MADE IN ENGLAND

メイドイン イ ン グ ラ ン ド
信頼ある英国製の上品な香りと、インパクトのあるパッケージが特徴の Made in England シリーズ。すべて英国で製造されてい
るお手頃価格の商品ラインです。香りが分かりやすいパッケージイラストが目を引きます。イギリス王道の香りを心ゆくまでご
堪能ください。

英国製の
上品な香りを
手軽に楽しめる

フレグランス初心者から上級者まで

ワックスリリカルについて

ホームフレグランスビギナーからプロフェッショナルユーザーまで満

英 国 の 有 名 フ レ グ ラ ン ス ブ ラ ン ド「WAX

足させる高品質なフレグランスシリーズ「Made in England」。お手頃な価

LYRICAL」には、Made in England 以外にも価

格帯で展開しているワックスリリカルの香りシリーズの中でも、特に代

格帯、コンセプト、シチュエーションに合わ

表的なラインです。何の香りかが明確なパッケージは、インパクトもあ

せた様々なシリーズが存在します。どのシ

り、お部屋も彩ります。ちょっとしたギフトにもおすすめです。

リーズも高品質で、香り好きの人々を魅了
し続けています。

REFILL

ディフューザーリフィル
￥2,500+ 税 LOT:1 Φ55×H135 ㎜ 250ml 芳香期間：約 5 ヶ月
174-CNLE1244

174-CNLE1201

174-CNLE1205

174-CNLE1204

フレッシュココナッツ

フレッシュリネン

メディテレーニアン
オレンジ

ローズバッド

クリーミーなココナッツと
バニラをベースに、フローラ
ルなジャスミン、リリー、バ
イオレット、そしてトンカ、
アンバー、サンダルウッド、
シダーとカラメルがブレン
ドされています。

洗い立てのリネンの香り
が爽やかなフレッシュリ
ネンの香り。どの年代、性
別、シーンにもベストマッ
チする人気の香りです。

フレッシュなオレンジの香
りにマンダリンとアニス
シードの香りをブレンド。

ガーデニアがブレンドされ
たフレッシュカットローズ
の甘いブーケの香り。ロー
ズの華やかなパッケージが
目を引きます。

174-CNLE1207

174-CNLE1214

174-CNLE1248

イングリッシュ
ラベンダー

レモンバーベナ

マンゴー &
パッションフルーツ

ラベンダーにフレッシュな
ユーカリの香りがプラスさ
れ、パチョリとトンカもほの
かに香るブレンド。

レモンによく似た香りのす
るハーブのレモンバーベナ。
柑橘感のあるすっきりとし
た香りが爽やかです。

贅沢なトロピカルフルーツ
に、太陽をたっぷり浴びたグ
アバ、ピンクグレープフルー
ツ、パイナップル、マンゴー
がバニラとムスクの優しい
香りと共に広がります。

お問い合わせ

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

REED DIFFUSER

リードディフューザー

174-CNLE0544

174-CNLE0501
フレッシュリネン

174-CNLE0504

174-CNLE0505
メディテレーニアン
オレンジ

174-CNLE0507

174-CNLE0514

イングリッシュ
ラベンダー

レモンバーベナ

174-CNLE0548

174-CNLE0550

マンゴー & パッション
フルーツ

チェリー
ブロッサム

￥1,300+ 税 LOT:1 W55×D45×H155 ㎜ 50ml 芳香期間：約 1 ヶ月

174-CNLE0444

174-CNLE0401
フレッシュリネン

ススメ

ローズバッド

リードディフューザー 50 ml

フレッシュ
ココナッツ

コチラもオ

メイドインイングランド

￥2,300+ 税 LOT:1 W60×D55×H260 ㎜ 100ml 芳香期間：約 2 ヶ月

フレッシュ
ココナッツ

REED DIFFUSER

MADE IN ENGLAND

100 ml

174-CNLE0404
ローズバッド

174-CNLE0405
メディテレーニアン
オレンジ

174-CNLE0407

174-CNLE0414

イングリッシュ
ラベンダー

レモンバーベナ

174-CNLE0448
マンゴー & パッション
フルーツ

174-CNLE0450
チェリー
ブロッサム

※全アイテムロットは 1。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。

RHS FRAGRANT
GARDEN

【商品ラインナップ】全 10 香り
アールエイチエス
フレグラントガーデン

英国の歴史ある園芸協会とコラボした本格フレグランス
7 年間にわたりワックスリリカルが英国王立園芸協会と共に共同開発してい
るガーデンフレグランスです。ロンドンにある RHS Lindley 図書館所蔵のボ
タニカルアートを使用したパッケージデザインが華やかです。RHS シリーズ
は売上の一部が英国王立園芸協会に寄付されます。

・リードディフューザー 200ml
￥4,000+ 税
・リードディフューザー 100ml
￥3,000+ 税
・リフィル ￥3,300+ 税
・ルームミスト ￥1,800+ 税
・サシェ 2 枚セット ￥1,000+ 税
・アロマストーン ￥1,500+ 税

【商品ラインナップ】全 5 香り

BsaB

ビーサビ―

人に、地球にやさしい新感覚エコ＆ナチュラルブランド
環境にやさしい植物性の原料で製造することを徹底したエコ＆ナチュラルブ
ランド「BsaB」。パッケージは環境を配慮した再生紙を、印刷物のインクにはベ
ジタブルインクを使用。100％エッセンシャルオイルを使用したウィードディ
フューザーは、天然素材ならではの爽やかで清々しい香りが大好評です。

・ウィードディフューザー 15ml
￥1,300+ 税
・ウィードディフューザー 50ml
￥3,000+ 税
・ウィードディフューザー 100ml
￥5,500+ 税
・リフィル￥4,500+ 税
・グラス入りソイキャンドルカーブ
￥2,100+ 税
・ココナッツシェル入りソイキャンドル S
￥1,700+ 税（全 4 香り）

【商品ラインナップ】

Price’
s

プライシズ

英国王室御用達の 180 年以上の歴史を持つキャンドルメーカー
Price’s 社は、イギリスで 1830 年創業と 180 年以上の歴史を持つ由緒あるキャ
ンドルメーカーのトップです。バイオなど先端の技術をも持ち、世界でも厳し
い品質基準検査に合格した香料を使用しているなど、歴史と最先端テクノロ
ジー、信頼を併せ持っています。

お問い合わせ

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

・リードディフューザー 100ml
￥3,000+ 税
・クリアキャップキャンドル（フタ付）
￥1,200+ 税
・ティーライトキャンドル 10 個入り
￥900+ 税

