
ROSY RINGS（ロージーリングス）は、1995 年にコロラド州デンバーで、ボタニカルキャンドルの原型が作られ誕生しました。小さな

地下室での趣味から始まったキャンドル作りでしたが、規模は徐々に大きくなり、今では 450 坪を超える大きな工場を構え、世界

中に ROSY RINGS をお届けしています。規模は変わっても創業当時から変わらぬハンドメイドによる製法を貫き、大量生産では生

み出すことのできない品質や香りを求め続けています。

ロージーリングス

ROSY RINGS

ハンドメイドだからこその表現

リードディフューザーは、ガラス

ボトルの中に植物などをひとつひ

とつ詰め込む骨の折れる作業です

が、大量生産では成しえない洗練

された美しい仕上がりになりま

す。天然の草花やスパイスをこだ

わりのボトルに詰め込んだ、イン

テリアとしても空間を美しく演出

するリードディフューザー。

優雅でうっとりするような豊かな

香りを、6 ～ 9 ヶ月間お楽しみいただけます。（使用環境などにより多少

異なります）アーバンライフの中で自然に触れることはたやすくありま

せん。ひとすくいのラベンダーやドライリーフなど、自然の恵みによっ

て作られたリードディフューザーをはじめとするボタニカルコレク

ションは、私たちに自然の美を思い出させてくれます。あなたに自然の

エネルギーが溢れることを願って。

ボタニカルキャンドルのこだわり

ボタニカルキャンドルは、型にワックスを流し込みドライフラワーを詰

め、再度ワックスを流し込むといった手作業により、仕上がりまでに 2

日間を要します。自然の草花とともに、心温まる炎に包まれるひととき、

そんな安らぎを与えてくれ

るボタニカルキャンドル。

季節のお花やスパイスを、豊

潤な香りと共にベジタブル

ワ ッ ク ス、ソ イ ワ ッ ク ス、

ビーズワックスを合わせて

作られた、天然ワックスに封

じ込めました。炎に溶ける内

側のレイヤーとお花やスパ

イ ス が 入 っ た 外 側 の レ イ

ヤーとの間に耐熱紙を挟んだ二重構造になっており、ひとつずつハンド

メイドされています。華やかでギフトにもおすすめな商品です。

お問い合わせ

TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

株式会社ニシカワ

コロラド発

自然が身近になる

ハンドメイド

フレグランス



ボタニカルキャンドル
トールラウンド
￥7,500+ 税 LOT:1 
φ120×H140 ㎜
燃焼時間 : 約 120 時間

ROSY RINGS

お問い合わせ

TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

株式会社ニシカワ

ロージーリングスLINE UP 商品一覧

もぎたてのアプリコット

とプラムの甘さにピンク

ローズをブレンドした繊

細で魅惑的な香り。

アプリコット＆ローズ

APRICOT&
ROSE

ローレルとペパーミント

に甘いブラックカラント

が調和したフレッシュで

モダンな香り。

ベイガーランド

BAY
GARLAND

シトロン、ラズベリー、ジン

ジャーにセージやシダー

をブレンドしたウッディ

ーでフレッシュな香り。

フォレスト

FOREST

ふんわり香るレモンの花

にライチやローズをブレ

ンド。奥深い至福の香り。

レモンブロッサム & ライチ

LEMONBLOSSOM
&LYCHEE

423-BOS-AR

423-BOS-BAY

423-BOS-FOR

423-BOS-LBL

ボタニカル
リードディフューザー
￥10,000+ 税 LOT:1 
W135×D50×H310 ㎜
390ml
芳香期間 : 約 6 ～ 9 ヶ月

423-BRD-AR

423-BRD-BAY

423-BRD-FOR

423-BRD-LBL

ティンキャンドル
￥2,700+ 税 LOT:1
φ75×H75 ㎜
燃焼時間 : 約 50 時間

423-TIN-AR

423-TIN-BAY

423-TIN-FOR

423-TIN-LBL

ボタニカルキャンドル
ラウンド
￥9,000+ 税 LOT:1 
φ125×H160 ㎜
燃焼時間 : 約 200 時間
ビッグラウンド
(※受注発注商品 )
￥18,000+ 税 LOT:1 
φ150×H240 ㎜
燃焼時間 : 約 300 時間

423-BOT-ARラウンド

423-BOM-ARビッグ

423-BOT-BAYラウンド

423-BOM-BAYビッグ

423-BOT-FORラウンド

423-BOM-FORビッグ

423-BOT-LBLラウンド

423-BOM-LBLビッグ

ボタニカ
グラスキャンドル
￥4,500+ 税 LOT:1
φ90×H120 ㎜
燃焼時間 : 約 85 時間

423-GLA-AR

423-GLA-BAY

423-GLA-FOR

423-GLA-LBL

ボタニカルワックス
サシェオーバル

（2 個セット）
￥4,000+ 税 LOT:1
Ｗ130×H130 ㎜

423-OS-LBL

423-OS-AR

トラベルティン
キャンドル
￥1,800+ 税 LOT:1
W80×D65×H40 ㎜
燃焼時間 : 約 24 時間

423-TT-AR

423-TT-BAY

423-TT-FOR

423-TT-LBL

423-OS-FOR

423-OS-BAY

423-TT-RL423-BOS-RL

フレッシュラベンダー、オ

リーブリーフ等の爽やか

さに落ち着きを与えた心

地の良いハーバルノート。

ロマンラベンダー

ROMAN
LAVENDER

423-OS-RL423-BOT-RLラウンド

423-BOM-RLビッグ

423-BRD-RL 423-TIN-RL 423-GLA-RL



トラベルティン
キャンドル
￥1,800+ 税 LOT:1
W80×D65×H40 ㎜
燃焼時間 : 約 24 時間

423-TT-BD

ボタニカルキャンドル
トールラウンド
￥7,500+ 税 LOT:1 
φ120×H140 ㎜
燃焼時間 : 約 120 時間

423-BOS-BD

デイジーとシトラスに、潮

の香りとフローラルさが

溶けあった、バニラがうっ

とりとさせる香り。

ビーチデイジー

BEACH
DAISY

ROSY RINGS

ロージーリングスLINE UP 商品一覧

お問い合わせ

TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

株式会社ニシカワ

423-OS-BD

ボタニカルワックス
サシェオーバル

（2 個セット）
￥4,000+ 税 LOT:1
Ｗ130×H130 ㎜

ボタニカルキャンドル
ラウンド
￥9,000+ 税 LOT:1 
φ125×H160 ㎜
燃焼時間 : 約 200 時間
ビッグラウンド
(※受注発注商品 )
￥18,000+ 税 LOT:1 
φ150×H240 ㎜
燃焼時間 : 約 300 時間

423-BOT-BDラウンド

423-BOM-BDビッグ

ボタニカル
リードディフューザー
￥10,000+ 税 LOT:1 
W135×D50×H310 ㎜
390ml
芳香期間 : 約 6 ～ 9 ヶ月

423-BRD-BD

ティンキャンドル
￥2,700+ 税 LOT:1
φ75×H75 ㎜
燃焼時間 : 約 50 時間

423-TIN-BD

ボタニカ
グラスキャンドル
￥4,500+ 税 LOT:1
φ90×H120 ㎜
燃焼時間 : 約 85 時間

423-GLA-BD

423-BOS-PP 423-BRD-PP 423-OS-PP

弾けるように鮮やかなピ

オニーペタルとピンクポ

メロにアップルをブレン

ド。満開の花が咲き乱れる、

夏の庭園を想わせるよう

なみずみずしい香り。

ピオニー & ポメロ

PIONY&
POMERO

423-BOT-PPラウンド

423-BOM-PPビッグ

423-TIN-PP 423-TT-PP 423-GLA-PP

パッケージがより POP で華やかなプティボタニカルコレクション。ギフトにもおすすめ。
Petite Botanical プティボタニカルコレクション

プティティンキャンドル   ￥2,200+ 税  LOT:1  φ75×H53mm　燃焼時間：約 40 時間

423-PT-FPY423-PT-BOH 423-PT-YWP

プティボタニカルサシェ   ￥2,500+ 税  LOT:1  W88×D115×H15mm

423-PT-OBHボエム ユズ & ワイルドパーム フィグ＆ポピー オレンジブロッサム
                    ＆ハニー

シーグラス

プティボタニカルリードディフューザー   ￥5,000+ 税  LOT:1 88ml W75×D75×H155mm　芳香期間：約 3 ～ 6 ヶ月

プティボタニカル キャンドル   ￥5,000+ 税  LOT:1  W100×D75×H75mm　燃焼時間：約 60 時間

423-BOP-OBH423-BOP-FPY423-BOP-YWP423-BOP-BOH

423-PS-OBH423-PS-FPY423-PS-BOH 423-PS-YWP

423-PT-SEA

423-BOP-SEA

423-PS-SEA

423-PD-OBH423-PD-BOH 423-PD-YWP 423-PD-SEA423-PD-FPY

ボエム ユズ & ワイルドパーム フィグ＆ポピー オレンジブロッサム
                    ＆ハニー

シーグラス

ボエム ユズ & ワイルドパーム フィグ＆ポピー
オレンジブロッサム
                    ＆ハニー シーグラス

ボエム ユズ & ワイルドパーム フィグ＆ポピー
オレンジブロッサム
                    ＆ハニー シーグラス



伝統的な技巧による繊細な模様が美しいブラックボトルの華やかなディフューザーです。

Botanist Diffuser ボタニストディフューザー

￥8,000+ 税 LOT:1 Φ65×H320 ㎜ 236ml 芳香期間：約 6 ～ 9 ヶ月

ブルボンローズ

423-PPBD-BR

やわらかなローズペタルとマホガニーに、暖

かみのあるタバコとアンバーを加えた香り。

プリンスオレンジゼラニウム

423-PPBD-POG

オレンジにゼラニウム、ピオニー、ローズが調

和した、フレッシュで美しいグリーンシトラ

スの香り。

チューベローズ

423-PPBD-TR

ガーデニア、ジャスミン、チューベローズの

花々にホワイトムスクをブレンドした、神秘

的で透明感のある香り。

ビオラクイーンシャーロット

423-PPBD-VQC

スミレとスイレンのフローラルノートを、ア

ンバーとムスクが包み込む、うっとりとさせ

るような香り。

まるで美術品のように、ひとつひとつハンドメイドで繊細に作り込まれたキュリオシティ。クローゼット

の中などの香り付けや、お気に入りの空間を素敵な香りで満たすオブジェとして楽しむことが出来ます。

Botanical Wax Curiosities ボタニカルワックスキュリオシティ

￥5,000+ 税 LOT:1 W175×D105×H55 ㎜ 芳香期間：約 3 ～ 4 ヶ月

ブルボンローズ

ROSY RINGS

ロージーリングス

コチラもオススメ

お問い合わせ

TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

株式会社ニシカワ

ロージーリングス社のピーコックパフューマリーは、アールヌーヴォーの自

由で魅惑的な美しさにインスピレーションを受けて誕生しました。香りには

記憶を呼び起こしたり、身にまとう人の印象や、部屋の雰囲気をがらりと変え

る力があります。ピーコックパフューマリーの繊細な香りはそれらをあざや

かに表現し、奥深さに酔いしれるような感覚へと誘います。ジュエリーのよう

な美しさと、繊細でうっとりするような香りで包み込むコレクションです

- ピーコックパフューマリー -

423-PPWC-BR

やわらかなローズペタルとマホガニーに、暖

かみのあるタバコとアンバーを加えた香り。

2 個セット。

プリンスオレンジゼラニウム

423-PPWC-POG

オレンジにゼラニウム、ピオニー、ローズが調

和した、フレッシュで美しいグリーンシトラ

スの香り。

チューベローズ

423-PPWC-TR

ガーデニア、ジャスミン、チューベローズの

花々にホワイトムスクをブレンドした、神秘

的で透明感のある香り。

ビオラクイーンシャーロット

423-PPWC-VQC

スミレとスイレンのフローラルノートを、ア

ンバーとムスクが包み込む、うっとりとさせ

るような香り。2 個セット。



フランス パリのアーティスト、ナタリー ・ レテとピーコックパフューマリーのコ
ラボレートコレクション。 パッケージはナタリーの愛らしく華やかなイラストで
彩られ、世界観を描くように贅沢な香りが広がります。

世界観を描くように贅沢な香りが広がるコレクション

・ピラーキャンドル ￥3,000+ 税

【商品ラインナップ】

バタフライがデザインされたティンキャンドル。シルバーのハンドモチーフが付いたリッドもユニークです。

Botanist Tin Candles ボタニストティンキャンドル

￥5,000+ 税 LOT:1 Φ100×H140 ㎜ 454g 燃焼時間：約 100 時間

ブルボンローズ

ROSY RINGS

ロージーリングス

コチラもオススメ

お問い合わせ

TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

株式会社ニシカワ

423-PPBT-BR

やわらかなローズペタルとマホガニーに、暖

かみのあるタバコとアンバーを加えた香り。

プリンスオレンジゼラニウム

423-PPBT-POG

オレンジにゼラニウム、ピオニー、ローズが調

和した、フレッシュで美しいグリーンシトラ

スの香り。

チューベローズ

423-PPBT-TR

ガーデニア、ジャスミン、チューベローズの

花々にホワイトムスクをブレンドした、神秘

的で透明感のある香り。

ビオラクイーンシャーロット

423-PPBT-VQC

スミレとスイレンのフローラルノートを、ア

ンバーとムスクが包み込む、うっとりとさせ

るような香り。

キャップを開けると湧き上がるドライボタニカルの上品でやさしい香り。キャンドル使用後のグラスは小物入れに。

Botanist Candles ボタニストキャンドル

￥7,000+ 税 LOT:1 Φ85×H155 ㎜ 510g 燃焼時間：約 105 時間

ブルボンローズ

423-PPBC-BR

やわらかなローズペタルとマホガニーに、暖

かみのあるタバコとアンバーを加えた香り。

プリンスオレンジゼラニウム

423-PPBC-POG

オレンジにゼラニウム、ピオニー、ローズが調

和した、フレッシュで美しいグリーンシトラ

スの香り。

チューベローズ

423-PPBC-TR

ガーデニア、ジャスミン、チューベローズの

花々にホワイトムスクをブレンドした、神秘

的で透明感のある香り。

ビオラクイーンシャーロット

423-PPBC-VQC

スミレとスイレンのフローラルノートを、ア

ンバーとムスクが包み込む、うっとりとさせ

るような香り。

・ティンキャンドル ￥6,000+ 税

・ボタニカルワックス
  キュリオシティ ￥5,000+ 税

【ナタリー・レテ】
1964 年生まれのフランス人アーティスト。イラストレーション、陶芸、テキスタイ
ルから絵画に至るまで、様々な異なる手法を組み合わせた、カラフルで無垢、どこか
シュールでノスタルジックな雰囲気を感じさせる作風が魅力。 

グリーン
タンジェリン

晴々しい気持ちへ
と解放する香り。

カテドラル

奥深くスモーキー
な香り

アップルタルト

バニラなどの甘く
濃厚な香り

バルサム &
フレンチセージ

森林を想わせる
深く爽やかな香り


