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王室御用達パフューマー

Gellé Frères ( ジュレ・フレール ) 。

その名は、美の歴史に永久に輝いています。

それは世紀を超え、様々な革命や世界の変遷を経て

なお変わらずに生き続ける伝説です。

その驚異の冒険は、マリー・アントワネットとともに誕生し、

オペラ通りの現在の店舗に至る長い歴史を持っています。

現在の店舗から数歩の場所で、いまや伝説となった

ジュレのブティックのドアが開いたのは、

一世紀以上前でした。



1�74
マリー・アントワネットと王室専属パフューマー

すべては、ベルサイユ宮殿および王妃マリー = アントワネット
付きの王室パフューマーであった、ジャン = ルイ・ファージョ
ンから始まります。王妃アントワネットのために、彼はトリア
ノンの庭をパフュームボトルに閉じこめたといわしめる調香に
成功しました。

1826
王室パフューマー調香レシピ

ジャン = バティスト・ジュレおよびオーガスティン・ジュレは、
ファージョンの調合したパフュームを継承し、パリでパフュー
ムブティック “ジュレ・フレール” を開きます。
それがこのサクセスストーリーの始まりでした。

1860
コスメティーク憲章

ジュレ・フレールが最初の「コスメティーク憲章」を作ります。
その目的とは何でしょうか。それはすべての女性のために、王
妃の美の秘密を届けることでした。美の民主化革命が始まった
のです ...

19�0
女性のモデル起用

コスメティックの世界で偉大な先駆者となったジュレ・フレー
ルは、ミスタンゲットやベル・オテーロといった「スペクタク
ルのクイーン」をブランドのミューズとして起用しました。
この頃、女性たちをブランドの広告イメージに採用することは
フランス史初でした。

1945-2014
ポアンテ夫妻によるフィトセラピー

ポアンテ夫妻は植物療法で知られる医師でした。二人は、スキ
ンケアにフォーカスしたブランドとしてジュレ・フレールを立
ち上げ直しました。また、花だけではなく世界中から調達した
スパイスや草花のエッセンシャルオイルを融合してエキゾチッ
クな香水も産みだしました。１９８１年に、パリのオスマン大
通りにブティックを構え、本格的なビューティトリートメント
の場を提供し始めました。

Tod��
ジュレ・フレール再出発

２０１７年発売の Queen Next Door シリーズから「あなたの
内なるクイーン」をテーマに、ジュレ・フレールは、再びアヴァ
ンギャルドな美の世界へのドアを開きます。
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あなたはどんなクイーン？
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ジュレ・フレールはどの女性も現代の王妃へと転身する
可能性を持つと考えます。

既に王妃に変身した女性もいれば、これから花のように開花する
女性たちもいるのです。

王妃になるための美の秘訣。
それはもしかしたら花の中に隠れているかもしれません。
花から語り掛けられることにより、女性たちは自身の中に秘めた
王妃に気づかされるかもしれません。

ジュレ・フレールは全ての女性に現代の王妃 / #QueenNextDoor
（クイーン・ネクスト・ドア）となっていただくために、
ユニークなアプローチでお手伝いいたします。
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MAISON FONDÉE EN 1826 PARIS

革新的なアルコールフリー
ジュレフレールの香水はアルコールフリーです。

一般的な香水は濃縮香料を溶かすための溶媒として、

通常 70 ～ 95% 程度のアルコールを含有しています。

アルコールは非常に刺激性があり、皮膚を乾燥させるだけではなく

光に敏感で太陽にさらされると変色、シミを引き起こす可能性があります。

そのため私たちは香水にアルコールを使用しない方法を模索してきました。

そしてネクスト・クイーン・ドアの香水は革新的な調合方法を見出したのです。

それがマイクロカプセルを使用した香水です。

マイクロカプセル技術
香り成分をマイクロカプセルに閉じ込めました。

通常の香水は時間経過とともに香りが薄くなっていきますが、

ジュレ・フレールの香水はマイクロカプセル技術により、

香りが長持ちします。アルコールが苦手な方でもご使用いただけ、

髪に吹きかけても心配ありません。

クイーン・ネクスト・ドアの香水
ジュレ・フレールの歴史の幕をあけたジャン＝バティスト・ジュレと

その兄弟であるオーガスティン・ジュレ。彼らが最初に作ったのは

マリー = アントワネットの専属パフューマ―で、プチ・トリアノンを

香水にしたことでも知られている、ジャン＝ルイ・ファージョンのレシピを継承した香水でした。

ジュレ・フレールは再び、現代の王妃のための香水を作り上げました。

香水の都市グラース
グラースは南フランスにある街で、フレンチ・リヴィ
エラの北に位置しています。17 世紀以来花と香水製
造が開発され続けており、最高の香りとエッセンスが
職人によって作られています。多くの王族や貴族が高
品質な香水を楽しむために当地を訪れました。今でも
尚、世界の大手有名香水ブランドやコスメティックブ
ランドのためにエッセンスは抽出生産されています。

気候と花々
他の南フランスにある街とは違い、グラースは地中海
地方にありながら気温は穏やかです。花々がよく育つ
ためには日光と適した湿度が必要ですがグラースはそ
れに適したパーフェクトなロケーションです。ジャス
ミンとオレンジブロッサムの栽培が最も有名です。こ
れらの花はとてもデリケートで限られた環境の中でし
か育ちません。

L� p�r��� �� l� ����� �ra��

C��ma� e� ���r�

マイクロカプセルを使用することで、花の自然な香りを保ち、

香りの変化を防ぐことを可能にしました。

香りを含んだ小さなマイクロカプセルはスプレーされた瞬間から、

空気に触れる事により徐々に開いていきます。

6 時間
継続

P��n�1

P��n�2

フレグランス

香りを閉じ込めた
マイクロカプセル

カプセルが開き
徐々に香りが拡散

フレグランス

マイクロカプセル



Rose galante
ローズ・ギャラント

現代のクイーンは恋にアグレッシブ。SNS や電話
もあるけれど、直接印象づけなくちゃ！繊細でロ
マンティックなローズの香りをシュッとひとふき。
そのやわらかな香りは思わず振り返ってしまうよ
うな、ハミングの歌のように優しく、やわらかで
美しいオーラのよう。素敵な恋の１ページを開く
ように、一歩を踏み出して。

Lys audacieux
リス・オダシュ

ビジネスクイーンには責任がいっぱい。今日は大
事な案件がある日。会議、プレゼン、商談…。資
料はもちろん、シミュレーションもバッチリ！ス
ケジューリングもぬかりなく。磨き上げたパンプ
スに足をいれて、ジャケットを羽織って深呼吸。
最後にエネルギーブースターの白ユリの香りをま
とったら、あとは成功をつかむだけ！

Fleur dʼ or-enjouée
フルール・ドール・アンジュエ 

クイーンにもオンオフは必要。たまには童心に返っ
てとにかくリセット！そんな無邪気なクイーンの
五感がときめくのはマカロン！ころんとまるくて、
美味しくて、カラフルで、色々な味。たくさんの
素敵な器に散りばめたら、贅沢に気の向くままに
つまんで、今夜はオレンジブロッサムをまとった
スターの気分！

Magnolia bohème
マグノリア・ボエーム

都会に何気なくあるベンチも、のどかな田園の中
でひっそりと生える雑草も、アートを愛するクイー
ンにとってはどれもインスピレーションの素。ア
イディアがどんどん湧き上がってくる。白いスニー
カーについた染みはハプニングなんかじゃない。
メイク道具とブラシでアレンジすれば、みんなも
羨む素敵なスニーカーに大変身！

Ylang-ylang fatal
イランイラン・ファタル

たとえどんなことが起きようとも、自分の魅力を
最大限に活かすのがクイーン。小気味よい緊張感
と鼓動の高鳴り。そんな今夜を飾るのにふさわし
いのは上質なスリットワンピースと艶やかな赤い
唇。仕上げに、よろめくような魅惑的な香りを肌
にのせて…。一度会ったら忘れられないようなセ
ンシュアルなクイーンに。

バラの雫がフルーツとスミレの花びらに溶け合い、
柔らかなホワイトムスクと落ち着いたセダーが織
りなしていく、軽やかでモダンな香り。繊細なジャ
ムのようなロマンティックな芳香は優しく甘い世
界を呼び起こします。

カルダモンを加えたフルーツが白ユリの香りを引
き立て、カリスマ的なウッディノートが漂う、力
強い太陽のようなオーラを放つ香り。そよ風の中
で輝く純白の香りとしなやかさを表現。強い意志
を秘めた芯のある女性へ。

ほのかな柑橘ピールを感じるオレンジブロッサム
に、マカロンを思わせるプラリネ系のノートとホ
ワイトムスクを感じる香り。甘く優しさに包まれ
た子供の頃のように、瞬間を大切に味わう女性の
ユニークで包容力のあるパフューム。

溢れるような柑橘ノートをカシスが引き立て、真っ
白なマグノリアに、セダーとムスクが調和を加え
るパリの建築のような詩的な香り。晴れやかに甘
い香りは、どんな時も輝きを失わない女性の情熱
と創造性を高めてくれます。

ほのかなレザーを感じるイランイランに、バニラ
やムスクが絡み合う魅惑的な香り。甘美な愛撫の
ように、肌に乗せると開花するセンシュアルなノー
ト。自分の魅力を完璧に把握する女性のパフュー
ム。
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「 ビジネスクイーン」「アートを愛するクイーン」 「恋するクイーン」「センシュアルなクイーン」 「 無邪気なクイーン」

あなたはどんなクイーン？



フローラルの優美さと柑橘系のさわやかさを兼ね備えた
穏やかな香り。疲れた心をやわらげ喜びと平和をもたら
します。

エキゾチックな印象のイランイランは緊張感を解きほぐ
す濃厚で官能的な香り。気持ちをリラックスさせ、気分
を高めます。

マリー・アントワネットも美白のために使っていたとい
われる白ユリ。ほんのりスパイシーな香りは決意と自信
を促します。

グリーン調でフレッシュな香り。マグノリアは強さ、喜
びといったポジティブなメッセージを持ちます。

エレガントで甘いローズは心を落ち着けて安らぎを与え
る香り。マイナスな感情をほぐし、心を明るくしてくれ
ます。
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MAISON FONDÉE EN 1826 PARIS

ヒーリングフラワー
かぐわしく香り立つ花々のエッセンシャルオイル。その香りは私たちの心と体に働きかけます。
ジュレ・フレールの香りはオルファクトセラピストの Alina Moyon（アリーナ・モワヨン）が選んだ
5 つの花で構成されています。

クイーン・ネクスト・ドアのボディケア
植物の恵みと豊かな香りで、すこやかな肌へと導きます。

GELLE FRERES の品質
健やかな肌と心のために、積極的に植物由来・天然由来の成分を使用します。
パラベンフリー、メチルイソアゾリノン (MIT) フリー、フェノキシエタノールフリー、フタル酸フリー。

スイートアーモンドオイル
毛穴の奥の皮脂や汚れを取
り除き、肌を保護する上質
な植物オイル。皮膚を清浄
にし保湿力を高めることで
肌をすこやかに保ちます。

シアバター
酸化に強くビタミン E やオ
レン酸を豊富に含む栄養価
の高い植物性バター。厳し
い気候や乾燥から肌を守り
ます。

ビタミン E
肌のキメを整え、ツヤやハ
リを与えます。
健康な肌を維持するために
不可欠なビタミンです。

ボディローション

シアバター
ビタミン E

天然由来成分
97.6％以上

シャワーオイル

スイートアーモンド
オイル

天然由来成分
80％以上

ハンドクリーム

シアバター
ビタミン E

天然由来成分
90％以上

Lys audacieux
リス・オダシュ

Fleur dʼ or-enjouée
フルール・ドール・アンジュエ 

Rose galante
ローズ・ギャラント

Magnolia bohème
マグノリア・ボエーム

Ylang-ylang fatal
イランイラン・ファタル

白ユリ

オレンジブロッサム

ローズ

マグノリア（モクレン）

イランイラン

商品は予告無く仕様及び価格を変更する場合がございます。
メーカーの都合により掲載商品がご用意できない場合がございます。
印刷のため、実物と異なる場合がございます。



EAU DE TUILETTE 
オードトワレ
50mL
PF-01-Z-029

マイクロカプセル技術により連続的に香らせる、ノンア
ルコール処方のオードトワレ。お肌だけでなく髪にもご
使用いただけます。ワンプッシュで、細かくやわらかな
ミスト状になり、まろやかで豊かな香りで包み込みます。
やわらかなミストを肌にのせるようにご使用ください。
マイクロカプセルを壊してしまうので手首をこすりつけ
る必要はございません。

SHOWER OIL
ボディソープ
200mL
PF-01-Z-009

五感に訴えるオイルベースのボディソープ。なめらかで
香り高いリッチなジェルで、ベルベットのような肌触り
と心地良い香りに包まれたお肌に仕上げます。濡らした
肌の上に乗せ、マッサージしながら泡立て、洗い流します。

BODY LOTION 
ボディローション
200mL
PF-01-Z-014

流れるような軽い質感のボディミルク。お肌にすぐに浸
透し、やさしく保湿します。お肌を乾燥から守り、サテ
ンのような仕上がりに。小さな円を描くようにやさしく
マッサージしながら全身に伸ばします。

Yl�n�-Yl�n� Fat��
イランイラン・ファタル
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なめらかでリッチな質感のハンドクリーム。すばやくお
肌になじみ、やわらかな仕上がりに。豊かな香りが広が
ります。手のひらおよび指先にのせ、やさしくマッサー
ジします。

HAND CREAM 
ハンドクリーム
50mL
PF-01-Z-019
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ほのかなレザーを感じるイランイランに、バニラ
やムスクが絡み合う魅惑的な香り。甘美な愛撫の
ように、肌に乗せると開花するセンシュアルなノー
ト。自分の魅力を完璧に把握する女性のパフュー
ム。



BODY LOTION 
ボディローション
200mL
PF-01-Z-015

EAU DE TUILETTE 
オードトワレ
50mL
PF-01-Z-030

SHOWER OIL 
ボディソープ
200mL
PF-01-Z-010

F���� �’ ��-��j����
フルール・ドール・アンジュエ
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マイクロカプセル技術により連続的に香らせる、ノンア
ルコール処方のオードトワレ。お肌だけでなく髪にもご
使用いただけます。ワンプッシュで、細かくやわらかな
ミスト状になり、まろやかで豊かな香りで包み込みます。
やわらかなミストを肌にのせるようにご使用ください。
マイクロカプセルを壊してしまうので手首をこすりつけ
る必要はございません。

五感に訴えるオイルベースのボディソープ。なめらかで
香り高いリッチなジェルで、ベルベットのような肌触り
と心地良い香りに包まれたお肌に仕上げます。濡らした
肌の上に乗せ、マッサージしながら泡立て、洗い流します。

流れるような軽い質感のボディミルク。お肌にすぐに浸
透し、やさしく保湿します。お肌を乾燥から守り、サテ
ンのような仕上がりに。小さな円を描くようにやさしく
マッサージしながら全身に伸ばします。

HAND CREAM 
ハンドクリーム
50mL
PF-01-Z-020

なめらかでリッチな質感のハンドクリーム。すばやくお
肌になじみ、やわらかな仕上がりに。豊かな香りが広が
ります。手のひらおよび指先にのせ、やさしくマッサー
ジします。

ほのかな柑橘ピールを感じるオレンジブロッサム
に、マカロンを思わせるプラリネ系のノートとホ
ワイトムスクを感じる香り。甘く優しさに包まれ
た子供の頃のように、瞬間を大切に味わう女性の
ユニークで包容力のあるパフューム。



BODY LOTION 
ボディローション
200mL
PF-01-Z-013

SHOWER OIL 
ボディソープ
200mL
PF-01-Z-008

EAU DE TUILETTE 
オードトワレ
50mL 
PF-01-Z-028

Ma�n��i� b�����
マグノリア・ボエーム
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マイクロカプセル技術により連続的に香らせる、ノンア
ルコール処方のオードトワレ。お肌だけでなく髪にもご
使用いただけます。ワンプッシュで、細かくやわらかな
ミスト状になり、まろやかで豊かな香りで包み込みます。
やわらかなミストを肌にのせるようにご使用ください。
マイクロカプセルを壊してしまうので手首をこすりつけ
る必要はございません。

五感に訴えるオイルベースのボディソープ。なめらかで
香り高いリッチなジェルで、ベルベットのような肌触り
と心地良い香りに包まれたお肌に仕上げます。濡らした
肌の上に乗せ、マッサージしながら泡立て、洗い流します。

流れるような軽い質感のボディミルク。お肌にすぐに浸
透し、やさしく保湿します。お肌を乾燥から守り、サテ
ンのような仕上がりに。小さな円を描くようにやさしく
マッサージしながら全身に伸ばします。

HAND CREAM 
ハンドクリーム
50mL
PF-01-Z-018

なめらかでリッチな質感のハンドクリーム。すばやくお
肌になじみ、やわらかな仕上がりに。豊かな香りが広が
ります。手のひらおよび指先にのせ、やさしくマッサー
ジします。

溢れるような柑橘ノートをカシスが引き立て、真っ
白なマグノリアに、セダーとムスクが調和を加え
るパリの建築のような詩的な香り。晴れやかに甘
い香りは、どんな時も輝きを失わない女性の情熱
と創造性を高めてくれます。



BODY LOTION 
ボディローション
200mL
PF-01-Z-012

SHOWER OIL 
ボディソープ
200mL
PF-01-Z-007

EAU DE TUILETTE 
オードトワレ
50mL
PF-01-Z-027

Ly� �uda�����
リス・オダシュ
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マイクロカプセル技術により連続的に香らせる、ノンア
ルコール処方のオードトワレ。お肌だけでなく髪にもご
使用いただけます。ワンプッシュで、細かくやわらかな
ミスト状になり、まろやかで豊かな香りで包み込みます。
やわらかなミストを肌にのせるようにご使用ください。
マイクロカプセルを壊してしまうので手首をこすりつけ
る必要はございません。

五感に訴えるオイルベースのボディソープ。なめらかで
香り高いリッチなジェルで、ベルベットのような肌触り
と心地良い香りに包まれたお肌に仕上げます。濡らした
肌の上に乗せ、マッサージしながら泡立て、洗い流します。

流れるような軽い質感のボディミルク。お肌にすぐに浸
透し、やさしく保湿します。お肌を乾燥から守り、サテ
ンのような仕上がりに。小さな円を描くようにやさしく
マッサージしながら全身に伸ばします。

HAND CREAM 
ハンドクリーム
50mL
PF-01-Z-017

なめらかでリッチな質感のハンドクリーム。すばやくお
肌になじみ、やわらかな仕上がりに。豊かな香りが広が
ります。手のひらおよび指先にのせ、やさしくマッサー
ジします。

カルダモンを加えたフルーツが白ユリの香りを引
き立て、カリスマ的なウッディノートが漂う、力
強い太陽のようなオーラを放つ香り。そよ風の中
で輝く純白の香りとしなやかさを表現。強い意志
を秘めた芯のある女性へ。



BODY LOTION 
ボディローション
200mL
PF-01-Z-011

SHOWER OIL 
ボディソープ
200mL
PF-01-Z-006

EAU DE TUILETTE 
オードトワレ
50mL
PF-01-Z-026

Ro�� G�l�n��
ローズ・ギャラント
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マイクロカプセル技術により連続的に香らせる、ノンア
ルコール処方のオードトワレ。お肌だけでなく髪にもご
使用いただけます。ワンプッシュで、細かくやわらかな
ミスト状になり、まろやかで豊かな香りで包み込みます。
やわらかなミストを肌にのせるようにご使用ください。
マイクロカプセルを壊してしまうので手首をこすりつけ
る必要はございません。

五感に訴えるオイルベースのボディソープ。なめらかで
香り高いリッチなジェルで、ベルベットのような肌触り
と心地良い香りに包まれたお肌に仕上げます。濡らした
肌の上に乗せ、マッサージしながら泡立て、洗い流します。

流れるような軽い質感のボディミルク。お肌にすぐに浸
透し、やさしく保湿します。お肌を乾燥から守り、サテ
ンのような仕上がりに。小さな円を描くようにやさしく
マッサージしながら全身に伸ばします。

HAND CREAM 
ハンドクリーム
50mL
PF-01-Z-016

なめらかでリッチな質感のハンドクリーム。すばやくお
肌になじみ、やわらかな仕上がりに。豊かな香りが広が
ります。手のひらおよび指先にのせ、やさしくマッサー
ジします。

バラの雫がフルーツとスミレの花びらに溶け合い、
柔らかなホワイトムスクと落ち着いたセダーが織
りなしていく、軽やかでモダンな香り。繊細なジャ
ムのようなロマンティックな芳香は優しく甘い世
界を呼び起こします。



PRICE LIST

品名 容量 本体価格

オードトワレ 50mL ¥10,000

ボディソープ 200mL ¥3,000

ボディローション 200mL ¥3,000

ハンドクリーム 50mL ¥1,500

価格は2018年 12月1日現在のものです。

予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
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