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もっと見つかる！！
Millefiori（ミッレフィオーリ）

商品をご紹介致します。



バニラ＆ウッド
13GO11DV

オーキッド
13GO11FO

グレープカシス
13GO11GC

レモングラス
13GO11LG

ホワイトムスク
13GO11MB

サンダルベルガモット
13GO11SB

バイオレット
13GO12

ライム
13GO13

ティファニー
13GO14

グレー
13GO15

ライトブルー
13GO16

オレンジ
13GO17
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カーエアフレッシュナー“GO”
香りを閉じ込めたカプセルで楽しむ
スタイリッシュなカーアクセサリー。

カーエアフレッシュナー“GO”
1,000yen+税
本体サイズ：40Ｗx35Ｄx55H
パッケージサイズ：75Ｗx75Ｄx75H
本体1個+カプセル1個
Unit:6　イタリア製

●使用方法
①カプセルを本体から取り外し、シールを剥がします。
②カプセルの“GO”のロゴが正面になるように、本体に取りつけます。
③エアコンの吹き出し口にクリップで取りつけます。お好みによりカプセルを回転させ、
　香りの強弱を調整していただけます。

香りをとじこめたフレグランスカプセルを本体にセット。

リフィルを回転させる事により、香りの強弱を

3段階に調整できる新機能が加わりました。

1つのカプセルの香りの継続期間は約45日。

使い終わったら新しい香りのカプセルに取り替えて

お楽しみいただけます。

Scent the road.

“GO”専用交換カプセル
1,000yen+税
本体サイズ：40Ｗx12Ｄx40H
パッケージサイズ：52Ｗx32Ｄx52H
カプセル2個
Unit:6　イタリア製

オープン
(香り：強め）

ハーフ
(香り：普通）

クローズ
(香り：弱め）

コールドウォーター
13RGCW

グレープフルーツ
13RGPO

オキシゲン
13RGOX

アイシングシュガー
13RGIS

スパイシーウッド
13RGLS

スモーク
13RGAF

バニラ＆ウッド
13RGDV

オーキッド
13RGFO

グレープカシス
13RGGC

レモングラス
13RGLG

ホワイトムスク
13RGMB

サンダルベルガモット
13RGSB

Car Air Freshener GO&Refill（スタンダードタイプ） ※13GO12～13GO17の付属のカプセルは全てサンダルベルガモットです。

Car Air Freshener GO&Refill（フッキングタイプ） ※フッキング対応商品

オーキッド
RGFO

バニラウッド
13GOF01

バニラウッド
RGDV

アイシングシュガー
13GOF02

アイシングシュガー
RGIS

オーキッド
13GOF03

グレープフルーツ
13GOF04

グレープフルーツ
RGPO

グレープカシス
13GOF05

グレープカシス
RGGC

オキシゲン
13GOF06

オキシゲン
RGOX

レモングラス
13GOF07

レモングラス
RGLG

コールドウォーター
13GOF08

コールドウォーター
RGCW

ホワイトムスク
13GOF09

ホワイトムスク
RGMB

スパイシーウッド
13GOF10

スパイシーウッド
RGLS

サンダルベルガモット
13GOF11

サンダルベルガモット
RGSB

●スタンダードタイプ

カーエアフレッシュナー“GO”
1,000yen+税
本体サイズ：40Ｗx35Ｄx55H
パッケージサイズ：75Ｗx75Ｄx165H
本体1個+カプセル1個
Unit:6　イタリア製

“GO”専用交換カプセル
500yen+税
本体サイズ：40Ｗx12Ｄx40H
パッケージサイズ：50Ｗx15Ｄx100H
カプセル1個
Unit:6　イタリア製

●フッキングタイプ



Car Air Freshener

オキシゲン
CDIF-A-001

アイシングシュガー
CDIF-A-002

オレンジティー
CDIF-A-003

サンダルベルガモット
CDIF-A-004

ホワイトムスク
CDIF-A-005

スパイシーウッド
CDIF-A-006

モノイ
CDIF-A-007

シルバースピリット
CDIF-A-008

コールドウォーター
CDIF-A-009

グレープカシス
CDIF-A-010

グレープフルーツ
CDIF-A-011

ポメグラネート
CDIF-A-013

“CLASSIC”クラッシック
1,500yen+税
本体サイズ：68Ｗx13Ｄx25H
パッケージ：93Ｗx28Ｄx52H
本体1個+リフィル1個
Unit:6　イタリア製

Car Air Freshener

コールドウォーター
CDIF-B-003

グリーンティー
CDIF-B-005

メロディーフラワー
CDIF-B-006

グレープフルーツ
CDIF-B-007

“FIORI”フィオーリ
1,500yen+税
本体サイズ：68Ｗx13Ｄx25H
パッケージ：93Ｗx28Ｄx52H
本体1個+リフィル1個
Unit:6　イタリア製

Car Air Freshener

スパイシーウッド
CDIF-C-001

アイシングシュガー
CDIF-C-002

サンダルベルガモット
CDIF-C-003

コールドウォーター
CDIF-C-007

“URBAN”アーバン
1,500yen+税
本体サイズ：68Ｗx13Ｄx25H
パッケージ：93Ｗx28Ｄx52H
本体1個+リフィル1個
Unit:6　イタリア製
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カーエアフレッシュナー
エレガント空間を演出する
スタイリッシュなカーアクセサリー。

Car Air Freshener

コールドウォーター
CDIF-F-001

グレープフルーツ
CDIF-F-002

シルバースピリット
CDIF-F-003

ベルガモット
CDIF-F-004

“CHECK”チェック
1,500yen+税
本体サイズ：68Ｗx13Ｄx25H
パッケージ：93Ｗx28Ｄx52H
本体1個+リフィル1個
Unit:6　イタリア製

Car Air Freshener

ベルガモット
CDIF-G-001

オキシゲン
CDIF-G-002

スパイシーウッド
CDIF-G-003

グレープフルーツ
CDIF-G-004

“FLAG”フラッグ
1,500yen+税
本体サイズ：68Ｗx13Ｄx25H
パッケージ：93Ｗx28Ｄx52H
本体1個+リフィル1個
Unit:6　イタリア製



Car Air Freshener Refill

Car Air Freshener

オキシゲン
CDIF-V-001

グレープフルーツ
CDIF-V-002

サンダルベルガモット
CDIF-V-003

オキシゲン
CDIF-V-004

グレープフルーツ
CDIF-V-005

サンダルベルガモット
CDIF-V-006

Car Air Freshener

モノイ
CDIF-W-001

サンダルベルガモット
CDIF-W-002

スパイシーウッド
CDIF-W-003

コールドウォーター
CDIF-W-004

“WOOD”ウッド
2,000yen+税
本体サイズ：68Ｗx13Ｄx25H
パッケージ：93Ｗx28Ｄx52H
本体1個+リフィル1個
Unit:6　イタリア製

Floor Mat Spray

フロアマットスプレー
1,600yen+税
本体サイズ：Φ40x132H
Unit:6　イタリア製

リフィル
1,400yen+税
パッケージ：80Ｗx23Ｄx48H
リフィル：2セット+クリップ1個
Unit:6　イタリア製

Car Air Freshener

スパイシーウッド
CDIF-X-001

ホワイトムスク
CDIF-X-002

オレンジティー
CDIF-X-003

コールドウォーター
CDIF-X-004

“SAFARI”サファリ
2,000yen+税
本体サイズ：68Ｗx13Ｄx25H
パッケージ：93Ｗx28Ｄx52H
本体1個+リフィル1個
Unit:6　イタリア製

Car Air Freshener

ポメグラネート
CDIF-D-001

グレープフルーツ
CDIF-D-002

マートル
CDIF-D-003

グレープカシス
CDIF-D-004

“ANIMALIER”アニマリエ
1,500yen+税
本体サイズ：68Ｗx13Ｄx25H
パッケージ：93Ｗx28Ｄx52H
本体1個+リフィル1個
Unit:6　イタリア製

“METALLO”メタッロ
2,000yen+税
本体サイズ：68Ｗx13Ｄx25H
パッケージ：93Ｗx28Ｄx52H
本体1個+リフィル1個
Unit:6　イタリア製

品番：001～003
光沢仕上げ
品番：004～006
つや消し仕上げ
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Floor Mat Spray+Car Air Freshener

フロアマットスプレー
＆カーエアフレッシュナー
3,000yen+税
パッケージ：95Wx45Dx150H
Unit:6　イタリア製

ギフトに最適。フロアマットスプレーとカーエアフレッシュナーのセット

ホワイトムスク
CFF-A-005

スパイシーウッド
CFF-A-006

モノイ
CFF-A-007

シルバースピリット
CFF-A-008

アイシングシュガー
CDIF-KA-002

オレンジティー
CDIF-KA-003

サンダルベルガモット
CDIF-KA-004

ホワイトムスク
CDIF-KA-005

スパイシーウッド
CDIF-KA-006

モノイ
CDIF-KA-007

シルバースピリット
CDIF-KA-008

アイシングシュガー
CFF-A-002

オレンジティー
CFF-A-003

サンダルベルガモット
CFF-A-004

車のフロアマットに吹きかけるフレグランススプレー
カーエアフレッシュナーとダブルでご使用いただくと

より一層、香りを楽しんでいただけます。

Foglie di Menta
ミント

空間にエネルギーとバイタリティを与えて
くれる、爽やかでフレッシュな香り。

Sandalo Bergamotto
サンダルベルガモット

ベルガモットとサンダルウッドがブレンドさ
れた、温かみを感じる香り。

Green Tea
グリーンティー

新緑の春の豊かさを思わせる、凜とした上
品な香り。

Cold Water
コールドウォーター

爽やかさの中に甘さとスパイスが秘められ
た、魅惑的な大人の香り。

Mango & Papaya
マンゴ＆パパイア

南国の自然をイメージさせる、甘く情熱的
な香り。

Melody Flowers
メロディーフラワー

色とりどりの花々とエキゾチックなスパイス
が奏でる、甘く穏やかな香り。

Icing Sugar
アイシングシュガー

懐かしい記憶を呼び起こす、ふんわりと甘く
繊細な粉砂糖の香り。

Orange Tea
オレンジティー

甘酸っぱいオレンジと芳しい紅茶の透き通
るように爽やかな香り。

Silver Spirit
シルバースピリット

やわらかなシトラスの甘さが落ち着きを与
える、穏やかで透き通った香り。

Monoi
モノイ

南国の甘いフラワーブーケにオレンジをプ
ラスした温かみのある柔らかい香り。

Legni & Spezie
スパイシーウッド

落ち着いた森の香りに甘いスパイスをあわ
せたオリエンタルな香り。

White Musk
ホワイトムスク

清潔感のあるムスクに甘くやわらかいバニ
ラが調和する無垢で優美な香り。

Pomegranate 
ポメグラネート

ザクロとみずみずしいフルーツが織りなす、
甘くチャーミングな香り。

Oxygen
オキシゲン

甘さを抑え、凛としたムスクの清涼感。癒し
の香り。

Pompelmo
グレープフルーツ

シチリアの太陽の光をたっぷり浴びた、柑
橘系の爽やかな香り。

Mirto
マートル

まるで森の小道を歩いているようなフレッ
シュですがすがしい香り。

CDIF-RE-001

CDIF-RE-002 CDIF-RE-003 CDIF-RE-004 CDIF-RE-005

CDIF-RE-006 CDIF-RE-007 CDIF-RE-008 CDIF-RE-009

CDIF-RE-010 CDIF-RE-011 CDIF-RE-012 CDIF-RE-013

Grape Cassis
グレープカシス

CDIF-RE-017CDIF-RE-014 CDIF-RE-015 CDIF-RE-016

グレープの中にバニラやムスクの香りが心
地よい、鮮やかでドラマティックな香り。

ミントからグレープカシスに
香りがリニューアル。
発売は2016年5月予定



フロレンティンアイリス / アメリカンセダー / バニラ
トンカビーンズ

Top Note

Middle Note

Last Note

スズラン / シクラメン / ホワイトムスク
オレンジフラワー

クローブ / アフリカンゼラニウム / スターアニス

パウダー系

モルト / ホワイトムスク / バニラビーンズ

Top Note

Middle Note

Last Note

ガーデニア / ホワイトフラワー / マグノリア

イエローピーチ / ダマスクプラム / ライトジャスミン

スイート系

ムスク / トンカビーンズ

Top Note

Middle Note

Last Note

オレンジ / プチグレイン / グレープフルーツ
レモン 

ラベンダー / ゼラニウム / ローズ / バイオレット
シクラメン

フレッシュ・シトラス系

ホワイトムスク / セダーウッド

Top Note

Middle Note

Last Note

ユーカリ / ロングリーフパイン / グレープフルーツ
グリーンタンジェリン / ベルガモット / ミントクリスプ

バーボンゼラニウム / スズラン / クラリセージ
ピオニー / ホワイトタイム /ローズマリー / ラベンダー / クローブ

フレッシュ・シトラス系

ガイアックウッド / サンダルマイソール / パチュリ
バニラ

Top Note

Middle Note

Last Note

ラベンダー / グレープフルーツ
ベルガモット / レモン

レッドフルーツ / マートル / コリアンダー
ジャスミン / キャラウェイ

ウッディースパイシー系

ホワイトムスク / グレーアンバー / モルト

Top Note

Middle Note

Last Note

ライラック / パインリーフ / レモンピール

クローブ / バーボンゼラニウム / 海藻 / カルダモン
バイオレットリーフ / ブルーヒヤシンス / ブラックカラントのつぼみ

フレッシュ・シトラス系

Sandalo Bergamotto
サンダルベルガモット

ベルガモットとサンダルウッドがブレンドされ
た、爽やかな中に温かみを感じる香り。

Cold Water
コールドウォーター

爽やかさの中に甘さとスパイスが秘められ
た、魅惑的な大人の香り。

Pompelmo
グレープフルーツ

シチリアの太陽の光をたっぷり浴びた、柑橘
系の爽やかな香り。

Oxygen
オキシゲン

甘さを抑え、凛としたムスクの
清涼感。癒しの香り。

Icing Sugar
アイシングシュガー

懐かしい記憶を呼び起こす ふんわりと甘く
繊細な粉砂糖の香り。

White Musk
ホワイトムスク

清潔感のあるムスクに甘くやわらかいバニ
ラが調和する無垢で優美な香り。

Fragrances

個性的な香りが、エレガント空間を演出する
シーンに合わせて選べる上質な素材感と香り。

Foglie di Menta
ミント

空間にエネルギーとバイタリティを与えてく
れる、爽やかでフレッシュな香り。

ムスク / セダーウッド / ベチバー

Top Note

Middle Note

Last Note

カシス / オレンジ / パインリーフ / ミント

ラベンダー / バジル / ジャスミン
ユーカリ / スペアミント

フレッシュ・シトラス系

Silver Spirit
シルバースピリット

やわらかなシトラスの甘さが落ち着きを与
える、穏やかで透き通った香り。

Mirto
マートル

まるで森の小道を歩いているようなフレッ
シュですがすがしい香り。

セダーウッド / ガイアックウッド / アンバーシード
ホワイトムスク

Top Note

Middle Note

Last Note

スイートオレンジ / ベルガモット / レモンフラワー

ゼラニウム / モルト / ナツメグ / スズラン
ウォータージャスミン

アンバー / マスティックツリー/ ジュニパー

Top Note

Middle Note

Last Note

レモン / マートル / ベルガモット

ローズ / ジャスミン

Orange Tea
オレンジティー

甘酸っぱいオレンジと芳しい紅茶の透き通る
ように爽やかな香り。

ムスク / ベチバールーツ

Top Note

Middle Note

Last Note

レモン / オレンジ / グレープフルーツ / ベルガモット

スペアミント / バイオレットリーフ / アニス
コリアンダー / バラの花びら

フレッシュ・シトラス系

フレッシュ・シトラス系

パウダー系

Monoi
モノイ

オリエンタルブーケに地中海のオレンジが
ほのかに香る温かみのある柔らかい香り。

セダーウッド / サンタルウッド / アンバーシード
ホワイトムスク

Top Note

Middle Note

Last Note

オレンジフラワー / スイートオレンジ

ジャパニーズモノイ / 海藻 / ヒヤシンス
ラズベリー / イエローピーチ

フラワー系

Melody Flowers
メロディーフラワー

色とりどりの花々とエキゾチックなスパイス
が奏でる、甘く穏やかな香り。

Green Tea
グリーンティー

新緑の春の豊かさを思わせる、凜とした上品
な香り。

Mango & Papaya
マンゴ＆パパイア

南国の自然をイメージさせる、甘く情熱的な
香り。

バニラ / アンバー / ムスク

Top Note

Middle Note

Last Note

ピーチ / ブラックカラント / グレープフルーツ

スズラン / ローズ / ジャスミン

セダーウッド / パチュリ

Top Note

Middle Note

Last Note

オレンジ / 茶葉 / レモンピール

ゼラニウム / ローズ / ラベンダー / バイオレット
セージ / ホワイトフラワー

セダーウッド / クマリン
バニラ / ムスク

Top Note

Middle Note

Last Note

エレミ / ナツメグ / ベルガモット / タンジェリン
グレープフルーツ / ペパーミント

ローズ / ジャスミン / スズラン / グリーンリーフ
シナモン

フレッシュ・シトラス系フルーティ系

Fiori d'Orchidea
オーキッド

蘭やダマスクローズの花束を思わせる、フ
レッシュで上品な香り。

Grape Cassis
グレープカシス

グレープの中にバニラやムスクの香りが心
地よい、鮮やかでドラマティックな香り。

アンバー / サンダルウッド / ムスク / セダーウッド

Top Note

Middle Note

Last Note

ピーチ / レモン / フィグリーフ / タンジェリン
プラム

オーキッド / ダマスクローズ / アイリス / シクラメン

ベチバー / ムスク

Top Note

Middle Note

Last Note

シトラス / グレープ / カシス / スズラン

ポメグラネート / ピーチブロッサム / バニラ

フルーティ系

フラワー系

スイート系

Pomegranate 
ポメグラネート

甘酸っぱいザクロとみずみずしいフルーツ
が織りなす、甘くチャーミングな香り。

セダーウッド / モルト / バニラビーンズ

Top Note

Middle Note

Last Note

ネロリ / ライトジャスミン / ポメグラネート
スイートオレンジ

トロピカルフルーツ / ブラックカラントのつぼみ
イエローピーチ / ワイルドラズベリー

Legni & Spezie
スパイシーウッド

落ち着いた森の香りに甘いスパイスをあわ
せたオリエンタルな香り。

ムスク / セダーウッド / パチュリ 
バニラ / サンダルウッド

Top Note

Middle Note

Last Note

ラベンダー / ユーカリ / ビターオレンジ

アイリス / ジンジャー / ゼラニウム
カルダモン / ローズの花びら

ウッディースパイシー系

フルーティ系
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Lemon Grass
レモングラス

レモンを思わせる、爽やかでエネルギッシュ
な香り。

モロッカンセダー

Top Note

Middle Note

Last Note

スイートオレンジ / リツェアクベバ / レモンピール

ホワイトピーチ / バーオレンジフラワー

フレッシュ・シトラス系

Vanilla & Wood
バニラウッド

落ち着いたウッディーノートにバニラの甘さ
をプラスした、印象的な香り。

モロッカンセダー / 黒檀 / サンダルウッド
モルツ / フロレンティンアイリス

Top Note

Middle Note

Last Note

ビターオレンジ / ベルガモット・カラブリアン
プチグレン・パラグアイ / ウォータージャスミン

キャロットシード / バニラ

スイート系

Smoke
スモーク

深い森を感じるスモーキーさにバニラとス
パイスが漂う、甘く落ち着いた香り。

黒檀 / パチュリウッド / バニラビーンズ / モルト

Top Note

Middle Note

Last Note

オレンジ / プチグレイン

アンジェリカ / スターアニス / ブラックペッパー
クローブ

ウッディースパイシー系
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Display ※什器の仕様が予告なく変更されたり、廃番となる場合がございますのでご了承ください。写真・イラストはイメージです。

リフィルディスプレイセット
134,400yen+税～
什器品番：CDIF-DP-022
什器サイズ：：440Ｗx295Ｄx177H
（POP含む)
各ポケットはリフィルを３個収納できます。
お好みの組合せで展開できます。
材質：アクリル

スタンドディスプレイセット
72,000yen+税～
什器品番：CDIF-DP-021
什器サイズ：440Ｗx140Ｄx160H
（+POP：140H）
本体：8種類ｘＵｎｉｔ：6
テスター付
お好みの組合せで展開できます。
材質：アクリル

スタンドディスプレイセット
72,000yen+税～
什器品番：1PCARGO
什器サイズ：335Ｗx240Ｄx330H
本体セット：各6個+カプセル各6個入り
テスター用カプセル各1個付き
お好みの組合せで展開できます。

オキシゲン
（交換リフィル）

Oxygen
アイシングジュガー
（交換リフィル）

Icing Sugar
ホワイトムスク
（交換リフィル）

White Musk
スパイシーウッド
（交換リフィル）

Legni & Spezie

ポメグラネイト
（交換リフィル）

Pomegranate
マンゴ＆パパイア
（交換リフィル）

Mango & Papaya
グリーンティー
（交換リフィル）

Green Tea
メロディーフラワー
（交換リフィル）

Melody Flowers

シチリアの太陽の光をたっぷり浴びた、
柑橘系の爽やかな香り。

グレープフルーツ
CDIF-B-007

爽やかさの中に甘さとスパイスが
秘められた、魅惑的な大人の香り。

コールドウォーター
CDIF-B-003

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上品な香り。

グリーンティー
CDIF-B-005

色とりどりの花々とエキゾチックなスパイス
が奏でる、甘く穏やかな香り。

メロディーフラワー
CDIF-B-006

シチリアの太陽の光をたっぷり浴びた、
柑橘系の爽やかな香り。

グレープフルーツ
CDIF-B-007

落ち着いた森の香りに甘いスパイスを
あわせたオリエンタルな香り。

スパイシーウッド
CDIF-C-001

懐かしい記憶を呼び起こす
ふんわりと甘く繊細な粉砂糖の香り。

アイシングシュガー
CDIF-C-002

爽やかさの中に甘さとスパイスが
秘められた、魅惑的な大人の香り。

コールドウォーター
CDIF-C-007

まるで森の小道を歩いているような
フレッシュですがすがしい香り。

マートル
CDIF-D-003

シチリアの太陽の光をたっぷり浴びた、
柑橘系の爽やかな香り。

グレープフルーツ
CDIF-D-002

空間にエネルギーとバイタリティを
与えてくれる、爽やかでフレッシュな香り。

ミント
CDIF-D-004

ポメグラネート
CDIF-D-001

甘酸っぱいザクロとみずみずしいフルーツ
が織りなす、甘くチャーミングな香り。

落ち着いた森の香りに甘いスパイスを
あわせたオリエンタルな香り。

スパイシーウッド
CDIF-E-002

南国の自然をイメージさせる
甘く情熱的な香り。

マンゴ＆パパイア
CDIF-E-001

オキシゲン
CDIF-E-003

甘さを抑え、凛としたムスクの清涼感。
癒しの香り。

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上品な香り。

グリーンティー
CDIF-E-004

オキシゲン
CDIF-RE-001

甘さを抑え、凛としたムスクの清涼感。
癒しの香り。

懐かしい記憶を呼び起こす
ふんわりと甘く繊細な粉砂糖の香り。

アイシングシュガー
CDIF-RE-002

甘酸っぱいオレンジと芳しい紅茶の
透き通るように爽やかな香り。

オレンジティ
CDIF-RE-003

白い花と砂のある水辺にバニラの
香りが届いた、無垢で優美な香り。

ホワイトムスク
CDIF-RE-005

落ち着いた森の香りに甘いスパイスを
あわせたオリエンタルな香り。

スパイシーウッド
CDIF-RE-006

オリエンタルブーケに地中海のオレンジが
ほのかに香る温かみのある柔らかい香り。

モノイ
CDIF-RE-007

やわらかなシトラスの甘さが落ち着きを
与える、穏やかで透き通った香り。

シルバースピリット
CDIF-RE-008

南イタリアの美しい自然を思わせる、
フレッシュで清 し々いシトラス系の香り。

ベルガモット
CDIF-RE-004

ポメグラネート
CDIF-RE-009

甘酸っぱいザクロとみずみずしいフルーツ
が織りなす、甘くチャーミングな香り。

南国の自然をイメージさせる
甘く情熱的な香り。

マンゴ＆パパイア
CDIF-RE-010

爽やかさの中に甘さとスパイスが
秘められた、魅惑的な大人の香り。

コールドウォーター
CDIF-RE-011

空間にエネルギーとバイタリティを
与えてくれる、爽やかでフレッシュな香り。

ミント
CDIF-RE-012

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上品な香り。

グリーンティー
CDIF-RE-013

色とりどりの花々とエキゾチックなスパイス
が奏でる、甘く穏やかな香り。

メロディーフラワー
CDIF-RE-014

シチリアの太陽の光をたっぷり浴びた、
柑橘系の爽やかな香り。

グレープフルーツ
CDIF-RE-015

まるで森の小道を歩いているような
フレッシュですがすがしい香り。

マートル
CDIF-RE-016

オキシゲン
CDIF-A-001

甘さを抑え、凛としたムスクの清涼感。
癒しの香り。

懐かしい記憶を呼び起こす
ふんわりと甘く繊細な粉砂糖の香り。

アイシングシュガー
CDIF-A-002

甘酸っぱいオレンジと芳しい紅茶の
透き通るように爽やかな香り。

オレンジティ
CDIF-A-003

白い花と砂のある水辺にバニラの
香りが届いた、無垢で優美な香り。

ホワイトムスク
CDIF-A-005

落ち着いた森の香りに甘いスパイスを
あわせたオリエンタルな香り。

スパイシーウッド
CDIF-A-006

オリエンタルブーケに地中海のオレンジが
ほのかに香る温かみのある柔らかい香り。

モノイ
CDIF-A-007

やわらかなシトラスの甘さが落ち着きを
与える、穏やかで透き通った香り。

シルバースピリット
CDIF-A-008

南イタリアの美しい自然を思わせる、
フレッシュで清 し々いシトラス系の香り。

ベルガモット
CDIF-A-004

ポメグラネイト
（交換リフィル）

Pomegranate
マンゴ＆パパイア
（交換リフィル）

Mango & Papaya
グリーンティー
（交換リフィル）

Green Tea
メロディーフラワー
（交換リフィル）

Melody Flowers

シチリアの太陽の光をたっぷり浴びた、
柑橘系の爽やかな香り。

グレープフルーツ
CDIF-B-007

爽やかさの中に甘さとスパイスが
秘められた、魅惑的な大人の香り。

コールドウォーター
CDIF-B-003

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上品な香り。

グリーンティー
CDIF-B-005

色とりどりの花々とエキゾチックなスパイス
が奏でる、甘く穏やかな香り。

メロディーフラワー
CDIF-B-006

シチリアの太陽の光をたっぷり浴びた、
柑橘系の爽やかな香り。

グレープフルーツ
CDIF-B-007

落ち着いた森の香りに甘いスパイスを
あわせたオリエンタルな香り。

スパイシーウッド
CDIF-C-001

懐かしい記憶を呼び起こす
ふんわりと甘く繊細な粉砂糖の香り。

アイシングシュガー
CDIF-C-002

爽やかさの中に甘さとスパイスが
秘められた、魅惑的な大人の香り。

コールドウォーター
CDIF-C-007

まるで森の小道を歩いているような
フレッシュですがすがしい香り。

マートル
CDIF-D-003

シチリアの太陽の光をたっぷり浴びた、
柑橘系の爽やかな香り。

グレープフルーツ
CDIF-D-002

空間にエネルギーとバイタリティを
与えてくれる、爽やかでフレッシュな香り。

ミント
CDIF-D-004

ポメグラネート
CDIF-D-001

甘酸っぱいザクロとみずみずしいフルーツ
が織りなす、甘くチャーミングな香り。

落ち着いた森の香りに甘いスパイスを
あわせたオリエンタルな香り。

スパイシーウッド
CDIF-E-002

南国の自然をイメージさせる
甘く情熱的な香り。

マンゴ＆パパイア
CDIF-E-001

オキシゲン
CDIF-E-003

甘さを抑え、凛としたムスクの清涼感。
癒しの香り。

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上品な香り。

グリーンティー
CDIF-E-004

ポメグラネート
CDIF-RE-009

甘酸っぱいザクロとみずみずしいフルーツ
が織りなす、甘くチャーミングな香り。

南国の自然をイメージさせる
甘く情熱的な香り。

マンゴ＆パパイア
CDIF-RE-010

爽やかさの中に甘さとスパイスが
秘められた、魅惑的な大人の香り。

コールドウォーター
CDIF-RE-011

空間にエネルギーとバイタリティを
与えてくれる、爽やかでフレッシュな香り。

ミント
CDIF-RE-012

新緑の春の豊かさを思わせる、
凜とした上品な香り。

グリーンティー
CDIF-RE-013

色とりどりの花々とエキゾチックなスパイス
が奏でる、甘く穏やかな香り。

メロディーフラワー
CDIF-RE-014

シチリアの太陽の光をたっぷり浴びた、
柑橘系の爽やかな香り。

グレープフルーツ
CDIF-RE-015

まるで森の小道を歩いているような
フレッシュですがすがしい香り。

マートル
CDIF-RE-016

オキシゲン
CDIF-A-001

甘さを抑え、凛としたムスクの清涼感。
癒しの香り。

懐かしい記憶を呼び起こす
ふんわりと甘く繊細な粉砂糖の香り。

アイシングシュガー
CDIF-A-002

甘酸っぱいオレンジと芳しい紅茶の
透き通るように爽やかな香り。

オレンジティ
CDIF-A-003

白い花と砂のある水辺にバニラの
香りが届いた、無垢で優美な香り。

ホワイトムスク
CDIF-A-005

落ち着いた森の香りに甘いスパイスを
あわせたオリエンタルな香り。

スパイシーウッド
CDIF-A-006

オリエンタルブーケに地中海のオレンジが
ほのかに香る温かみのある柔らかい香り。

モノイ
CDIF-A-007

やわらかなシトラスの甘さが落ち着きを
与える、穏やかで透き通った香り。

シルバースピリット
CDIF-A-008

南イタリアの美しい自然を思わせる、
フレッシュで清 し々いシトラス系の香り。

ベルガモット
CDIF-A-004

フロアディスプレイセット
350,400yen+税～
什器品番：CDIF-DP-100（スタンド）
CDIF-DP-101（商品用トレー12個）
CDIF-DP-102（リフィル用トレー4個）
什器サイズ：450Wx300Dx1770H
本体：24種類ｘＵｎｉｔ：6
本体テスター：24個付
リフィル：16種類ｘＵｎｉｔ：6
お好みの組合せで展開できます。
本体材質：スチール
部材材質：アクリル

フロアディスプレイセット
360,000yen+税～
什器品番：CDIF-DP-100（スタンド）
CDIF-DP-101（商品用トレー12個）
CDIF-DP-102（リフィル用トレー4個）
什器サイズ：450Wx300Dx1770H
本体：24種類ｘＵｎｉｔ：6
本体テスター：24個付
リフィル：16種類ｘＵｎｉｔ：3
スプレー：8種類ｘＵｎｉｔ：6
お好みの組合せで展開できます。
本体材質：スチール
部材材質：アクリル

フロアディスプレイセット
216,000yen+税～
什器品番：1PCARTGO
什器サイズ：505Wx400Dx1630H
本体セット：12種類ｘＵｎｉｔ：12
リフィル：12種類ｘＵｎｉｔ：6
テスター用カプセル各1個付き
お好みの組合せで展開できます。

■製品のご利用方法

www.etrangerdi
costarica.com

●パッケージ

■本体フレームに同梱のリフィルを
セットし付属のクリップを取付けます。

■車のエアコン吹き出し口に
セットします。

■エアコンの風に乗ってMillefioriの
豊かな香りが車内をつつみ込んでくれます。

www.etrangerdi
costarica.com

●色
カラーは全8色。
イタリアらしいカラーが揃います。
※ラベルシール貼付の場合はアルミ素地の
フレームになります。

●ブランドロゴ
イタリア・ミラノ発を印象
づけるブランドロゴ付
※印刷する場所はお選びいただけます。

●名入れサービス
社名やロゴマークを入れてお届けします。

●名入れ詳細
・最低ロット：100コ
・印刷形式：パット印刷/UVインクジェット印刷
ラベルシールに印刷後貼付
・印刷場所：本体中央部
（※ブランドロゴの印刷も必須）
・可能サイズ：40ｍｍX15ｍｍ程度

www.etrangerdi
costarica.com www.etrangerdi

costarica.com

www.etrangerdicostarica.com

“名入れサービス”
easy order service

記念品・プレミアムギフト・イベント用商品などに
“イージーオーダーはじめました”


