welcomes you to its world of fragrances.
ミッレフィオーリフレグランスの世界へようこそ。
カプセルディフューザー ミッレ・イー

Millefiori s.r.l.
via Cesare Cantu' 1
20123 Milano
Showroom-via Palermo,8-20121 Milano
www.millefiorimilano.com

1994年イタリア・ミラノでハイセンスな
キャンドルメーカーとして創業。その後、Air
Designのコンセプトのもと、
フレグランス
のプロフェッショナルとして、
また、ルームフ
レグランスのマーケットリーダーとして、
様々なフレグランス商品を開発。新しい
ルームフレグランスの可能性を実現するた
め、
クオリティの高い商品開発、インパクト
のあるパッケージデザインプレゼンテー
ションを行っています。
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Design by Michele Venisti

使用方法
Ａ.センテッドカプセルを選び、シールをはがします。Ｂ.本体へ挿入します。
Ｃ.Ｄ.どちらかのボタンを押してください：
左側ボタンは弱めで長時間モードです。５時間過ぎると自動でオフになります。

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。

左側ボタンは弱めで
長時間モード

右側ボタンは強めで
集中モード

右側ボタンは強めで集中モードです。 ３０分過ぎると自動でオフになります。
お好みで、ボタンを押してモードの変更をしてください。
電気が付いているボタンをもう一度押すと電源オフになります。

日本総代理店
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
MF15-201410
●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。

www.etrangerdicostarica.com

Ｅ. ミッレフィオーリフレグランスをお楽しみください。

Perfume your world as and when you wish
LEGANT

VOCATIVE
FFICIENT

LECTRONIC

MOTIVE

Ｆ.お好きな時に、他のフレグランスにかえられます。 センテッドカプセルは、
開封後も、香らなくなるまで何度でもお使い頂けます。

Perfume your world as and when you wish.
お好きな時に、香りの世界へ誘います。

E

※カプセル使用可能時間
強モードの場合：約10時間
弱モードの場合：約60時間

F

※適用面積
約20畳程度の広さまで

Capsule Diffuser Mille-e
さまざまな場所やシーンに

Capsule Diffuser Mille-e
香りの紹介

Configure your Mille-e as you want.
お好みの場所に、Mille-eを置いてください。

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。

電気とカプセルを使用するので、

Legni e Fiori d'Arancio

オレンジフラワー

静寂な森に咲くスズランとビターオレンジが
共鳴する幻想的な香り。

Fiori di Muschio

フローラルムスク

華やかなムスクとフローラルブーケが香
る、
情熱的で優美な香り。

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。

スティックディフューザーのようにひっくり返して液体を
こぼすことや、キャンドのように火を
使用しないので安心・安全。

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。

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。

Match the fragrance to the moment.

White Musk

ホワイトムスク

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。

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。

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。

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。

Oasi

オアジ

太陽の光を受けた花々とピンクペッパーが
踊る、
生き生きとした香り。

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。

TPOにあわせて、お好みのフレグランスをお選びください。
リビングルームでくつろぐとき、
お客様をもてなすときなど、色々な香りを使い
その場の雰囲気を変えられます。
センテッドカプセルは、開封後も、

The fragrances

香らなくなるまで何度でもお使い頂けます。

ミッレフィオーリフレグランスよりお好みの香りを選んで、
センテッドカプセルをマシンの中心部にセットして下さい。
お好きな時に、フレグランスを替えることができます。
香りがなくなるまで、カプセルは何度でも使用できます。
開封して使用した後も、カプセルをトレイに戻して、
香りを替えたり、数日後に同じ香りを使用できます。
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Capsule Diffuser Mille-e
カプセルディフューザー ミッレ・イー

Capsule Diffuser Mille-e
カプセルディフューザー ミッレ・イー

C A P S UL ES
センテッドカプセル

2,000yen+税

カプセルサイズ：40Фx15H

ホワイト
12MELWH

センテッドカプセル4個入り
Unit:6 イタリア製

コールドウォーター
12MCCW

オレンジフラワー
12MCFA

フローラルムスク
12MCFM

グリーンティー
12MCGT

アイシングシュガー
12MCIS

ホワイトムスク
12MCMB

メロディーフラワー
12MCMF

オアジ
12MCOA

オキシゲン
12MCOX

グレープフルーツ
12MCPO

サンダルベルガモット
12MCSB

シルバースピリット
12MCSI

BD:7010

ダークレッド
12MESDR

オレンジ
12MESOR

ブラック
12MELBK
ミッレ・イー

12,000yen+税

本体サイズ：145Wx160Dx210H
センテッドカプセル2個付
Unit:4 イタリア製
BD:7021

C O MPAC T
ミッレ・イー コンパクト

イエロー
12MESYE

グリーン
12MESGR

8,000yen+税

本体サイズ：145Wx50Dx145H
センテッドカプセル1個付
Unit:4 イタリア製
BD:7021

D IS C O V ER
センテッドカプセルアソート

ホワイト
12MESWH

3,000yen+税

カプセルサイズ：40Фx15H
センテッドカプセル6個入り

12DME01

Unit:6 イタリア製
BD:7010

ブラック
12MESBK

グレー
12MESGI

バイオレット
12MESVI

※カプセル使用可能時間：強モードの場合：約10時間
※適用面積：約20畳程度の広さまで
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LIVING SELECTION

弱モードの場合：約60時間

12DME02

LIFESTYLE SELECTION

リビングセレクション

ライフスタイルセレクション

各1個：
グリーンティ
オレンジフラワー
オアジ
オキシゲン
シルバースピリツ
ホワイトムスク

各1個：
コールドウォーター
フローラルムスク
アイシングシュガー
メロディーフラワー
グレープフルーツ
サンダルベルガモット
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Capsule Diffuser Mille-e
カプセルディフューザー ミッレ・イー

Get the most of your home.
「トイレやキッチンのニオイが
気になる時に。」
S

【トイレ用】
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【キッチン用】

センテッドカプセル

センテッドカプセル

2,000yen+税

2,000yen+税

カプセルサイズ：40Фx15H

カプセルサイズ：40Фx15H

センテッドカプセル4個入り

センテッドカプセル4個入り

Unit:6 イタリア製

Unit:6 イタリア製

BD:7010

BD:7010

12MCSTO

12MCSCU

Scent your space and keep away
unpleasant smells and insects.
「タバコのニオイが気になる時に。
また虫除け用にも。」

エトランジェ ディ コスタリカ Milleﬁori 取扱店舗

【Milleﬁori 岡山さんすて店】岡山県岡山市北区駅元町1-25 岡山駅西口ビル 2Fさんすて岡山

- Milleﬁori 直営店 -

tel:086-214-0014

【Milleﬁori 表参道ヒルズ店】東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ B2F tel:03-6804-2993

S

M

A

R

T

【Milleﬁori 東急百貨店 渋谷駅・東横店】東京都渋谷区渋谷2-24-1

南館8F

tel:03-3477-4483（代表）
【Milleﬁori 池袋サンシャインシティ店】東京都豊島区東池袋3-1-1 専門店街アルパ B1F
tel:03-6914-0781
【Milleﬁori 品川プリンスホテル店】東京都港区高輪4-10-30 品川プリンスホテル アネックスタワー 1F

【Milleﬁori アミュプラザ博多店】福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 アミュプラザ博多 2F
tel:092-409-6830
【Milleﬁori インキューブ天神店】福岡県福岡市中央区天神2-11-3 ソラリアステージビル 3Ｆ
tel:092-406-8066（代表）
【Milleﬁori ラシック福岡天神店】福岡県福岡市中央区天神2-1-1 福岡三越ラシック B1Ｆ
tel:092-406-6211

tel:03-5422-7400

【タバコ用】

【虫除け用】

【Milleﬁori エキュート赤羽店】東京都北区赤羽1-1-1 JR赤羽駅 北改札内 tel:03-3903-9019

センテッドカプセル

センテッドカプセル

【Milleﬁori 新宿髙島屋店】東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 新宿髙島屋 3F tel:03-6380-6351

- エトランジェ ディ コスタリカ 直営店 -

2,000yen+税

2,000yen+税

【Milleﬁori 町田東急ツインズ店】東京都町田市原町田6-4-1 町田東急ツインズ EAST 2F

【エトランジェ ディ コスタリカ ユーロ・ライフスタイルショップ】

カプセルサイズ：40Фx15H

カプセルサイズ：40Фx15H

センテッドカプセル4個入り

センテッドカプセル4個入り

Unit:6 イタリア製

Unit:6 イタリア製

BD:7010

BD:7010

tel:042-728-2071
【Milleﬁori 二子玉川店】東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川髙島屋S･C 南館 1F tel:03-5797-2530
【Milleﬁori 上野松坂屋店】東京都台東区上野3-29-5 松坂屋上野店 本館 2Ｆ tel:03-5807-1876
【Milleﬁori 名古屋松坂屋店】愛知県名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋名古屋店 北館 1F tel:052-264-2894

東京都港区六本木5-17-1B1F/AXISビル tel:0120-777-519（日曜定休）
【大阪ハービスPLAZA ENT店】大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT 3F
tel:06-4797-3230
【福山店】 広島県福山市三吉町南１-11-25 tel:084-975-7705（木曜定休）

【Milleﬁori 阪急西宮ガーデンズ店】兵庫県西宮市高松町14-2-186 阪急西宮ガーデンズ 1F
tel:0798-62-4131
【Milleﬁori 大丸梅田店】大阪府大阪市北区梅田3-1-1 大丸梅田 3F tel:06-6347-6180
【Milleﬁori 大丸心斎橋店】大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋北館 11F tel:06-6251-8520
【Milleﬁori なんばパークス店】大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 3F

12MCSAF

010 Milano-Italy

tel:06-6568-9501

12MCSAI
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エトランジェ・ディ・コスタリカ Milleﬁori オフィシャルサイト
Millefiori 公式@MillefioriJapan

www.millefiorimilano.jp

Etrangerdicostarica facebook

