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FRAGRANZE D’AMBIENTE
HOME FRAGRANCES

DR. VRANJES では、季節によって
香りを着替えることをおすすめしています。

1 月におすすめする香り

GINGER & LIME 〈ジンジャー & ライム〉

新たな年の始まりはシャープで洗練されたスパークリングノートで迎えてみては。
ほのかに甘く情熱的なジンジャーと弾けるライムの爽やかなエッセンスが新年の空気と
調和してお部屋をキリリと、そして活力あふれる空間にしてくれます。
お客様をお迎えするエントランスやリビングルームに、また集中してお仕事に取り組み
たい書斎にもオススメです。

Story of the Fragrance
誕生にまつわるストーリー
私が旅した国々の記憶は、嗅覚によって呼び起こされる情動と常に結びついています。
もう何年も前にブラジルを旅した時に、「カイピリーニャ」というカクテルに出会いました。
サトウキビと、ジンジャーに似た辛みのあるアロマが効いたブラジル特有のカシャッサと
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いうスピリッツと、ライムの香り際立つカクテルです。
このカクテルを作るには、擂り粉木を使ってライムを潰します。私にとっては、その時に
溢れた鮮やかなライムの香りとこの

FRAGRANCE
of

the month

ブラジルの旅は、切っても切れない
ほどに結びついているのです。カイ
ピリーニャはその後、ヨーロッパ
でも人気のあるカクテルの一つと
なりました。このフレグランスは
私とこのカクテルとの出会いのよう

GINGER& LIME

に、パチパチと跳ねるような爽やか
でスパークリングな香りです。

パオロ・ヴラニエス

PHILOSOPHY OF DR. VRANJES
入念に抽出された最高品質のエッセンシャルオイルを使用し、
ドゥオモを模した美しいガラスボトルに詰められた

DR. VRANJES〈ドットール・ヴラニエス〉の ルームフレグランス
には、唯一の調香師、Dr. パオロ・ヴラニエスの香りへの情熱、
鋭い感性や豊かな感受性、そして人生観が溢れています。
日々過ごす空間を特別な香りで満たし、時間と空間を香りの
記憶として留め、洗練されたインテリアを完成させるフレグランス。
記憶をめぐる香りの旅は、これから先も永遠に

DR. VRANJES のクリエイションのテーマです。

FRAGRANZE D’AMBIENTE
FRUITY

DIFFUSERS ［ディフューザー］
限定発売

FRESH CITRAS
ARIA

[ 空気 ]
レモンとオレンジの花の香りに、
ホワイトムスク、ミントが見事に調和した
シトラスノート。空気のようにさりげなく、
フレッシュで清潔感のある香り。

GINGER & LIME

[ ジンジャー＆ライム ]

▲

ARANCIO CANNELLA

ARANCIO & UVA ROSSA

地中海のみずみずしいオレンジと
セイロン島産シナモンのブレンドが、洗練
された印象を与えるフレグランス。
明るくエナジーあふれる香り。

オレンジと赤葡萄のビターでリッチなフルーティ
アロマに、ほのかなシナモンがアクセント。
自然の恵みをとじ込めた甘くみずみずしい香り。

MELOGRANO

MELOGRANO & MENTA

赤く瑞々しいザクロの種を砕いた時に広がる、
フレッシュでリッチな甘さを香りで表現。
優しくエレガントなフルーティノート。

ザクロを表現した甘く酸味のあるフルーティ
ノートに、新鮮な野生のミントが清涼感を添えた、
リッチでフレッシュなフレグランス。

[ オレンジ・シナモン ]

ITALIA [ イタリア ]
フレッシュで芳しいワイルドミントに
白い花を咲かせるベルガモットが
程よい苦みと瑞々しさを、赤をイメー
ジさせる活力あふれるジンジャーが
最後に力強さを添えたフレグランス。

[ ザクロ ]

VANIGLIA MANDARINO
[ バニラ・マンダリン ]

[ ザクロ＆ミント ]

ほのかに甘く情熱的なジンジャーをライムの
爽やかなエッセンスが引き立て、洗練された
印象を与えるフレグランス。

バニラの甘さとマンダリンオレンジの
フレッシュな香りが互いを引き立て見事に調和
した、明るく情熱的なフルーティノート。

CHINOTTO PEPE

POMPELMO CASSIS
[ ポンぺルモ・カシス ]

GREEN FLOWERS

MAGNOLIA ORCHIDEA

フレッシュでほのかにビターなキノットの
香りに、ペッパーが美しく調和。
温かみのあるエレガントなフレグランス。

グレープフルーツとカシスのフレッシュな
フルーティノートに、スパイスがアクセント。
甘さの中にほのかな苦味を感じさせる瑞々しい
フレグランス。

芳しい花々とグリーンティー、イランイラン、
ジャスミンのエッセンスがみずみずしく調和
したナチュラルなグリーンノート。

洗練されたモクレンと優雅なラン、
繊細なミモザの香りが特徴の気品あふれる
フレグランス。
芳しい花々が醸し出す高貴な香り。

[ キノット・ペペ ]

FLORAL
[ グリーン フラワー ]

SPICY・BALSAMIC
FUOCO
マイソール産サンダルウッドの貴重な
エッセンスに、クローブ、スターアニスが調和
した甘く情熱的なスパイシーノート。
奥行きのある豊かな香り。

2022 年 9 月 1 日発売

[ レア スパイス ]

[ ミルラ・サフラン ]

ミルラの神秘的なオリエンタルノートとサフランやバニラ 、香り
高いベルガモットとの出会いから生まれたこのフレグランスは 、
スパイシーでありながらぬくもりを感じさせる甘さが特徴 。
五感を満たす「秋」を祝福する香りです。

以下のアイテムでも同じ香りをお楽しみいただけます。

LAMPARFUM

CANDELE

CARPARFUM

HAND CREAM

FRAGRANZA BIANCHERIA

グリーンとハーブのエッセンスがみずみずしく
際立つ、繊細なスパイシーノート。
シャープで都会的な香り。

WOODY
AMBRA

[ アンバー ]

PEONIA BLACK JASMINE ▲

中心となるのは貴重なターキッシュローズの
エッセンス。抱えきれないほどのバラの花束を
思い起こさせる、まろやかでいて華やかな
フローラルノート。

香り高い芍薬や希少なブラックジャスミンを
基調に、スズランやヒヤシンスなどが調和した、
現代的で洗練されたスパークリングフローラル
ノート。

[ ペオニア ブラック ジャスミン ]

AIRY & POWDERY

SPEZIE RARE

MIRRA ZAFFERANO

[ マグノリア・ラン ]

PETALI DI ROSE
[ ペタリ ディ ローゼ ]

[火]

▲

[ オレンジ＆グレープ ]

▲

アンバー独特の優美で洗練された香りが際立つ
オリエンタルノート。アイリスやラバダナムが
紡ぎ出す、落ち着いた気品あふれる香り。

ACQUA

GIGLIO DI FIRENZE

バジルの葉の芳しい香りに、ホワイトムスクと
ソルトが個性を際立たせる爽やかな
マリンノート。浜辺に寄せる波のような
透明感あふれるフレグランス。

アイリスを基調に、様々なエッセンスが醸し
出す甘くまろやかなパウダリーノート。
ブランド 35 周年アニバーサリーフレグランス。

TERRA

WEST

リッチなシベリアンパインの香りに、
グリーンモスとラヴェンダー、バニラとミント
が美しく調和した芳醇で温かみのある
ウッディーノート。

ベルガモットや甘美なシトラスの花の香りに、
グリーンティーが爽やかに調和。
大西洋を吹き抜ける風のような透明感ある
マリンノート。

[水]

[ 大地 ]

[ ジリオ ディ フィレンツェ ]

[西]

FRAGRANZE DA COLLEZIONE

E DIZIO NE L I M I T A T A

THE COLLECTION

LIMITED EDITION
直営店・ Dr. Vr anj e s ON LI N E
限定フレグランス

コレクションシリーズ

BELLINI
[ ベリーニ ]

ヴェネツィアのかのハリーズ・

バーで誕生した淡い桃色が美しい
カクテル「ベリーニ」と、運河の

情景を香りで表現したフレグランス。
ピーチやブドウといったジューシー
な果実に繊細な花々やスパイスが

2022 年 10 月 6 日よりモデルチェンジ & 新価格

調和した柔らかな甘さと瑞々しさが

D R . VRA NJES FO R MA SERA TI

溢れるスパークリングなフルーティ

[ ドットール・ヴラニエス フォー マセラティ ]

ROSSO NOBILE
[ ロ ッ ソ ノービレ ]

ノート。

イタリアンエレガンスを体現し続ける高級車マセラティとのコラボ
レーションにより誕生したフレグランス。トップノートのグリーン
シトラスに、マセラティの内装を思わせるレザーやムスクが重なり
合い、深い甘さの中に力強さを感じさせます。

▲

ラベルの色が混在しておりますが、

赤ワインをモチーフにした、アイコン的フレグランス。
様々なベリーやシトラスが調和した芳醇なフルーティー
ノートに、スミレとバラを中心としたフローラルノート、
繊細で気品あふれるタンニンのアロマが、ユニークな香りの
ハーモニーを完成させています。

OUD NOBILE
[ ウード ノービレ ]

ご了承ください。

[ ミラノ ]

デザインやモードを発信し続ける街ミラノ
の、センシュアルで溌溂としたエナジーから
インスパイアされた、洗練されたスパイシー・
ウッディノート。パチュリの鮮烈なアロマに、
ペッパーやサンダルウッドが活力と力強さを、
シダーウッドの芳香が全体の調和とバランス
を生んでいます。

▲

直営店・ Dr. Vr anj e s ON LI N E
伊勢丹新宿店 D r . V r anj e s コ ー ナ ー 限 定 フ レ グ ラ ン ス

PRIMO
[ プリモ ]

代官山直営店のために創られたフレグランス。爽やかで瑞々しいグレープ
フルーツと甘酸っぱいカシス、花々のアロマにスパイスなどが自然に調和
した、上品で奥行きのあるフルーティーフローラルノート。
イタリア語で、第一の・最初のという意味を持つ P R I M O と名付けられました。

ブランド 30 周年のアニバーサリー
フレグランス。沈香とも呼ばれる希少な
香木 OUD のエッセンスに、ベルガモット、

ネロリが美しく調和。魅惑的なミルラなど
のオリエンタルノートがさらなる深みを
与え、この神秘的で唯一無二の香りを完成
させています。

17 APRILE

[ ディチャセッテ アプリーレ ]
名古屋直営店オープンの日に因んで名づけられたこの香りは、アプリコット
やピーチなどの果実に、芍薬やジャスミン、バラといった芳しい花々が調和。
フェミニンなたおやかさを感じさせるフルーティーフローラルノート。

BOBOLI
[ ボーボリ ]

ボーボリ庭園の花や緑からインスパイア
されたフレグランス。レモンやオレンジ
フラワーを中心としたフレッシュなフロー
ラルノートに、柘植などのグリーンノートが
優しく重なり、ジャスミンやサイプレスが
美しい香りのハーモニーを奏でます。

色味はご指定いただけませんので

MILANO ▲

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

CALVADO'S
[ カルバ ド ス ]

美しい琥珀色のアップルブランデー・カルバドスを香りで表現。
アップルやベルガモットを中心とした豊かなフルーティーノート
にフレッシュなパセリやペッパー、シダーウッドが香りに奥行を
与えます。最後にタンニンのアロマが、気品あふれる芳醇な香り
を完成させています。

ボトルサイズ

250ml

500ml

1250ml

2.5L

5L

13本

15本

スティックの本数

10本

12本

17本

適したお部屋の広さ

約6畳

約12畳

約20畳以上





※1 適したお部屋の広さはあくまで目安です。温度や湿度等、環境によって前後いたしますので、
ご了承ください。
※2 フレグランスの種類によって1250mlサイズ以上は、バイオーダーにて承るものもございます。

ROSSO NOBILE

ロッソ ノービレ

モチーフは赤ワイン、DR. VRANJES のアイコン的フレグランス
「ワインとは味わいの素晴らしさだけではなく、目を喜ばせ、香りとそこから始まる会話をたのしませるもの」
というイタリアらしいコンセプトから生まれた ROSSO NOBILE。

DIFFUSER
ディフューザー

ストロベリーとブラックベリーにシトラスが調和した芳醇なフルーティーノートに、スミレとバラを中心とした
フローラルノートが優しく重なります。ユニークな香りのハーモニーを完成させるのは、繊細で気品あふれる
タンニンのアロマです。ワインを愛する方へのギフトに、ご自身の大切な空間の演出に。

DR. VRANJES ならではの希少な香りをお楽しみください。

ご使用上の注意
※本品は飲み物ではありません。誤って飲みこまないよう、十分ご注意ください。
誤飲された場合は、すみやかに医師にご相談ください。
※お肌への直接の使用は避けてください。肌に付着した場合は水で洗い流して
ください。
※ルームフレグランス以外の用途で使用しないでください。
※火災の原因となる場合がありますので、火気の近くおよび高温となる場所での
使用、保管は避けてください。
※小さなお子様やペットの触れない場所で、使用・保管してください。
※ご使用上の注意については、商品に付随するリーフレットを必ずご確認ください。
※香りの感じ方には個人差があります。フレグランスの種類によって香りの強さが
異なったり、同じ名前の香りでもアイテムによって香りの印象が異なる場合が
ございます。

1. ボトルのコルクを取り外し、付属の全てのスティックをボトルに
挿してください。
スティックを全てボトルに挿すことが大切です。
スティックの本数を減らして使用すると、
ボトルに埃が入りやすく
なったり、
フレグランスの蒸発が早まります。

〈付属品〉
250ml：スティック（ブラック）・10 本
500ml : スティック（ブラック）・12 本
1250ml：スティック（ブラック）・17 本
2500ml : スティック（ブラック）・13 本
SET BOX 750ml：
葡萄の枝・7 本、刻印入りデキャンタ

〈部屋の広さ〉
250ml：約 6 畳 / 500ml : 約 12 畳
1250ml 以上：約 20 畳以上
※広さはあくまで目安です。温度・湿度等、環境に
よって前後いたしますので、ご了承ください。

2.まず使い始めは、
フレグランスを十分吸収させるために、
ボトルに挿したスティックを 30 分ほどそのままにして
ください。
その後、
スティックの上下を入れ替えるとすぐに
香りが広がります。

3.その後はお好みに応じてスティックの上下を入れ替えると、
香りの広がりをよりお楽しみいただけます。香りの強さは、
スティックをひっくり返す頻度で調節してください。

ご使用上の注意
※火の取扱いには十分ご注意ください。

CANDELE D’ARREDO

※ガラスのベース部分が破損している場合は、点火して使用しないでください。
※パッケージに入ったままの状態で使用しないでください。
※やけどをするおそれがありますので、使用中や火を消した直後はロウや芯に
絶対に触れないでください。また、高温になりますので、ロウが完全に冷えるまでは、

キャンドル

ベース部分を動かしたり、手を触れないようお気を付けください。
※小さなお子様やペットの触れない場所でご使用・保管してください。
※１回の点灯時間は２時間程度にとどめてください。長時間の点灯はガラスベースの破損の原因となる場合があります。
※香りの感じ方には個人差があります。フレグランスの種類によって香りの強さが異なったり、同じ名前の香りでもアイテム
によって香りの印象が異なる場合がございます。

フィレンツェが育んだ芸術とクラフトマンシップの融合

1.

最高品質のエッセンシャルオイルを使用した、完成度の高いキャンドル

※点火の際は、柄の長めのマッチや、ライターを使用してください。

コレクション CANDELE D’ ARREDO〈キャンドル〉。まず目を引くのは、

※マッチの燃えカスなどを、溶けたロウの中に投げ入れないでください。

その斬新で迫力あるフォルムです。ドゥオモ（大聖堂）を模した八角形の

※カーテンなどの燃えやすい物や、溶けやすい物のそばでは使用しないでください。

ベース部分は、トスカーナ地方の伝統工芸でもあるガラス工芸の手法で
すべてハンドメイドで作られています。豊かな香り立ちと、歴史ある街

また、大理石やガラス塗装面など、熱により破損・変質しやすいものの上や近く

このコレクションは、上質なフレグランスデコレーションをお求めの方

※周囲に炎が燃え移る可能性があるため、窓辺や空調の下など、風の強い場所での

などでは使用せず、平らで安全な場所でご使用ください。

フィレンツェが育んだ高い技術と芸術性、様式美の融合によって生まれた
にも、きっとご満足いただけるはずです。

使用は避けてください。
※直射日光が当たる場所や高温の場所は避けて使用・保管してください。

※製品はすべてハンドメイドのため、製品ごとに表情が異なります。また容器表面に、ハンドメイド特有のえくぼや塗装の

※1 回の点灯時間は 2 時間程度にとどめてください。長時間の点灯はガラスベース

むらがみられることがありますことを、ご了承ください。

の破損の原因となる場合があります。
2.
※定期的に芯の長さを約 1.5cm カットして 4〜5mm に保ってください。
炎の大きさを均一にし、黒煙が出るのを防ぎます。
3.

PEARL WHITE

RED TOURMALINE

［内容量・芯の数］
500g：３つ
1000g：６つ
3000g：８つ（7 つ）
※3000g の芯の数は順次 7 つへ変更いたします。

※火をつけたままキャンドルのそばを離れないでください。

GOLD

※就寝前には必ずキャンドルの火を消してください。
4.
※キャンドルを複数ご使用になる場合は、それぞれを 15cm 以上離して
ご使用ください。
※炎は吹き消さず、スナッファー（ロウソク消し）など、専用の用具を
使用し炎を消してください。
※決して液体を使用した消火は行わないで下さい。

［カラーと香りの種類］
パールホワイト：GINGER & LIME〈ジンジャー＆ライム〉

【キャンドルの色ムラ等について】

レッドトルマリン：ROSSO NOBILE〈ロッソ ノービレ〉

当ブランドのキャンドルは、黒煙の発生をできるだけ抑え豊かな香り立ちを実現するために、ベジタブルワックスを採用し、厳選したエッセン

ゴールド：ROSSO NOBILE〈ロッソ ノービレ〉

シャルオイルを配合しています。そのため製品やパッケージに色ムラや変色等が発生する場合があります。キャンドルに色ムラや変色等があり

OUD NOBILE〈ウード ノービレ〉

ましても、製品の品質には問題ありませんので安心してご使用いただけます。

ご使用上の注意

LAMPARFUM

1

1. 平らで安全な場所でご使用ください。また、専用フレグランスにはアルコールが
含まれ引火しやすいため、火気のそばでは絶対に使用しないでください。

ランパルファム
ランパルファム

2

2. 付属のロートを使用し、容器本体に LAMPARFUM 専用
フレグランスを 150ml ほど注いでください。
（容器の 1/3 以上は注がないでください。）
3
3. バーナーを容器本体に挿入し、金属製のフタをかぶせます。バーナーにフレグランスが

高い空気清浄機能とともに香りもお楽しみいただける、フレグランスの新しい形

完全に染み込むまで数分置いてから金属製のフタをはずせば準備完了です。ただし、

ランパルファムは、高い空気清浄機能を発揮すると同時に、
DR. VRANJES の香りもお楽しみいただける

初回使用時には、1 〜 3 時間は新しいバーナーにフレグランスを染み込ませてください。

フレグランスアイテムです。アルコールや芳香成分などを含む専用フレグランスが特殊なバーナーを

4

通じて高温で燃焼し、バクテリアや家庭の臭いの元となる分子の増殖を抑えることで空気を浄化します。

LAMPARFUM SET BOX

4. ライター等でバーナーに点火後、少なくとも 3 分間は
点火状態をそのまま維持してください。

〈ランパルファム セットボックス〉

トスカーナの伝統工芸でもあるガラス工芸の職人によってひとつひとつ作られるベース本体と、専用

点火時は大きく炎上しますが、徐々におさまります。

5

フレグランスリフィルを専用ボックスにセットにしました。フィレンツェのシンボル、ドゥオモの丸屋根

（クーポラ）を模した美しくエクスクルーシヴなベースが、洗練されたインテリアを完成させます。

5. 点火してから 3 〜 5 分後、炎が小さくなりバーナーが薄灰色に色が変わったら、
炎を完全に吹き消します。炎を吹き消すと煙が立ちのぼり、煙とともに香りが広がります。

［ベース］全 6 色

［専用フレグランスリフィル］容量：500ml

香り：ARANCIO&UVA ROSSA〈オレンジ＆グレープ〉

6. アクセサリーキャップをかぶせて、お部屋の広さやお好みに

6

合わせて、香りを拡散させてください。空気清浄機能とともに

DR. VRANJES の素晴らしい香りをお楽しみいただけます。
※効果を行き渡らせるための拡散時間の目安は、空間 1 ㎡あたり約 1 分です。

7

7. 香りを広げ終わった後は、必ず金属製のフタをかぶせて保管してください。
かぶせない状態で放置しますと、触媒反応により液体が蒸発し続けますのでご注意ください。

LAMPARFUM 専用フレグランスリフィル

また、しばらく使用しないまま放置しますと、バーナーに火が付きにくくなります。

純度の高い最高品質のエッセンシャルオイルが含まれた専用フレグランスが、素早く、しっかりと

部屋中に広がります。お部屋の広さに合わせて、20−60 分程度ご使用ください。
（拡散時間は空間
1 ㎡あたり 約 1 分が目安です。）香りは 19 種よりお選びいただけます。
［容量］500ml

［香りの種類］ACQUA〈水〉・ARIA〈空気〉・FUOCO〈火〉・TERRA〈大地〉・MELOGRANO
〈ザクロ〉
・ARANCIO CANNELLA〈オレンジ・シナモン〉・VANIGLIA MANDARINO ＜バニラ ・
マンダリン＞・SPEZIE RARE〈レアスパイス〉
・GINGER & LIME〈ジンジャー＆ライム〉・

AMBRA〈アンバー〉・CHINOTTO PEPE〈キノット・ペペ〉・LAVANDA E TIMO〈ラヴェンダー・
タイム〉
・GREEN FLOWERS〈グリーン フラワー〉・ANTIZANZARE〈アンチ ザンザーレ〉・

MELOGRANO & MENTA〈ザクロ＆ミント〉・ARANCIO & UVA ROSSA〈オレンジ＆グレープ〉・
ROSSO NOBILE〈ロッソ ノービレ〉・OUD NOBILE〈ウード ノービレ〉・BOBOLI〈ボーボリ〉

＊火の取り扱いには十分ご注意ください。
＊引火するおそれがありますので専用フレグランスをこぼした場合には、完全に拭き取ってください。また、手などにフレグランスが付着した
状態で火を付けないでください。
＊やけどをするおそれがありますので、使用中には絶対にバーナーに触れないでください。アクセサリーキャップも高温になりますのでご注意ください。
＊容器、アクセサリーキャップが熱いうちは移動させないでください。
＊容器は逆さにしないでください。
＊小さなお子様やペットの触れない場所で、ご使用・保管ください。
＊カーテンなどの燃えやすいものや、溶けやすいもののそばでは使用しないでください。
※香りの感じ方には個人差があります。フレグランスの種類によって香りの強さが異なったり、同じ名前の香りでもアイテムによって香りの印象が
異なる場合がございます。

CARPARFUM
カーパルファム

ご使用上の注意

家で過ごすのと同じように、車内で過ごす時間も心地よく贅沢に。

※ディスペンサーがはずれて転がり落ちないように、吹き出し口にしっかり差し込んで固定してください。
※ディスペンサーやカーエアコンの吹き出し口の破損の原因となりますので、お取り付けの際は、絶対に強い力で

DR. VRANJESの香りが洗練された車内空間と特別な時間を演出します。

DISPENSER

無理に差し込まないでください。
※カーエアコンの吹き出し口の形状によっては、ディスペンサーを取り付けられない場合があります。

専用ディスペンサー

※エアバッグが作動しにくくなったり、運転の妨げになる箇所には取り付けないでください。
※カーディフューザー以外の用途で使用しないでください。

デザインインスピレーションはブランドのアイコンでもあるフィレンツェのドゥオモから。

※クルマを運転中にディスペンサーやリフィルの取り付けや交換をしないでください。

フィレンツェのシンボルともいえるドゥオモの八角形の美しいクーポラが、ここにも反映

専用 BOX

されています。ディスペンサーのクリップをカーエアコンの吹き出し口に取り付けてご使用ください。

※ディスペンサーの脱落を避けるため、ディスペンサー装着後はオートスイングを含め、絶対にスイング（エアコンの
風向きを調整する羽）を作動させないでください。
※リフィルを分解しないでください。
※小さなお子様やペットの触れない場所で、ご使用・保管ください。
※誤ったご使用によるお怪我や損害等につきましては、弊社は責任を負いかねますのでご了承ください。
※香りの感じ方には個人差があります。フレグランスの種類によって香りの強さが異なったり、同じ名前の香りでも
アイテムによって香りの印象が異なる場合がございます。

1. ディスペンサー上部ロックリングを、カチッと
音がするまで反時計回りに回し開けてください。

CARBON FIBER
カーボン ファイバー

CHROME
NICKEL

クローム

ニッケル
2. リフィルを覆っている保護フィルムをとり外し、

REFILL 専用フレグランスリフィル
［香りの種類］ROSSO NOBILE〈ロッソ ノービレ〉/ OUD NOBILE〈ウード ノービレ〉

MILANO〈ミラノ〉/ GINGER & LIME〈ジンジャー＆ライム〉
AMBRA〈アンバー〉/ PEONIA BLACK JASMINE〈ペオニア ブラック ジャスミン〉

CARPARFUM GIFTBOX

〈カーパルファム ギフトボックス〉

リフィルのブランドマーク下部のへこみ部分とディス
ペンサー内部の出っ張りがぴたりとあうようにセット
してください。

テクスチャーの美しいスタイリッシュなボックスに、カーエアコンの吹き

3. リフィルをセットしたらディスペンサー上部の

出し口に取り付けるディスペンサーとリフィルを 2 つセット。

ロックリングをカチッと音がするまで時計回りに回し、

DR. VRANJES の香りが洗練された車内空間とエクスクルーシヴなドライブ

しっかりと閉じればセット完了です。

シーンを演出します。
［専用ディスペンサー］ CARBON FIBER
［専用フレグランスリフィル］ ２個
香り：ROSSO NOBILE +OUD NOBILE

ROSSO NOBILE+MILANO
ROSSO NOBILE+AMBRA
ROSSO NOBILE+PEONIA BLACK JASMINE

4. ディスペンサーのクリップ部分をカーエアコンの
吹き出し口に取り付けてご使用ください。
ディスペンサーの右にあるレバーで、３段階に香りの
強さを調整できます。

HAND CREAM

ロッソ ノービレ ハンドクリーム
世界中の DR. VRANJES でもっとも愛されている
フレグランス ROSSO NOBILE〈ロッソ ノービレ〉
をハンドクリームに。肌にのせた途端、数々の果実
や花々、タンニンの渋みが織りなす豊かなアロマが
広がります。芳醇な赤ワインをモチーフにした忘れ
がたい香りを、いつもお手元でお楽しみください。
肌にすっとなじみべたつかない軽やかな質感のハン
ドクリームです。パラベンやワセリン等の石油系油脂
を含まず、天然由来のビタミン E やオリーブオイルなど
の植物油が、肌に潤いを与えます。
刺激から手肌を守り、本来の柔らかな肌に。

［内容量］50ml
［香りの種類］
ROSSO NOBILE〈ロッソ ノービレ〉

FRAGRANZE BIANCHERIA
リネンフレグランス

カーテンやベッドリネンなど身の回りの布製品を優しく香らせるリネンフレグランス。

タオルやバスローブを羽織った時に、ふと香る、その瞬間の豊かさを感じていただけるシリーズです。

FRAGRANZA SPRAY

〈フレグランスリネンスプレー〉

［内容量］250ml
［香りの種類］
ARIA〈空気〉
GINGER&LIME〈ジンジャー＆ライム〉
MAGNOLIA ORCHIDEA〈マグノリア・ラン〉

