。

コットンウィックは
手作業で注意深く

まっすぐになるように
挿されます。 そして
ワックスが完全に乾い
たら、 綺麗に先を

整えます。

使用する
天然ワックスは、
独自のブレンドで

綺麗に燃え、 香りが
よく拡散されるように

開発されて
います。

　　　　
ストーングロウ

の品質基準は非常
に高く、 高品質の
製品を製造するよう
努めています。

ロンドン発の、モダンなデザインと香り

1991年に設立されたストーングロウ社のアイテムは、英国大手百貨店のジョン・ルイスを

はじめ、ハイクラスな商品を扱うセレクトショップ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。伝統的なハンドメイドにこだわったキャンドルと、熟練の調香師が生み

出すモダンな香りは、世界中の方々に愛されています。

ストーングロウ

ストーングロウのキャンドルについて
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高品質のワックスは、丁寧に温められ香料と混ぜ合わされます。
絶え間なくかき回されて、均一になるようにしっかりと混ぜ合
わされるのです。
高品質な材料のみを使用し、時代に左右されないでいて、
クラシックな、両方の魅力を併せ持った独創的、かつ刺激的な
キャンドルが出来上がります。

24



ヘブンリー

ハーモニー
ハーモニー

ハーモニー

ハーモニー
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シーズナル コレクション

ヘブンリーハーモニーヘブンリーハーモニーヘブンリー

ハーモニー

ジェルボタニカルキャンドル / ユーカリ＆ライム
¥3,800(+ 税 )  ロット ： 6
SGSE0504
5055157613394
サイズ ： 9.1x8.3cm
燃焼時間 ： 約 15h

ジェルフィッシュボウルキャンドル / ユーカリ＆ライム
¥4,800(+ 税 )  ロット ： 4
SGSE0304
5055157613417
サイズ ： 9x10.7cm
燃焼時間 ： 約 15h

ジュニパーベリー＆シダー

SGSE0506
5055157612946

ジュニパーベリー＆シダー

SGSE0306
5055157612953

季節をたっぷりと感じるリーフや木の実、 ドライフラワーなどを一つ一つ丁寧に
ジェルに埋め込んだボタニカルなジェルキャンドル。 キャンドルの炎が、 透明
なジェルの中でどんな具合に揺らめきを演出していくのか、 ゆっくりと流れる灯り
の時間を十分にお楽しみ下さい。 キャンドル使用後は、 ティーライトキャンドル
を入れてリユースも可能なジェルボタニカルグラスキャンドルです。

SEASONAL COLLECTION

ユーカリ＆ライム

濃厚なアンバー、 パチョリ、 ウッドが香り豊かなシナモン、 シトラス
はじけるライムに重なります。 マツとレーズンの香りがバニラに重な
り、 深みを加えます。

ブラックベリー＆ベイ

搾りたてのすっぱいブラックベリージュースにかすかに香るローズ
ティーから、 月桂樹の柔らかな香りへと変化します。

ジュニパーベリー＆シダー
爽やかなジュニパーベリーとスパイシーなブラックペッパー、 ナツメグ
をベースにクリーミーなシダーウッド、 サンダルウッド、 パチョリが
エレガントなウッディ調の香りを作り出します。

ベチバー＆ブルースプルース

マツ、 スパイスの効いたジュニパー、 レモンのアロマに濃厚なルビー
ベリーの甘さがはじけます。

ブラックベリー＆ベイ

SGSE0507
5055157352439

ベチバー＆ブルースプルース

SGSE0508
5055157352514

ブラックベリー＆ベイ

SGSE0307
5055157352446

ベチバー＆ブルースプルース

SGSE0308
5055157352521

ブラックベリー＆ベイ
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シーズナル コレクション

SEASONAL COLLECTION

キラリと光るゴールド＆シルバーが華やかなカラーに映えるストーングローの
クリスマスコレクション。 イギリスならではの品格を感じる大人なデザイン
です。

リードディフューザー 120ml/ ユーカリ＆ライム
¥5,700(+ 税 )  ロット ： 6
SGSE0204
5055157350107
サイズ ： 25.4x7.8x7.9cm
芳香期間 ： 約 10 週間   

ルームスプレー 110ml/ ユーカリ＆ライム
¥2,300(+ 税 )  ロット ： 6
SGSE0404
5055157350121
サイズ ： 12x5x4cm

ジュニパーベリー＆シダー

SGSE0206
5055157350343

ジュニパーベリー＆シダー

SGSE0406
5055157350367

ブラックベリー＆ベイ

SGSE0207
5055157352392

ブラックベリー＆ベイ

SGSE0407
5055157352576

ベチバー＆ブルースプルース

SGSE0208
5055157352378

ベチバー＆ブルースプルース

SGSE0408
5055157352569

ユーカリ＆ライム

濃厚なアンバー、 パチョリ、 ウッドが香り豊かなシナモン、 シトラス
はじけるライムに重なります。 マツとレーズンの香りがバニラに重な
り、 深みを加えます。

ブラックベリー＆ベイ
搾りたてのすっぱいブラックベリージュースにかすかに香るローズ
ティーから、 月桂樹の柔らかな香りへと変化します。

ジュニパーベリー＆シダー
爽やかなジュニパーベリーとスパイシーなブラックペッパー、 ナツメグ
をベースにクリーミーなシダーウッド、 サンダルウッド、 パチョリが
エレガントなウッディ調の香りを作り出します。

ベチバー＆ブルースプルース

マツ、 スパイスの効いたジュニパー、 レモンのアロマに濃厚なルビー
ベリーの甘さがはじけます。
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SEASONAL COLLECTION

カラフルなギフトボックスに入ったグラス入りキャンドル。 リボンも付いて
いるので、 クリスマスオーナメントとしても使用できる素敵なアイテムです。

ピラーホルダー / ブラックゴシック
¥4,000(+ 税 )  ロット ： 6
CNJ68010
5015802127089
サイズ ： 15x14cm   

ピラーホルダー / ブラックスパイク
¥900(+ 税 )  ロット ： 6
CNJ68110
5015802268119
サイズ ： 3x11.5cm   

チャーチキャンドル /22x7cm
¥1,000(+ 税 )  ロット ： 8
CNL00050
5015802087147
サイズ ： 22.5x7cm
燃焼時間 ： 約 115h      

チャーチキャンドル /12x5cm
¥500(+ 税 )  ロット ： 16
CNL00020
5015802087109
サイズ ： 12x5cm
燃焼時間 ： 約 25h      

チャーチキャンドル /8x5cm
¥360(+ 税 )  ロット ： 16
CNL00010
5015802087093
サイズ ： 8x5cm
燃焼時間 ： 約 15h      

テイパーキャンドル 25cm/
メタリックゴールド
¥350(+ 税 )  ロット ： 12
CNA11830
5028660063543
サイズ ： 24.8x2.3cm
燃焼時間 ： 約 7h      

メタリックシルバー

CNA11840
5028660063550
 

ナツメグ、ジンジャー＆
スパイス
香り高いナツメグといき
いきとしたジンジャーが
シダーとサンダルウッド
のあたたかなウッディー
ノートに加わった、洗練
されたラグジュアリーな
香りです。

シナモン＆オレンジ
はじけるオレンジ、スパイ
シーなシナモン、ナツメグ、
クローブの心温まる優しい
香りのミックス。パチョリ、
バニラ、ムスクの柔らかな
ウッディーベースが心を温
め幸せな気分にさせてくれ
ます。

ギフトボックス入りキャンドル / ユーカリ＆ライム
¥2,300(+ 税 )  ロット ： 6
SGSE0604
5055157352606
サイズ ： 7x6x6cm
燃焼時間 ： 約 15h 

ブラックベリー＆ベイ

SGSE0607
5055157352590

ベチバー＆ブルースプルース

SGSE0608
5055157352583

ジュニパーベリー＆シダー

SGSE0606
5055157352637

エバーグリーン

CNA11500
5015802051957
 

ルビー

CNA11220
5015802051933

レッド

CNA11200
5015802051926
 

パープル

CNA11130
5015802124262
 

グレー

CNA11600
5015802170115

アイボリー

CNA11110
5015802051902
 

シーズナル コレクション

ナツメグ、 ジンジャー＆スパイス

SGSE0609
5055157352613

シナモン＆オレンジ

SGSE0610
5055157352620

ペアキャンドル / マットパープル
¥1,000(+ 税 )  ロット ： 8
FDV10534
8026159082409
サイズ ： 10x8cm
燃焼時間 ： 約 55h      

CANDLES
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ルナ

LUNA

シダーウッド＆サイプレス
フェンネル、セージ、タイム、ユーカリ、サイプレスの力強い香りに、
ラベンダーとゼラニウムが濃厚でウッディなアクセントを効かせます。

イランイラン＆アンバー
イランイランのオリエンタルフラワーが調和している、深くて神秘的
な香り。ジャスミンとアイリスがダークアンバーに重なり、ジンジャー
とブラックペッパー、シナモンが重なります。

スイートバルサム＆ケード
クリーミィなバニラとウッディーで熟した甘いバルサムが、ゼラニウムとラベ
ンダーのベースを引き出します。トンカビーン、フランキンセンス、ケードが
深みとモダンさを加えます。

華やかでラグジュアリーなパッケージと贅沢な香りで、 うっとりとするような
フレグランス体験をあなたに。 今年は、 バッグやクローゼットに入れて使用
できるパフュームカードが新登場しました。 スリムなシリコン素材のカードは
男性へのギフトにもオススメです。

パピルスウッド＆ジャスミン
シャキッとしたグリーンアップルとキラキラと輝くカラブリアのベルガモット、
香り高いピンクペッパー、瑞々しいジャスミンのグリーンフローラルがブレンド
され、ドライパピルスのウッディーな香りで贅沢な香りに仕上がりました。

リードディフューザー 120ml/ シダーウッド＆サイプレス
¥6,000(+ 税 )  ロット ： 6
SGLU0101
5055157613158
サイズ ： 25.5x7.9x7.9cm
芳香期間 ： 約 10 週間   

スイートバルサム＆ケード

SGLU0106
5055157350473

イランイラン＆アンバー

SGLU0105
5055157700087

パピルスウッド＆ジャスミン

SGLU0107
5055157350985

パフュームカード / シダーウッド＆サイプレス
¥1,200(+ 税 )  ロット ： 12
SGLU0401
5055157351142
サイズ ： 11.9x8.7x0.5cm
素材 ： シリコン  

イランイラン＆アンバー

SGLU0405
5055157351159

パピルスウッド＆ジャスミン

SGLU0407
5055157351180

スイートバルサム＆ケード

SGLU0406
5055157351166
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デイフラワー

DAY FLOWER

繊細なホワイトフローラルの香りが特徴の、 シンプルでスタイリッシュ、
エレガントなコレクション。 英国で長く愛されるスローングロウを代表する
香りです。

ルームスプレー 110ml/ ホワイトジャスミン＆リリー
¥2,800(+ 税 )  ロット ： 6
SGDF0401
5055157350831
サイズ ： 12x5x4cm

ホワイトリネン＆コットン

SGDF0102
5055157701060

ホワイトリネン＆コットン

SGDF0402
5055157350862

ホワイトティー＆ウィステリア

SGDF0203
5055157700964

ホワイトティー＆ウィステリア

SGDF0103
5055157700971

ホワイトティー＆ウィステリア

繊細でソフトなジャスミン、ウィステリアの香り
にホワイトティーの香りを重ね、クリーンでモダ
ンなアロマを作りました。

リードディフューザー 120ml/ ホワイトジャスミン＆リリー
¥5,500(+ 税 )  ロット ： 6
SGDF0101
5055157701008
サイズ ： 25.5x7.9x7.9cm
芳香期間 ： 約 10 週間   

ホワイトリネン＆コットン

洗いたてのリネンを思い出させるピュアでクリー
ンな香り。ローズペタル、繊細なリリー、ムスク
の爽やかな香りがエキゾチックなサンダルウッド
に重なります。

グラス入りキャンドル / ホワイトジャスミン＆リリー
¥4,200(+ 税 )  ロット ： 6
SGDF0201
5055157700995
サイズ ： 9.1x7.3x7.4cm
燃焼時間 ： 約 35h 

ホワイトジャスミン＆リリー

軽い心地のスイートジャスミンにフレッシュ
グリーンのシャープさを加え、イランイランと
ピュアなホワイトリリーのブーケを加えました。

ホワイトリネン＆コットン

SGDF0202
5055157701053

ホワイトティー＆ウィステリア

SGDF0403
5055157350824



ハーモニー

レッドベリーのさわやかな香り
にローズヒップをブレンド。 ミュ
ゲとジャスミンのアクセントが
ウッドの暖かなベースへとつな
がります。

ハーモニー

ウッディなセージの持つ大地の息
吹を感じる香りをベースに、 ラベ
ンダーとベチバーの香りが混ざり
合います。 ほっこりとしたオークの
ベッドに眠るシダーウッド、 パチョ
リ、 モスの繊細な香りが温か。
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ローズヒップ＆ベリーズ

ウッドセージ＆オーク

ジオメトリック

GEOMETRIC

秋冬限定の香り以外にも定番の香りも
お選びいただけます。

定番カタログ vol.32
P37 〜 38　をご参照下さい。

ハーモニー
ベルガモット＆ムスク

ハーモニー
フリージア＆シダーハーモニー

ウォーターリリー＆タイム

ウッドセージ＆オーク

SGGE0106
5055157350503

ウッドセージ＆オーク

SGGE0306
5055157350497

マットでモダンなグラスから溢れる美しい香りが特徴のジオメトリック
コレクション。 ロンドン生まれのストーングローらしいシンプル＆モダン
を実現している定番コレクションより、 秋冬ならではのシックな限定の
香りをどうぞお楽しみください。

フィグ＆パースリー

グラス入りキャンドル / ローズヒップ＆ベリーズ
¥4,000(+ 税 )  ロット ： 6
SGGE0305
5055157700131
サイズ ： 9.7x8.5x8.5cm   
燃焼時間：約35h

リードディフューザー 200ml/ ローズヒップ＆ベリーズ
¥4,900(+ 税 )  ロット ： 6
SGGE0105
5055157700148
サイズ ： 25.8x8.5x8.5cm   
芳香期間 ： 約 16 週間



ヘブンリー

ハーモニー
ハーモニー

ハーモニー
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インフュージョン

INFUSION

ベルガモットとシトラスのフレッシュなトップ
ノートから始まり、ローズマリー、ラベンダー、
サフロンと混ざり合い美しい香りを作り出しま
す。 温かみのあるウッディーなシダー、 アン
バー、 パチョリが甘いバニラに重なり、 美し
い香りにさらに深みを持たせます。

エンブレイス

ハーモニー

スパイシーなブラックペッパー
とカルダモンがナツメグのメロ
ウな香りと混ざり合い見事な調
和を作り出します。 繊細なベ
ルガモットにセンシュアルな
チャコールを重ねました。

ミスティーク

秋冬限定の香り以外にも定番の香りも
お選びいただけます。

定番カタログ vol.32
P35 〜 36　をご参照下さい。

ヘブンリーハーモニー
ヘブンリー

ハーモニー
ハーモニー

ハーモニー
ジョイアス

トランキュイル
トランキル

気分が高揚する香りと木製のキャンドル芯で、 あなたの感覚をリフレッシュしてくれます。
ワクワクするような香りで、 体を元気にさせ、 気分転換にぴったりです。 ゆらゆら揺れ
る炎がリラックスさせてくれます。

リードディフューザー 150ml/ ミスティーク
¥5,500(+ 税 )  ロット ： 6
SGIN0105
5055157300980
サイズ ： 25.5x7.4x7.4cm
芳香期間 ： 約 12 週間

グラス入りキャンドル ( ウッドウィック )/ ミスティーク
¥4,600(+ 税 )  ロット ： 6
SGIN0205
5055157300973
サイズ ： 8.7x8.5x8.5cm
燃焼時間 ： 約 35h 

エンブレイス

SGIN0106
5055157352071

エンブレイス

SGIN0206
5055157352064



イングリッシュ
カントリーガーデン

ラベンダー＆カモミール

フルーティーなプラム、 ペアー
とメロンの香りがトップノートに
香り、 リリーとフリージアのフ
ローラルな香りがムスクの繊細
な香りと調和し華やかな香りに
仕上がっています。

プラムブロッサム＆ムスク

オリエンタルなフローラルの香りと、
ベルガモット、 プラム、 アイリスの
魅力的なトップノートが、 ローズ、
ジャスミン、 イラン、 オーリスへと
続き、 アンバー、 ベチバー、 ウッディ
ムスクのベースへと変化します。

オリス＆イランイラン

シルバーバーチ＆ブラックペッパー

リードディフューザー 140ml/ オリス＆イランイラン
¥6,000(+ 税 )  ロット ： 6
SGMC0113
5055157351357
サイズ ： 25.4x9.4x5.8cm   
芳香期間 ： 約 12 週間

グラス入りキャンドル / オリス＆イランイラン
¥4,000(+ 税 )  ロット ： 6
SGMC0213
5055157351340
サイズ ： 9.6x8.2x8.2cm　
燃焼期間 ： 約 40h

モダンクラシックス

MODERN CLASSICS
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香りに合わせたデザインパッケージの美しさが目をひくフレッシュでピュアな
コレクション。 どんな時も寄り添ってくれる優しい香りに包まれてみませんか。

プラムブロッサム＆ムスク

SGMC0214
5055157351319

シルバーバーチ＆ブラックペッパー

SGMC0215
5055157351289

プラムブロッサム＆ムスク

SGMC0114
5055157351326

シルバーバーチ＆ブラックペッパー

SGMC0115
5055157351296

秋冬限定の香り以外にも定番の香りもお選びいただけます。

定番カタログ vol.32
P43 〜 44　をご参照下さい。

グレープフルーツ＆ミモザ シーソルト＆オークモス ピンクペオニー＆ガーデニア

フレッシュで清潔感がある贅沢な香
り。 カバノキの葉にローズマリーが重
なり、 コニャックとスパイシーなブラッ
クペッパーが加わります。 パチョリ、
センシュアルなアンバー、 情熱的な
ムスクの濃厚なウッドベースです。



イングリッシュ
カントリーガーデン

レッドローズ

ラベンダー＆カモミール

ダークで謎めいたアンバー、 バルサム、
贅沢なウッドがプレシャスフローラル、
ジャスミン、 ローズに重なります。 さらに
ジンジャーとカルダモンの情熱的なスパイ
スがリッチでミステリアス、 そして濃厚な
オリエンタル調の香りを作り出します。

アンバーウッド＆ブロッサム

イングリッシュ
カントリーガーデン

’

アップルブロッサム
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秋冬限定の香り以外にも定番の香りもお選びいただけます。

定番カタログ vol.32
P39 〜 40　をご参照下さい。

ネイチャーズギフト

NATURE  S GIFT
アーバンボタニクス

URBAN BOTANICS

心地よい蘭の花びらに、 イラ
ンイランの甘みが加わり、 はじ
けるシトラスが混ざることで爽
やかでいながらエキゾチックで
フローラルな香りを作り出しま
す。

カトレア＆イランイラン

パイナップル＆ポメロ ハイビスカス＆アップルブロッサム
の香り

パパイヤ＆ウォーターメロン

秋冬限定の香り以外にも定番の香りもお選びいただけます。

定番カタログ vol.32
P45 〜 46　をご参照下さい。

リードディフューザー 200ml/ アンバーウッド＆ブロッサム
¥9,000(+ 税 )  ロット ： 6
SGNG0114
5055157352729
サイズ ： 26x12.5x8.4cm   
芳香期間 ： 約 16 週間

ボタニカルピラーキャンドル / アンバーウッド＆ブロッサム
¥5,000(+ 税 )  ロット ： 4
SGNG0214
5055157352712
サイズ ： 9.5x9.5cm　
燃焼期間 ： 約 60h

リードディフューザー 200ml/ カトレア＆イランイラン
¥10,000(+ 税 )  ロット ： 6
SGUB0105
5055157352132
サイズ ： 26.8x9.2x9.2cm　   
芳香期間 ： 約 16 週間

陶器入りキャンドル （フタ付） / カトレア＆イランイラン
¥10,000(+ 税 )  ロット ： 6
SGUB0205
5055157352125
サイズ ： 17.2x9.2x9.2cm　
燃焼期間 ： 約 60h

ボタニカルのナチュラルな美しさが際立つ贅沢な香りに満たされるコレク
ション。 大切な方へ、 記念日に。 贈る気持ちに香りを添えて。

ブラシで描かれたボタニカルアートが彩るセラミックキャンドルとディフューザー
でエキゾチックな雰囲気をあなたのお部屋へ。
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フィカーツ

昨年秋より、 FIKKERTS( フィカーツ ) のハンドクリームを販売スタート
したところ、 大変ご好評をいただきました。 今秋より、 おすすめの
アイテムを更に増やして本格スタートします。 ラインアップを大きく広げ
た店頭展開が可能になります。 シンプルで品のある美しいデザイン。
そして確かな品質を感じるテクスチャーと美しい香りを是非お試し下さい。

ハンドウォッシュ 300ml/ ローズ
¥2,800(+ 税 )  ロット ： 6　
FKFN3002
0820859030023
サイズ ： 16x6cm   

NEW BASIC
アンバー

FKFN3005
0820859030054
   

NEW BASIC
グリーンティー

FKFN3006
0820859030061
  

NEW BASIC

ハンドローション 300ml/ ローズ
¥2,800(+ 税 )  ロット ： 6　
FKFN3012
0820859030122
サイズ ： 16x6cm        

NEW BASIC
アンバー
　
FKFN3015
0820859030153
   

NEW BASIC
グリーンティー
　
FKFN3016
0820859030160
    

NEW BASIC

ハンドウォッシュ

ハンドローション

大好評につき

ハンドクリーム

大幅増
ラインアップ

！納品予定：

2019 8月〜年

シンプル＆シックな上品なデザイン。女性だけでなく

男性にもオススメ。確かな品質を感じていただけます。

香り華やぐハンドウォッシュです。 豊かな香りに包まれながら、 優しく洗浄。 豊富な植物由来のオイルで潤いケアも。

さらっとしたテクスチャーで肌に馴染みやすく、 しっとりするのにべたつきがまったく気になりません。
使用後もしばらく豊かな香りが手肌を包みます 。

癖のない、 優しいローズ

の香り。 青みがなく、 ほ

のかに香る甘さは誰もが

うっとり。 ほんの少しパウ

ダリー感がエレガントで、

大切な人へのプレゼントに

もぴったりです。

フレッシュでいて落ち着い

ているユニセックスな香り。

アクセント程度の甘さが、

爽やかさを際だたせます。

夏のお庭での水まきを思い

出させる爽やかな香りです。

かすかにスモーキーさを感

じるウッディーなアンバーの

香り。 爽やかに香る甘さが

品の良さを醸し出します。

洗練された大人の女性向け

の香りです。

香りの説明
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リードディフューザー 200ml/ ローズ
¥5,800(+ 税 )  ロット ： 6　
FKFN3142
0820859031426
サイズ ： 26.5x7.8cm
芳香期間 ： 約 24 週間  

NEW BASIC
アンバー
　
FKFN3145
0820859031457

NEW BASIC
グリーンティー
　
FKFN3146
0820859031464
  

NEW BASIC

缶入りキャンドル / ローズ
¥2,100(+ 税 )  ロット ： 6　
FKFN3122
0820859031228
サイズ ： 6.5x6cm
燃焼時間 ： 約 24h   

NEW BASIC
アンバー
　
FKFN3125
0820859031259

NEW BASIC
グリーンティー
　
FKFN3126
0820859031266
 

NEW BASIC

ディフューザーリフィル 200ml/ ローズ
¥4,000(+ 税 )  ロット ： 6　
FKFN3152
0820859031525
サイズ ： 11.8x5.5cm
芳香期間 ： 約 24 週間   

NEW BASIC
アンバー
　
FKFN3155
0820859031556

NEW BASIC
グリーンティー
　
FKFN3156
0820859031563
  

NEW BASIC

リードディフューザー

缶入りキャンドル

リードディフューザーリフィル

FIKKERTS(フィカーツ)は、ハンド＆

バスケア商品と共に、リードディフュ

ーザやキャンドルといったホーム

フレグランス商品もラインアップされ

ているので、ライフスタイル全体と

して世界観を商品展開していただ

けます。

イギリスの老舗メーカーだからこそ

実現する納得の品質を是非一度

お試し下さい。

ハンドクリーム 40ml/ ローズ
¥950(+ 税 )  ロット ： 12
FKFN3352
0820859033529
サイズ ： 11.5x4.6x3cm   

BASIC
アンバー

FKFN3355
0820859033550

BASIC
グリーンティー

FKFN3356
0820859033567

BASIC

ハンドクリーム 75ml/ ローズ
¥2,500(+ 税 )  ロット ： 6　
FKFN3052
0820859030528
サイズ ： 13.8x5.5x3.5cm   

BASIC
アンバー
　
FKFN3055
0820859030559

BASIC
グリーンティー
　
FKFN3056
0820859030566
 

BASIC

ボトルに付属のスティックを入れて、 手軽にお部屋を良い香りにしてくれるリードディフューザー。 バスケアメーカーならではの
こだわりの香りです。

リードディフューザー専用リフィルです。

シックでおしゃれな缶入りキャンドル。 持ち運びにも便利なミニサイズです。

ハンドクリーム 40ml

手頃な価格とサイズが嬉しい 40ml サイズ。 バッグにもポーチにも入れやすく携帯に便利です。 ちょっとしたギフトにもおすすめです。

ハンドクリーム 75ml

おしゃれな箱入りのハンドクリーム 75ml サイズ。 たっぷりと使用したい方はこちらのサイズを。 きちん感のあるギフトにも。

BEST

ITEM
おすすめ！

発売スタートしてすぐに完売になり、次回入荷まで長らくお待ちいただき、誠にありがとうございました。

8月入荷後は潤沢な在庫をご用意して本格スタートします！この一押しハンドクリームを是非お試し下さい！

価格改定 価格改定 価格改定
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TRY ME!

上質な香り
英国生まれの

FIKKERTS( フィカーツ ) と商品を理解していた
だくためのリーフレットをご用意しております。
お客様への販促物としてご利用下さい。
A6 サイズの見開き型リーフレットです。

店頭用の現物サンプル
には、 オリジナルテスター
シールをお付けします。

ユニオンジャックのマーク
とキャッチーなコピーが
お客様の目を引きます。

ホホバオイル

パラベンフリー、 合成着色料フリー、 石油系海面活性剤フリー

ローズオイル、 ハニーサックル、 オドリコ草エキス、 ベルガモットエキス、 緑茶エキスなど、
植物由来のエキスが豊富に使用されています。

しっとりするのにべたつかない、 さらりとした心地よい使用感が特徴です。

ココナッツオイル (*1) をはじめ、 ココアバター、 シアバター、 ホホバオイル、 はちみつなど、 肌に
ハリやツヤを与える植物由来のオイルが豊富に使用され、 しっとりときめ細やかな肌へと導きます。

(*1) ココナッツオイルには、 「ビタミン E」 や 「ラウリン酸」 「ミネラル」 などが豊富に含まれ
ており、 すぐれた保湿力を持ち、 乾燥を防ぐことができます。
またお肌の免疫力をアップし、 肌の酸化を防ぎます。

ココナッツオイル シアバターココアバター

お肌に優しい 3 つのフリーを実現。

オリジナルのプロモーションツールで、 店頭販売をサポート。

POINT

1

POINT

2

POINT

3

POINT

4

ナチュラルで優しい香りのエッセンシャルオイルを使用しています。

1903 1910 1928

1935 1948 1986-2019

フィカーツとは

イギリスのヨークシャー州で 100 年以上に渡り堅実
な家族経営を続けている、 FIKKERTS( フィカーツ )。
デザインから製造までを一貫してヨークシャーで行い、
伝統的な知恵と最新のアロマセラピーの知識の両方
を織り交ぜ、 昔ながらのシンプルな製造工程により
高い品質を保っています。

天然由来成分を豊富に使用し、 香りにこだわりを持
つフィカーツの商品は使えば使うほどにそのこだわり
と歴史を感じていただけることでしょう。

フィカーツ ハンドクリームの特徴

フィカーツの歴史

エヴァラルド ・ カーターは、 100 年以上前、
イギリスの田園都市ヨークシャー州に薬を
調剤する工場を持つ Chemists and Allied 
Trades Packing Company( 調剤薬局会社 )
を設立しました。

当時のオリジナル商品は、 天然の植物性
成分や、 薬用ハーブ、 そしてエッセンシャ
ルオイル等から作られたハーブ療法をベー
スとしたものでした。

ノルマン ・ カーター （エヴァラルド の甥 ) は、 
エヴァラルドが引退後、 理念を引き継ぎ、
若社長として家族経営に参加しました。

同社は引き続きヨークシャーに拠点を置き、
多くの製品を製造してきました。

この頃、 イギリスの医療制度改革により
医療システムが劇的に進化し、 昔ながら
の薬草療法の需要は徐々に減少していき
ました。 ノルマンの娘ジョアンと彼の 2 人
の義理の息子は、 バスケア、 ボディ、
そしてスキンケアにより深く着目し、 ライン
アップを増やしながらビジネスを広げていき、
会社名もフィカーツに変更しました。

フィカーツは現在、 4 世代に渡りリチャード ・
フィカーツと彼の妻ジュリアによって経営されて
います。 フィカーツは常に家族を大事にしつつ、
今もなお、 彼らの本拠地であるヨークシャーに
ある工場にて品質の良い商品を製造しています。

現在のディレクターであるリチャード ・ フィカーツ、 ジュリア ・ フィカーツ ノルマン ・ カーター、 ダーク ・ フィカーツ、 バリー ・ テラー

ノルマン ・ カーター  エヴァラルド ・ カーター、 ジャネット。 そして娘のマジョリー 当時のオリジナルラベル

設立当時の建物
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ウェバリー

WAVERLEY

カテゴリー ： ミリタリー
軍隊用に作られたタータン。
スコットランドでは、 18 世紀
ごろから各隊が同じ種類の
タータンを身につけていたと言われています。

タータンクロスコモンプレイスノートブック  ¥1,850(+ 税 ) ロット : 10  サイズ : 14.3x9.3x2cm　仕様 : 176 Page

カテゴリー ： コーポレート
会社や組織のためにつくられた
タータン。 制服や販売促進、
企業イメージに用いられます。

キンロックアンダーソン

ブラックウォッチ カレドニア

カテゴリー ： ファッション
ファッションや一般流通用の
タータンです。

ドレスゴードン

カテゴリー ： クラン / ファミリー
スコットランドの由緒ある氏族
（クラン）、 または政府より認め
られた家族が着用するタータンです。

ホリルード

カテゴリー ： コメモラティブ
特定の、 もしくは公式の
イベントの為に作られたター
タン。 このパターンは 2012 年
のエリザベス女王即位 60 周年
を記念して作られたものです。

ロイヤルスチュワート

カテゴリー ： ロイヤル
スコットランド王族のために
作られた代表的なタータン。
現在ではスコッツガールズ
パイプ隊が身に着けています。

アイルオブスカイ

カテゴリー ： ディストリクト
タータンの中で最も古く地域
ごと （街、 州、 国など）
にパターンが異なるタータン。
スコットランドに限定されてはいません。

マレーオブアトールエンシェント

カテゴリー ： クラン / ファミリー
スコットランドの由緒ある氏族
（クラン）、 または政府より認め
られた家族が着用するタータンです。

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。

（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

品番 ： WS1409BW
JAN ： 9781849344081 

品番 ： WS1409CL
JAN ： 9781849344234

品番 ： WS1409DG
JAN ： 9781849344166

品番 ： WS1409HL
JAN ： 9781849344340

品番 ： WS1409IS
JAN ： 9781849344180

品番 ： WS1409KA
JAN ： 9781849344104

品番 ： WS1409MA
JAN ： 9781849344128

品番 ： WS1409RS
JAN ： 9781849344142

※要お問い合わせ
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キンロック ・ アンダーソンとは
1868 年にタータン & キルトメーカーとして創業し、 3 つのロイヤルワラントに
裏付けされた伝統と、 スコットランドの美しい自然に囲まれたカントリーサイド
のライフスタイルを提案するブランドです。

BASIC




