ELECTRIC FRAGRANCE DIFFUSER
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。

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
MF08-202003
●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。
Milleﬁori オフィシャルサイト

www.millefiorimilano.jp

Millefiori 公式@MillefioriJapan
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PERFUME

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。

Scent of ARIA

Electric fragrance diffuser ARIA

アリアシリーズ香りの紹介

プラグインディフューザー アリア

Orange Tea

Cold Water

オレンジティー

コールドウォーター

Cold Water

コールドウォーター

Scent your room
easy,safe and Simple way

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。

手軽に、そして安全に香りを楽しむ。

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。

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。

Keemun

キームン

爽やかなシトラスと甘いアプリコットにフ
ローラルが調和するフルーティーな香り。

14RAOT

14RACW

Oxygen

Vanilla & Wood

オキシゲン

バニラウッド

「プラグインディフューザーアリア」

Vanilla & Wood

バニラウッド

お好みの香りをお部屋にすばやく広げ、
ほのかな香りがやさしい空間を演出します。

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

Top Note

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

Middle Note

Top Note
Middle Note

14RAOX

14RADV

Last Note

Legni & Spezie

NEW

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。

Top Note

Last Note

14RASB

14RAKE

Spa & Massage Thai

White Musk

スパ＆マッサージ タイ

ホワイトムスク

Art.No.7021-14PITO
サイズ：Ф58x80H
※専用リフィルは別売です。

アイリス / セダーウッド / バニラ
トンカビーンズ

パウダリー

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。

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
ムスク / ベチバールーツ

フレッシュシトラス

Sandalo Bergamotto

サンダルベルガモット

スズラン / ジャスミン / ボタン / グリーンティー
エボニー / ムスク

フローラル

Oxygen

Pompelmo

オキシゲン

グレープフルーツ

甘さを抑え、
凛としたムスクの清涼感。癒
しの香り。

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。

Top Note

ライラック / パインリーフ / レモンピール

Middle Note

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

Last Note

ホワイトムスク / グレーアンバー / モルト

フレッシュシトラス

Spa & Massage Thai

スパ＆マッサージ タイ

爽やかなユーカリとミントに甘いスパイスを
加えたエキゾチックな香り。

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
ガイアックウッド / サンダルマイソール / パチュリ
バニラ

ウッディースパイシー
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Last Note

オレンジ / プチグレン / 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
ムスク / トンカビーンズ

フレッシュシトラス

Olfactory Areas

香りのブレンドと香りの印象

Nero

ネロ

ウッディーノートにバニラやスパイスをプラ
スした、
エキゾチックでパワフルな香り。

NEW

※6〜20畳程度のお部屋での
ご使用がおすすめです。

Top Note
Middle Note

<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。
<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。

14RANR
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Orange Tea

オレンジティー

14RASM

14RAMB

プラグインディフューザー"ARIA"（アリア）
は
コンセントに差すだけで香りを楽しめる簡単設計。
お部屋の空気が一変するような、
印象的な香りを感じていただけます。

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 / ゼラニウム / スターアニス

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。

ネロ

ウッディースパイシー

Last Note

オレンジ / セイヨウミズキ / タンジェリン
アプリコット

サンダルベルガモット

Middle Note

ボトルサイズ：Ф58x65H
容量：20ml
1日8時間使用で約2ヶ月程度
ご使用いただけます。

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

Sandalo Bergamotto

Keemun

キームン

Nero

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

14RAPO

14RALS

プラグインディフューザー
アリア専用リフィル

Last Note

ラベンダー / ユーカリ / ビターオレンジ

Pompelmo

White Musk

プラグインディフューザー
アリア

セダーウッド / エボニー / サンダルウッド
モルト / アイリス

Top Note
Middle Note

グレープフルーツ
ホワイトムスク

※画像は海外仕様のイメージ写真です。

キャロットシード / バニラ

スイート

フレッシュシトラス

スパイシーウッド

Last Note

ホワイトムスク / セダーウッド

ビターオレンジ / ベルガモット / プチグレン
ウォータージャスミン
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Top Note
Middle Note
Last Note

フレッシュシトラス

パインリーフ / ミント / ベルガモット
ユーカリ / レモンピール
ゼラニウム / グリーンリーフ / クローブ
ナツメグ
セダーウッド

Top Note
Middle Note
Last Note

マリーゴールド / シナモン
タイム / パチュリ
バニラ / クマリン / ムスク

ウッディースパイシー

<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。
<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。
<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。
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