nobLED candle Bijou

ノーブレッド キ ャ ン ド ル ビ ジ ュ ー
「高貴な」という意味を持つ NOBLE と、LEDCANDLE を掛け合わせた造語「nobLED」。まるで宝石箱から登場したかのような nobLED
candle Bijou シリーズは、洗練されたフォルムと煌びやかなデザインが貴方の大切なひとときを優美なものへと導いてくれる
でしょう。

好きな香りを
フレグランスでも
ボディケアでも

●こだわりのフレグランス
●高級感のあるデザイン
●高品質、
低価格
●日本製

日本製へのこだわり

女性の癒しに寄り添う香り

「nobLED candle Bijou」を手掛けるキャライノベイトのこだわりは、日本製

キャライノベイトの数あるフレグランス商品の中でも特に人気なのが

であること。海外生産が当たり前になっている、この時代。今この瞬間も、

「nobLED candle Bijou」。パッケージのデザインはもちろん、豊かな香りが女

日本の素晴らしいモノづくりの技術が失われています。“日本に生まれ・

性に癒しを与えることからリピーターも多いシリーズです。フレグランス

日本で育ち・日本人であるからこそ”のモノづくり。時代に合わせた柔軟

を得意とするメーカーだからこそ出来る、女性を虜にする香りのブレン

な発想で、日本の技を守りたい。わずかでも日本のモノづくりに貢献でき

ド。気に入った香りをフレグランスでもボディケアでも感じたい、そんな

るよう、商品を創造しています。

ワガママを叶えてくれる女性に愛されるブランドです。

誰もが魅了される香りの種類
■香水系の香り

■アロマ系の香り

【Pink Sapphire ピンクサファイア】

【HOPE ホープ】

深みのあるローズの香りを中心にホワイトフローラルを加え、清らかで清潔なフラ
ワーガーデンをイメージしました。
トップノート：グレープフルーツ、レッドカラント、ルバーブ
ミドルノート：ブルガリアンローズ、ミュゲ、フリージア、カルダモン、ジンジャー
ラストノート：ピーチ、グレナデン、シダーウッド

【Tourmaline トルマリン】

オレンジにゼラニウム、レモンをブレンドしました。
シトラスの中にフローラルを感じ
る香りです。
ブレンド：オレンジ、ゼラニウム、レモン

【FOCUS フォーカス】

さわやかなマリンノートの中にさまざまなフルーツの香りを感じさせます。
澄み切っ
た海をイメージしました。
トップノート：シトラス、ブラックカラント、パイナップル、メロン、スイレン
ミドルノート：メイローズ、ジャスミン、ドイツスズラン、オーリス、ベチバーラズベリー、
ピーチ、マルベリー
ラストノート：サンダルウッド、アンバー

【Brown Diamond ブラウンダイアモンド】

レモングラスにグレープフルーツ、ジュニパーベリーをブレンド。
オリエンタルを感じ
るすっきりとした香りです。
ブレンド：レモングラス、グレープフルーツ、ジュニパーベリー

【PEACE ピース】

パッションフルーツを中心に甘い果実を利かせたシャンパンをイメージした香りで
す。
トップノート：パッションフルーツ、ハニーサックル
ミドルノート：ジャスミン、オスマンローズ
ラストノート：アミリスウッド、ムスク

ラベンダーにベルガモットとイランイランをブレンド。
穏やかに流れるゆったりとし
た時間を演出します。
ブレンド：ラベンダー、ベルガモット、イランイラン

お問い合わせ

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

nobLED candle Bijou

ノ ー ブ レ ッ ド キ ャ ン ド ル ビジュー

Fragrance Oil

フレグランスオイル

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能

￥1,200+ 税 LOT:1 W42×D37×H73 ㎜ 8ml

アロマポットなどで香りを楽しめるフレグランスオイル。スポイト付きなので、量の調整がしやすく便利。
417-ki00902001

417-ki00902002

417-ki00902003

ピンクサファイア

トルマリン

ブラウンダイアモンド

深みのあるローズの香りを中
心にホワイトフローラルを加
え、清らかで清潔なフラワー
ガーデンをイメージした香
り。

爽やかなマリンノートの中に
さまざまなフルーツの香りを
感じさせます。澄み切った海
をイメージした香り。

パッションフルーツを中心
に、甘い果実を利かせたシャ
ンパンをイメージした香り。

417-ki00902005

417-ki00902004

417-ki00902006

ホープ

フォーカス

ピース

オレンジにゼラニウム、レモ
ンをブレンド。シトラスの中
にフローラルを感じる香り。

レモングラスにグレープフ
ルーツ、ジュニパーベリーを
ブレンド。オリエンタルを感
じるすっきりとした香り。

ラベンダーにベルガモットと
イランイランをブレンド。穏
やかに流れるゆったりとした
時間を演出する香り。

Hand&Body Cream

ハンド＆ボディクリーム

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能 ※専用什器がございます。詳しくは営業担当まで。
￥1,500+ 税 LOT:1 W35×D35×H165 ㎜ 50g

保湿力が高く、塗った瞬間に豊潤な香りが広がります。アルガンオイル・シアバター配合で全身ケアにお勧め。

417-ki00903001

417-ki00903002

417-ki00903003

ピンクサファイア

トルマリン

ブラウンダイアモンド

深みのあるローズの香りを中
心にホワイトフローラルを加
え、清らかで清潔なフラワー
ガーデンをイメージした香
り。

爽やかなマリンノートの中に
さまざまなフルーツの香りを
感じさせます。澄み切った海
をイメージした香り。

パッションフルーツを中心
に、甘い果実を利かせたシャ
ンパンをイメージした香り。

417-ki00903004

417-ki00903005

417-ki00903006

ホープ

フォーカス

ピース

オレンジにゼラニウム、レモ
ンをブレンド。シトラスの中
にフローラルを感じる香り。

レモングラスにグレープフ
ルーツ、ジュニパーベリーを
ブレンド。オリエンタルを感
じるすっきりとした香り。

ラベンダーにベルガモットと
イランイランをブレンド。穏
やかに流れるゆったりとした
時間を演出する香り。

Solid Perfume

ソリッドパフューム

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能 ※専用什器がございます。詳しくは営業担当まで。
￥1,500+ 税 LOT:1 W55×D55×H30 ㎜ 10g

穏やかな香りが長持ちする練り香水。ミツロウ・ホホバオイル配合でネイルケアにもお勧めです。

417-ki00904001

417-ki00904002

417-ki00904003

ピンクサファイア

トルマリン

ブラウンダイアモンド

深みのあるローズの香りを中
心にホワイトフローラルを加
え、清らかで清潔なフラワー
ガーデンをイメージした香
り。

爽やかなマリンノートの中に
さまざまなフルーツの香りを
感じさせます。澄み切った海
をイメージした香り。

パッションフルーツを中心
に、甘い果実を利かせたシャ
ンパンをイメージした香り。

417-ki00904004

417-ki00904005

417-ki00904006

ホープ

フォーカス

ピース

オレンジにゼラニウム、レモ
ンをブレンド。シトラスの中
にフローラルを感じる香り。

レモングラスにグレープフ
ルーツ、ジュニパーベリーを
ブレンド。オリエンタルを感
じるすっきりとした香り。

ラベンダーにベルガモットと
イランイランをブレンド。穏
やかに流れるゆったりとした
時間を演出する香り。

お問い合わせ

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

nobLED candle Bijou

ノ ー ブ レ ッ ド キ ャ ン ド ル ビジュー
ロールオンパフュームオイル

Roll-on Perfume Oil

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能 ※専用什器がございます。詳しくは営業担当まで。

￥2,000+ 税 LOT:1 φ25×H107 ㎜ 7.5ml

植物性スクワラン・アルガンオイルを使用したロールオンタイプのフレグランス。ネイルケアにも。
417-ki00906001

Diffuser

417-ki00906003

417-ki00906002

ピンクサファイア

トルマリン

ブラウンダイアモンド

深みのあるローズの香りを中
心にホワイトフローラルを加
え、清らかで清潔なフラワー
ガーデンをイメージした香
り。

爽やかなマリンノートの中に
さまざまなフルーツの香りを
感じさせます。澄み切った海
をイメージした香り。

パッションフルーツを中心
に、甘い果実を利かせたシャ
ンパンをイメージした香り。

ディフューザー

※6 個オーダーでテスター 1 個提供可能

￥3,000+ 税 LOT:1 φ44×H240 ㎜ 100ml 芳香期間：約 3 ヶ月

アルコール臭の少ない特殊溶剤を使用し、100ml で 3 ヶ月程度の持続性があるディフューザー。
417-ki00905001

417-ki00905002

417-ki00905003

ピンクサファイア

トルマリン

ブラウンダイアモンド

深みのあるローズの香りを中
心にホワイトフローラルを加
え、清らかで清潔なフラワー
ガーデンをイメージした香
り。

爽やかなマリンノートの中に
さまざまなフルーツの香りを
感じさせます。澄み切った海
をイメージした香り。

パッションフルーツを中心
に、甘い果実を利かせたシャ
ンパンをイメージした香り。

コチラもオ

ススメ

※各シリーズの商品詳細をご希望の方は、営業担当までお問い合わせください。

D m ateria
- ディーマテリア 香りを組み合わせて、自分らしい香りを創ることができる Dmateria。それぞ
れの香りはシングルでも魅力ですが、どの香りもブレンドできるように熟練
のパフォーマーの手によってデザインしています。重ねたり、足したりするこ
とで、それぞれの特徴を引き立たせ、より深みのある自分らしい香りを創るこ
とができます。ライフスタイルに合わせてご自身だけのオリジナルの香りを
見つけてください。香りは 5 種類。

【商品ラインナップ】
ドレッシングミスト各種

リキッドソープ各種

ボディローション各種

ボディミルク各種

バスソルト各種

￥1,600+ 税

￥1,800+ 税

￥2,000+ 税

￥2,000+ 税

￥900+ 税 LOT:1

LOT:1

LOT:1

LOT:1

LOT:1

φ55×H81 ㎜ 80g

φ50×H205 ㎜
300ml

φ65×H167 ㎜
300ml

φ57×H162 ㎜
250ml

φ57×H162 ㎜
250ml

ファブリックに軽くスプ
レーするだけで鮮やかに香
る「着 る フ レ グ ラ ン ス」。
ファブリックスプレーや
ルームスプレーとしてもご
使用頂けます。植物由来の
消臭機能付き。

アミノ酸系ボディソープ。
肌の潤いを保ちながら、古
い角質や皮脂汚れを優しく
洗い流し、すっきりと洗い
上げます。上質な香りをお
楽しみ下さい。ハンドソー
プとしても。

肌に潤いを与えるヒアルロ
ン酸、グリセリン配合。滑ら
かでみずみずしい肌に仕上
げます。肌になじみやすい
ライトな使用感と、肌に残
る上質な香りをお楽しみ下
さい。

肌を柔らかくするスクワラ
ン、ア ル ガ ン オ イ ル 配 合。
ふっくら透明感のある肌に
仕上げます。肌に溶け込む
ようなトロリとした柔らか
な使用感と、肌に残る上質
な香りをお楽しみ下さい。

お問い合わせ

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

肌に潤いを与えるマグネシ
ウム、カリウムなどミネラ
ル成分豊富な死海の深層水
を凝縮したプレミアムなバ
スソルト。有効成分が温浴
効果を高め、血行を促進し
ます。

