
[セレクテッド]シリーズ

エレガントで控えめな清流の

せせらぎを思わせるシックな

イタリアデザインと個性的な香りが

贅沢な時間をプロデュース。

ふと香りを感じた時、ある人や場所を思い出す、

懐かしさを覚える、その時の想いがよみがえる…。

そんな記憶や感情をも刺激し、

目に見えないのに存在感を放つ、不思議な「香り」。

空間や人のイメージをエスコートする

質のいい香りを、

Millefioriはさまざまな形でプロデュースしていきます。

エアーデザイナーとして、

あなたの感覚のすみずみへ、

あの人の記憶の中へ。

Milano - Corso Buenos Aires,
2 - MM P.ta Venezia - Italy

Bernareggio (MB) - Via del Commercio,
6/D - Italy

www.millefiorimilano.com 

1994年、イタリア・ミラノで創設。

"Air Design"のコンセプトのもと、ルーム

フレグランスアイテムを中心に、理想的で

上質なライフスタイルを楽むための様々

な商品を生み出しています。上質な香りと

スタイリッシュな器の組み合わせはユニー

クで、美しく斬新なアイデアは世界中から

注目されています。

●予告無く仕様及び価格を変更する場合がございます。
●輸入品のため品切れ・製造終了の際はご了承下さい。
●印刷のため、実物と異なる場合がございます。

お問合せ先
株式会社 エトランジェ ディ コスタリカ
721-0954　広島県福山市卸町3-16
tel:084-981-1633　fax:084-981-1655
MF02-201805

millefiorimilano.jpMillefiori公式@MillefioriJapan

Millefiori オフィシャルサイト　www.millefiorimilano.jp

CATALOGO
CATALOGUE
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Scent of Selected
セレクテッドシリーズ香りの紹介

TALCATA / POWDERY

<パウダリー>
香りに特徴があるムスクやタルクを中心に使用したフレ
グランスグループ。持続性があり、パウダーを思わせる
清潔感のある香りが特徴です。

LEGNOSA SPEZIATA / WOODY SP ICY

<ウッディースパイシー>
木々や香辛料の香りを使用したスパイシーウッドグルー
プ。持続性があり濃厚な香りが特徴。あたたかみと活気
を持ち合わせた個性的な香りを楽しめます。

FRUTTATA / FRU ITY

<フルーティー>
新鮮なフルーツの瑞々しい香りが特徴のフルーティー
フレグランス。多くの人がなじみを感じやすいグルー
プ。鮮やかなフルーツの香りをミドルノートに多用し、持
続性も高いのが特徴です。

FIORITA / F LORAL

<フローラル>
咲き誇る花々を束ねたフローラルブーケのように、エレ
ガントなフローラルフレグランスグループ。トップノート
とミドルノートをフラワー中心に構成し、生き生きとして
調和のとれた香りを楽しめます。

FRESCA AGRUMATA / FRESH CITRUS

<フレッシュシトラス>
ベルガモット、レモン、オレンジ、グレープフルーツなど
の柑橘類が中心の、さわやかなフレグランスグループ。
トップノートに柑橘類を多用し、揮発性が高く香りが広
がりやすいため、ライトに香らせたいときに便利です。

DOLCE / SWEET

<スイート>
スイーツやお砂糖のように甘いスイートフレグランス。
濃厚で魅惑的なミドルノートが特徴のグループ。バニラ
などのあたたかく持続性のあるフレグランスを含み、長
く甘い香りを楽しめます。

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。

Sweet Lime
スイートライム

地中海の瑞 し々いライムにストロベリーやカ
シスが調和するまろやかで甘酸っぱい香り。

ベチバー / ローズウッド / ムスク

Top Note

Middle Note

Last Note

ライム / ネロリ / レモン

ストロベリー / ゼラニウム / カシス / スグリ

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

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

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。

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

フレッシュシトラス

Cedar
セダー

深い森と木々の恵みがもたらす落ち着いた
力強い香り。

バニラビーンズ / オポポナックス / パチュリウッド
セダーウッド / ガイアックウッド

Top Note

Middle Note

Last Note

オレンジフラワー / イランイラン

ダマスクプラム / イエローピーチ / エレミ / バジル
セダーリーフ / キャロットシード  / ブルーカモミール

ウッディースパイシー

Muschio & Spezie
ムスク＆スパイス

情熱的なムスクと甘いアニスが印象的なエ
キゾチックな香り。

サンダルウッド / バニラ / セダーウッド / アンバー

Top Note

Middle Note

Last Note

ディル / ローズマリー / シベリア杉

サイプレス / ゼラニウム / バイオレット
ローズリーフ / イランイラン

パウダリー

パウダリー

Ninfea
ニンフィア

みずみずしいスイレンのような優美で澄ん
だフレッシュな香り。

ホワイトムスク

Top Note

Middle Note

Last Note

レモン / ジャスミン

オレンジフラワー / スイレン / フリージア / スズラン

フローラル

スイート

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。

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

6つのフレグランスグループ
香りセレクトの参考に、
フレグランスを6つのグループにカテゴライズ。
気分やシーンにあわせて、印象的な空間に。
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水、森、果物、花…自然界をただよう香りは、
私たちの感覚を刺激し、陽気さや元気、記憶などを呼び起こします。
その香りを手軽に、身近に楽しめるよう、
様々なカタチに変えた、ミッレフィオーリのフレグランス。

この製品を安全にお楽しみいただくために、
以下の注意書きをよくお読みのうえ
正しくお使いください。

[保存上の注意]

●直射日光のあたる場所に置かないようにしてください。
●火のそばに置かないようにしてください。 
●お子様やペットの手の届かない場所に保管してください。
●高温多湿をさけて保管してください。
●ボトルを保管する際には、必ず立てた状態で保管してください。

[製品及び商品説明/注意事項について]

●製品には天然素材を使用しておりますので若干の色や形の差がございますが、
　品質には問題ございません。
●商品は香りを楽しむものでありアロマセラピーの効果はございません。

[航空機内への持ち込み/注意事項について]

●フレグランスディフューザー及び専用リフィルは
　アルコール成分が含まれているため危険品に相当します。
　国際線・国内線の航空機内への持ち込み・お預けはできませんので
　ご注意ください。

[使用上の注意]

●肌に付着した場合、大量の水と石けんで洗い流してください。
●眼に入った場合、ただちに多量の水で洗い流し医師の診察を受けてください。
●誤って飲み込んだ場合、無理に吐かせようとせず、
　速やかに医師の診察を受けてください。
●異常が残る場合は商品・ラベルを持参し医師に相談してください。
●香りにアレルギーのある方は、ご使用をお避けください。
●通常の用途以外には使用しないでください。

[取扱上の注意]

フレグランスディフューザー/専用リフィル
●液体は可燃性です。火気のそばでは使用しないでください。 
●他の液体と混ぜて使用しないでください。
●スティックの取扱には十分お気を付けください。
●お子様やペットの手の届かない所でご使用ください。

フレグランスディフューザー/M
ボトルサイズ：Ф55x220H
パッケージ：115Wx70Dx300H
容　量：350ml
スティック：450mm（8本入）
イタリア製
約4ヶ月程度香りが継続します。
環境によって若干異なります。

フレグランスディフューザー/S
ボトルサイズ：Ф45x150H
パッケージ：85Wx50Dx300H
容　量：100ml
スティック：280mm（7本入）
イタリア製
約3ヶ月程度香りが継続します。
環境によって若干異なります。

Fragrance Diffuser Refill

Fragrance Diffuser

Line Up of Selected Series
セレクテッドシリーズの製品ラインアップ

Fragrance Diffuser
フレグランスディフューザー

Fragrance Diffuser Refill
フレグランスディフューザー専用リフィル

Caution
使用上の注意

Orange Tea
オレンジティー

Icing Sugar
アイシングシュガー

Sweet Lime
スイートライム

Silver Spirit
シルバースピリット

Cedar
セダー

Muschio & Spezie
ムスク＆スパイス

Mirto
マートル

100ml
SDIF-S-001

350ml
SDIF-M-001

250ml
SDIF-25-001

250ml
SDIF-25-003

250ml
SDIF-25-005

250ml
SDIF-25-006

250ml
SDIF-25-007

250ml
SDIF-25-008

250ml
SDIF-25-012

250ml
SDIF-25-016

100ml
SDIF-S-003

350ml
SDIF-M-003

100ml
SDIF-S-005

350ml
SDIF-M-005

100ml
SDIF-S-006

350ml
SDIF-M-006

100ml
SDIF-S-007

350ml
SDIF-M-007

100ml
SDIF-S-008

350ml
SDIF-M-008

100ml
SDIF-S-012

350ml
SDIF-M-012

100ml
SDIF-S-016

350ml
SDIF-M-016

Ninfea
ニンフィア

Orange Tea
オレンジティー

Icing Sugar
アイシングシュガー

Sweet Lime
スイートライム

Silver Spirit
シルバースピリット

Cedar
セダー

Muschio & Spezie
ムスク＆スパイス

Mirto
マートル

Ninfea
ニンフィア

フレグランスディフューザー
専用リフィル/250ml
ボトルサイズ：Ф55x135H
容　量：250ml
成　分：アルコール・香料・色素
イタリア製

交換用スティック/S
サイズ：280mm
7本入
STK-SS-001

交換用スティック/M
サイズ：450mm
8本入
STK-SM-001



MF02-201805
※価格は2018年5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。

P.007

Fragrance Diffuser Stick Refill

フレグランスディフューザー交換用スティック S 本体価格 ¥600

フレグランスディフューザー交換用スティック M 本体価格 ¥800

P.008

Fragrance Diffuser

フレグランスディフューザー/S 100ml 本体価格 ¥3,500

フレグランスディフューザー/M 350ml 本体価格 ¥6,000

P.009

Fragrance Diffuser Refill

フレグランスディフューザー専用リフィル 250ml 本体価格 ¥3,000

Selected
商品価格一覧
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