
MONTALE（モンタル）の香りは古代からアラビアの国々で愛されてきた貴重な香木の香りをベースに作られています。フランキンセ

ンス、ホウセンカ、アンバー、シダーウッドなど。世界中から集められた香木を贅沢に使い、フランスのエスプリを加えて調香され

た MONTALE の優雅で愛すべきフレグランスの世界をお楽しみください。

香りのダイヤモンド「AOUD（ウード）」

古代アラビア諸国において、王族のみが使用することを許された貴重な

香り「AOUD（ウード）」。香木や沈香を意味する AOUD は、長年にわたり王

族の為だけに調香されてきました。その香りは、“香りのダイヤモンド”

と称され、現在も香木からオイルを抽出する製法は門外不出とされて、

神秘のベールに包まれています。

アルミボトルの特徴

「MONTALE（モンタル）」の香りとは

ボトルは香水の大敵である、光を遮断するア

ルミのボトルを使用しています。容器そのも

のが超軽量なアルミなので、旅行などの移動

のときに、別の容器に詰め替えることなく携

帯でき、入れ替え時に空気に触れて香りが飛

んでしまうことはありません。また、持ち運

びに便利なオリジナル袋がついており、ユニ

　　

モンタルの調香師は、「香木のオイルを調香する」という特別な技術とノ

ウハウをもって、フランスに帰国。香り大国であるフランスではじめて

AOUD をベースに調香したフレグランスブランド「MONTALE」を 2002 年に

スタート。香りは、フランキンセンス、ホウセンカ、アンバー、シダーウッ

ドなど、世界中から集められた貴重な香木を贅たくに使用していること

が特徴です。

ブランドとしてのこだわり

MONTALE はフランスのフレグランスブランドでありながら、フランス国

内では一切、宣伝をしていません。また、フレグランスブランドとしては

めずらしく、調香師（パヒューマー）の存在も明かされていません。それ

は、先入観を持たずに、探し求めた自分の香りに出会う時の感動を、大切

にしていただきたいから、そして MONTALE の香りを愛してくださる方

のためだけに扉を開けたいから・・・という彼らの強い思いがこめら

れています。

モンタル
MONTALE

●無添加で製造

●世界中から集めた香木を使用

●ギフトにもおすすめ

古代からアラビアの国々で

愛されてきた香り

セックスでお洒落なデザインは男女問わず愛されています。



ウードレザー

￥12,000+ 税

香水

LOT:1 W45×D45×H137 ㎜ 50ml 世界中から集められた香木を贅沢に使い、調香された香水です。

お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

モンタル
MONTALE

Perfume

430-EPADL50*

インド産ペッパー、ガテマラ産サフラ
ン、カルダモンなどのスパイスがクー
ルな香りを発します。そしてベースに
アンバーグリスとウードを使いベルガ
モットのフルーティーなノートが香っ
てきます。

ウードフラワー

￥11,000+ 税

洗練されたウードをベースにローズと
ゼラニウム・アブソルートを加えるこ
とで、優雅で力強い香りになりました。
この深い香りには官能的なベルガモッ
トとホワイトムスクが大事な役割を果
たしています。

ブラックウード

￥12,000+ 税

パチュリ、マンダリン、ムスクそして
ローズとのコンビネーションに、貴重
なカンボジア産ウードがブレンドされ
た、豪華な香りをお楽しみください。

430-EPAFL50* 430-EPBAD50*

ハニーウード

￥13,000+ 税

ラオス産ウードとアンバーが混ざり合
い、パチュリの葉とともにマダガスカ
ル産のバニラを一層あまく香らせてい
ます。シナモンのスパイスのきいた、フ
ローラルノートをお楽しみください。

ウードメロディー

￥13,000+ 税

エジプト産ジャスミン、ローズとイラ
ンイランが美しい調べをかなでます。
その後に、シダーウッドとサンダル
ウッドとアンバーの香りが心地よく香
ります。

ホワイトムスク

￥10,000+ 税 

スミレの葉とイランイランの甘い香り
から始まり、次に女性らしい純粋なホ
ワイトムスクの香りへと移ります。洗
練された香りはバーボンのようなゼラ
ニウムをベースに作られました。

430-EPHNO50* 430-EPOME50* 430-EPWMK50*

ウードローズペタル

￥11,000+ 税

ローズとゼラニウムのフレッシュな香
りにアンバー、シダーウッド、そして
チークウッドの香りが広がります。
ローズとウッディはとてもモダンな香
りが広がります。

ジンジャームスク

￥13,000+ 税

ちょっと驚きの香りです。ジンジャー
のさわやかさが始まりで、続いてホワ
イトムスクとブラックベリーの香りが
続きます。レッドベリーがベースにあ
り、すっぱさと甘さが混合する香りに
なりました。

ローズムスク

￥11,000+ 税

最高級の優美なローズをふんだんに使
い、貴重なムスクとあわせました。ロー
ズを心から愛した、光輝く宝石のよう
な女性・フランス王妃マリー・アント
ワネットをイメージし、彼女の生誕
250 周年を記念して作られました。

430-EPGMK50* 430-EPRMK50* 430-EPORP50*

アテール

￥11,000+ 税

最高級のマイソールのサンダルウッ
ド、ブルガリアのローズをふんだんに、
そして丁寧に蒸留してブレンドしまし
た。「マハラジャの香り」と呼ぶにふわ
さしい、シンプルですが、力強くて魅力
的な香りです。

クリスタルフラワー

￥11,000+ 税

香り高いローズにイタリアのマンダリ
ン、すずらん、そしてホワイトムスクの
香りはとても甘く、また官能的なオリ
エントフラワーを思わせます。

ローズナイト

￥13,000+ 税

魅惑的なブルガリア産のバラが、スマ
トラ産パチューリと溶け合いそれをエ
レガントなバラの葉が包み込んでいま
す。芳醇なアンバーとホワイトムスク
の香りが、情熱を掻き立てるように、
香ってきます。

430-EPATT50* 430-EPCFL50* 430-EPRNT50*

シプルフルーツ

￥10,000+ 税

官能的でありながら、フルーティーな
香りです。魅惑的なムスクとシプレの
香り。オークベルガモット、パチュリ
ウッドがベースのローズとジャスミン
が加わりトロピカルフルーツの香りを
ブレンド。

サンセットフラワー

￥12,000+ 税

ひと吹きで、みずみずしい花 （々ハニー
サックル、ヴァイオレット、ローズペタ
ル、エジプトジャスミン等）の香りが広
がります。ホワイトムスク、アンバーが
爽やかさだけでは終わらない深みを表
現しました。

ベルベットフラワー

￥10,000+ 税

フルーツとフローラルの新しい共演で
す。ピーチの花、ローズ、ジャスミン、コ
モロ島からのイランイランなどを使っ
たノスタルジックな香りにサフランと
ガージャンの香りを加えました。

430-EPCFR50* 430-EPVVF50* 430-EPSPF50*

アロマティックライム

￥11,000+ 税

さわやかなグリーンレモンをベースに
ほろ苦いオレンジを加えたシトラスの
香りはユニークにもサフラン、ガルバ
ヌム、ミルラと出会い、甘くさわやかな
香りに奥行きを出しました。

ムスクトゥムスク

￥12,000+ 税

ウード（チークウッド、サンダルウッ
ド）とホワイトムスク、グレイアンバー
が重なり合い、重厚感のある香りへと
到達しました。ほのかに鼻をかすめる
スパイスの香りです。

パチュリ・リーヴ

￥10,000+ 税

システ（ラブダナム）とオーク、アン
バーが、贅沢に熟成させたパチュリと
溶け合い、複雑で深みあるトップノー
トに。その自然味溢れる香りにヴァニ
ラやホワイトムスクが見え隠れ、魅惑
的な香りのコントラストを奏でます。

430-EPPHL50* 430-EPMTM50* 430-EPARL50*

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。



モンタル
MONTALE

Perfume 香水

お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

チョコレートグリーディー

￥11,000+ 税

リッチなガナッシュの美味しそうな香
りからかすかにビター・オレンジの香
りを感じる、最高級のトリュフのイ
メージ。ラストノートは優しく官能的
な SWEET & BITTER なチョコレートの香
りの香水。

フルーツオブザムスク

￥12,000+ 税

たわわに実った果実を思わせる甘酸っ
ぱい香りはストロベリーリーフ、ブ
ラックベリー、ラズベリー、マンダリン
オレンジ等のハーモニー。甘酸っぱさ
と官能的な存在感が同居する、とても
透明感のある香り。

フゼアマリーン

￥11,000+ 税

シダをイメージさせる香り（ラベン
ダー、ゼラニウム、パチュリ、オークモ
ス）をベースに海のフレッシュな香り
とクールなムスクをブレンドしまし
た。森と海のハーモニーをお楽しみく
ださい。

アントンスペッパー

￥13,000+ 税

ペルー産のピンクペッパーとマダガス
カル産ブラックペッパーの香りが興奮
をかきたて、残り香となるマレーシア
産ウード、官能的なシダーウッド、アン
バーの香り。

パウダーフラワー

￥11,000+ 税

パウダー・フラワーの名前の通り、軽
やかで清潔な印象の親しみやすい香
り。トップ・ノートは可憐なダマスク
ローズとジャスミンの白い花のフロー
ラルな香り。

ソレイドゥカプリ

￥10,000+ 税

サンダルスリイヴァー

￥10,000+ 税

官能的なベルガモット、シトラスフ
ルーツの香りはイタリアのシシリアか
ら。最高級のマイソールのサンダル
ウッドと合わせました。ほのかな花の
香りとヴァニラの感覚をお肌にまとっ
てください。

ウッドアンドスパイス

￥10,000+ 税

黒檀、サンダルウッド、ヴェチヴェル、
この貴重な木の香りとカルダモンの香
りを合わせました。このユニークな香
りは私たちをインドの秘境への旅へ連
れていってくれるようです。

元気をくれるシトラスフルーツの香り
はグレープフルーツとキンカンの白い
花から取り出しました。ホワイトムス
クと地中海のスパイスをブレンドした
香りは青い空と海を思わせます。

プリティーフルーティー

￥11,000+ 税

フレッシュな果実をそのまま身に纏う
よう。トップノートは爽やかなシトラ
スの香り。すぐにブラックベリーと
パッションフルーツの甘すっぱい香り
へ。プリティな印象はローズがアクセ
ント。

ローズエリクシル

￥12,000+ 税

ローズの香りとともに、シトラス、イチ
ゴの葉、ジャスミン、オレンジの香りが
香ってきます。そしてアンバーやムス
ク、バニラの香りが広がります。
 

ホワイトウード

￥12,000+ 税

最高級のアンバー、ほのかに香るヴァ
ニラがユニークなアクセントです。
Aoud( ウード ) の力強さと、凛としたエ
レガンスが寄り添う上品で洗練された
香りです。

ゴールドフラワー

￥11,000+ 税

薫り高いチューべローズ、貴重なすず
らんの白い花のやわらかな香りに始ま
り、やがてペッパーやアンバー、そして
ムスクのピリリとしたアクセントが顔
を覗かせます。

430-EPSSL50* 430-EPPPFL50* 430-EPIPE50*

430-EPWAS50* 430-EPSDC50* 430-EPFMK50*

430-EPCHG50* 430-EPFOM50* 430-EPPFR50*

430-EPREL50* 430-EPWAD50* 430-EPGRF50*

香水の種類・構成

香水は大きく分けて４つの種類（オーデコロン、オード・トワレ、オード・パルファム、パルファム）に分けられます。MONTALE の香水はオード・パルファムという種類に分けられ香りの深みと

豊かさをお楽しみ頂けます。また、香水には香りの構成があり、時間と共に香りの印象が違ってきます。香りの第一印象となるの最初の約５分はトップノート。次に香水のテーマやメッセージ

を表現するミドルノート。そして残り香となるラストノート。香りだけでなく時や場面、気分によって香水の種類を変えることも楽しみ方の一つです。

トップノート（５分以内）

シトラスやベルガモットなど揮発性の高い香りが中心。

ミドルノート（約３０分～１時間）

香水の核をなす部分。フローラルなどの香りが中心。

ラストノート（約 2 時間）

アンバーやムスクなど動物性（合成も含む）や、

バニラや樹脂、スパイスなどが中心。

オーデコロン オード・トワレ オード・パルファム パルファム

持続時間

特徴

賦香率 3％ 5-10％ 10-15％ 15-25％

１－２時間 ３－４時間 ５－６時間 ５－８時間

アルコールの刺激が

肌を清潔にし気分を

リフレッシュする。

朝つけるとお昼ごろに

ほんのり香りが残る。

パルファムに近い濃

度とスタイルをもつ

が、価格は手ごろ。

完成度が高く芸術品

といえるほど。香りに

深みと豊かさがある。

＊賦香率…香料の割合

top

middle

last

〈香水の種類〉 〈香りの構成〉

LOT:1 W45×D45×H137 ㎜ 50ml 世界中から集められた香木を贅沢に使い、調香された香水です。

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。


