
オーガニックハーブ農園で作られた天然の虫除けジェル。成分

は無農薬のハーブウォーターと天然の精油。95% ナチュラルで

す。虫の嫌がるハーブで作られた天然ジェルなので赤ちゃんに

も。キャンプなどのアウトドアや海外旅行にも最適で、肌に優

しいので入浴後などでも付けて寝れます。もちろんお顔も OK。

DEET フリー、パラベンフリー、アルコールフリーで安心です。

bye bye mozzie gel

￥1,900+ 税 LOT:3 φ40×H135 ㎜ 120ml

お問い合わせ

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

スワティ

SWATi

ヒンズー語で星を意味する SWATi。ポップな遊び心、キュートなオブジェ、ありそうでないものがコンセプト。メイドインジャパン

のハンドメイドキャンドルとオリジナルグッズを中心に展開しています。女の子が思わずキュンとする、パステルカラーの色合い

や、デザインが豊富なブランドです。

●made in JAPAN

●オリジナルハンドメイドキャンドル

●圧倒的な女性からの支持率

こだわりのハンドメイドキャンドル

オリジナルの SWATi キャンドルは全てハンド

メイド。そのため色味や表情などが多少違うの

で愛着もわいてきます。ポップでキュートなデ

ザインだからこそ、お家のインテリアとしても

お勧めです。女性が好む遊び心満載のデザイン

は、プレゼントにも最適です。made in JAPAN の

安心感も人気のひとつ。自分だけのお気に入り

を見つけたくなるキャンドルがいっぱいです。

よりハイセンスなPHARMACIE DE SWATi

SWATi から立ち上がったブランド「PHARMACIE DE SWATi」は、体の中と外か

ら可愛くなれるアイテムが豊富。SWATi の薬局的な立ち位置のブランドで

す。SWATi らしい鮮やかなパッケージはそのままに、ヒマラヤ岩塩やエディ

ブルフラワー（食べられるお花）など見た目にも品質にもこだわっている

逸品ばかり。「PHARMACIE DE SWATi」でのコーナー作りもお勧めです。

Body care ボディケア

日常の生活に華を添える、ちょっと特別なボディケアアイテム。

アイスの形をした石鹸。トランプ・パフューム・リボン・パ

ンプス・ネイル・SWEETS・ウサギ・マリンの中から 3 つをラ

ンダムにお届け。

※柄の指定はできません。※受注生産のため納期が 1 週間程

度かかります。※手作りのためパーツの配置や種類が変更に

なる可能性があります。

アイスソープ アソート

￥780+ 税 LOT:ｱｿｰﾄ3 W45×D17×H130 ㎜

【原材料】ゼラニウム水、コメ発酵液、レモングラス水、セイヨウハッカ水、PEG-60 水添ヒ
マシ油、メリアアザジラクタ葉エキス、カルボマー、アルギニン、レモングラス油、ゼラニ
ウム油、セイヨウハッカ油、コウスイガヤ油、ラベンダー油、ユーカリシトリオドラ油

【原材料】水、石鹸素地、グリセリン、PG、スクロース、ソルビトール、ラウレス -7 硫酸 Na
ラウリル硫酸 Na、塩化 Na、ステアリン酸、ラウリン酸、EDTA-4Na, ペンテト酸 5Na、エチドロ
ン酸 4Na、シリコーン

581-ｱｲｽｿｰﾌﾟｱｿｰﾄ3 581-ﾊﾞｲﾊﾞｲﾓｼﾞｰ

PHARMACIE DE SWATi のアイテムには、商品紹介のページに左記のロゴが
付いています。
商品選定の参考にご参照ください。

心つかまれる

SWATi のキュートな世界観



バスタイムをゴージャスにしてくれる入浴剤。バスパールを湯船に溶かせば、シャンパンローズの香りがバスルーム全体

に広がります。香水をイメージしたボトルなので、インテリアとしても◎。ご自身にはもちろん、ギフトとしても喜ばれそ

うです。使用時は容器からバスパールを 10 粒程取り出し、180～200L の湯船に入れ､カプセルごとよく溶かし、かき混ぜて

入浴してください。バスパールを手で軽くもみながら溶かすと中のエッセンスが浴槽に広がり、お湯が白濁し、香りを楽

しめます。

お問い合わせ

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

スワティ

SWATi

Body care ボディケア

日常の生活に華を添える、ちょっと特別なボディケアアイテム。

テーマは『一週間のバスソルトの効能』。アルプス山脈の麓に

ある自然豊かなオーガニックハーブ農園で作られたバスソル

ト。成分は約 2 億年前の天然岩塩の結晶であるヒマラヤ岩塩

と高品質の天然精油。100％ナチュラル。

バスソルト Monday./ 月曜日

￥1,680+ 税 LOT:3 W58×D58×H94 ㎜ l50g

テーマは『一週間のバスソルトの効能』。アルプス山脈の麓に

ある自然豊かなオーガニックハーブ農園で作られたバスソル

ト。成分は約 2 億年前の天然岩塩の結晶であるヒマラヤ岩塩

と高品質の天然精油。100％ナチュラル。

バスソルト Tuesday./ 火曜日

￥1,680+ 税 LOT:3 W58×D58×H94 ㎜ l50g

テーマは『一週間のバスソルトの効能』。アルプス山脈の麓に

ある自然豊かなオーガニックハーブ農園で作られたバスソル

ト。成分は約 2 億年前の天然岩塩の結晶であるヒマラヤ岩塩

と高品質の天然精油。100％ナチュラル。

バスソルト Wednesday./ 水曜日

￥1,680+ 税 LOT:3 W58×D58×H94 ㎜ l50g

テーマは『一週間のバスソルトの効能』。アルプス山脈の麓に

ある自然豊かなオーガニックハーブ農園で作られたバスソル

ト。成分は約 2 億年前の天然岩塩の結晶であるヒマラヤ岩塩

と高品質の天然精油。100％ナチュラル。

バスソルト Thursday./ 木曜日

￥1,680+ 税 LOT:3 W58×D58×H94 ㎜ l50g

テーマは『一週間のバスソルトの効能』。アルプス山脈の麓にあ

る自然豊かなオーガニックハーブ農園で作られたバスソルト。

成分は約 2 億年前の天然岩塩の結晶であるヒマラヤ岩塩と高

品質の天然精油。100％ナチュラル。

バスソルト Friday./ 金曜日

￥1,680+ 税 LOT:3 W58×D58×H94 ㎜ l50g

テーマは『一週間のバスソルトの効能』。アルプス山脈の麓にあ

る自然豊かなオーガニックハーブ農園で作られたバスソルト。

成分は約 2 億年前の天然岩塩の結晶であるヒマラヤ岩塩と高

品質の天然精油。100％ナチュラル。

バスソルト Saturday./ 土曜日

￥1,680+ 税 LOT:3 W58×D58×H94 ㎜ l50g

テーマは『一週間のバスソルトの効能』。アルプス山脈の麓に

ある自然豊かなオーガニックハーブ農園で作られたバスソル

ト。成分は約 2 億年前の天然岩塩の結晶であるヒマラヤ岩塩

と高品質の天然精油。100％ナチュラル。

バスソルト Sunday./ 日曜日

￥1,680+ 税 LOT:3 W58×D58×H94 ㎜ l50g

使用方法

・ソルトを浴槽に沈め10分～15分ほど溶かしてください。

（一般的な浴槽の場合 180Ｌのお湯に対して約 20 ～ 25ｇ

くらいが目安です。）

レッドソルトやブラックソルトはお湯に溶かすと炭化し

たミネラル成分が黒く沈殿することがありますが、品質

には問題ありません。

ローズフラワー入りのバスソルトはコットンの袋などに

入れてお使いくただく事をお薦めいたします。24 時間循

環風呂などの機械装置類との併用はお避けください。

バスタイムをゴージャスにしてくれる入浴剤。バスパールを

湯船に溶かせば、シャンパンローズの香りがバスルーム全体

に広がります。香水をイメージしたボトルなので、インテリア

としても◎。ご自身にはもちろん、ギフトとしても喜ばれそう

です。

バスパールＭ

￥3,500+ 税 LOT:3 W37×D37×H145 ㎜ 150 粒（57g）

バスタイムをゴージャスにしてくれる入浴剤。バスパールを

湯船に溶かせば、シャンパンローズの香りがバスルーム全体

に広がります。香水をイメージしたボトルなので、インテリア

としても◎。ご自身にはもちろん、ギフトとしても喜ばれそう

です。

バスパールＳ

￥2,800+ 税 LOT:3 W57×D57×H41 ㎜ 70 粒（27g）

①ピンク ②ホワイト

バスパールＬ

￥5,500+ 税 LOT:3 W115×D45×H78 ㎜ 400 粒（152g）

【原材料】ミネラルオイル , ゼラチン , コメヌカ油 , グリセリン , テトラオレイン酸ノルベス -30, 香料 , グリセリン脂肪酸エステル , ホホバ種子油 , 米胚芽発酵抽出物 , スク
ワラン , マイカ , 酸化チタン

【原材料】ヒマラヤ岩塩、天然精油各種 【原材料】ヒマラヤ岩塩、天然精油各種

【原材料】ヒマラヤ岩塩、天然精油各種 【原材料】ヒマラヤ岩塩、天然精油各種

【原材料】ヒマラヤ岩塩、天然精油各種 【原材料】ヒマラヤ岩塩、天然精油各種

【原材料】ヒマラヤ岩塩、天然精油各種

【原材料】ミネラルオイル , ゼラチン , コメヌカ油 , グリセリン , テトラオレイン酸ノル
ベス -30, 香料 , グリセリン脂肪酸エステル , ホホバ種子油 , 米胚芽発酵抽出物 , スクワ
ラン , マイカ , 酸化チタン

【原材料】ミネラルオイル , ゼラチン , コメヌカ油 , グリセリン , テトラオレイン酸ノル
ベス -30, 香料 , グリセリン脂肪酸エステル , ホホバ種子油 , 米胚芽発酵抽出物 , スクワ
ラン , マイカ , 酸化チタン

※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。

●月曜日はユーカリ、ペパーミント、パインの香り。頭痛に、胸焼け

に、鼻かぜや花粉症による鼻づまり、のどの痛みなど気管支のトラ

ブルにお勧め。

●火曜日はローズマリー、レモン、ティトリーの香り。インフルエン

ザ予防、水虫、血行促進にお勧め。

●水曜日はオレンジ、ゼラニウム、コリアンダーの香り。食欲のム

ラ、胃腸を元気にしたい方にお勧め。

●木曜日はゼラニウム、ローズウッド、クラリセージの香り。ウーマ

ンバランス、PMS、更年期、月経トラブルにお勧め。

●金曜日はオレンジ、シダーウッド、クローブの香り。緊張をほぐ

す、せき込む時、膀胱炎の症状緩和、歯痛や頭痛等の痛みを和らげた

い方にお勧め。

●土曜日はラベンダー、シダーウッド、クローブの香り。心身スッキ

リ、利尿作用でデトックス、ニキビ・乾燥肌ケア、毛穴を綺麗にした

い方にお勧め。

●日曜日はグレープフルーツ、レモン、レモングラスの香り。活気を

取り戻す、肩こり、むくみ、脂肪燃焼、しみ・そばかす・うおのめ・

イボ等の肌トラブル、手足の爪の保護をしたい方にお勧め。

581-ﾊﾞｽｿﾙﾄMonday 581-ﾊﾞｽｿﾙﾄTuesday

581-ﾊﾞｽｿﾙﾄWednesday

581-ﾊﾞｽｿﾙﾄFriday 581-ﾊﾞｽｿﾙﾄSaturday

581-ﾊﾞｽｿﾙﾄSunday

581-ﾊﾞｽｿﾙﾄThursday

①581-ﾊﾞｽﾊﾟｰﾙ2** ②581-ﾊﾞｽﾊﾟｰﾙ3**

581-ﾊﾞｽﾊﾟｰﾙM** 581-ﾊﾞｽﾊﾟｰﾙS** ※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。

※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

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

スワティ

SWATi

Body care & Food ボディケア＆フード

日常の生活に華を添える、ちょっと特別なボディケア＆フードアイテム。

長野上伊那郡アルプス山脈の麓にある自然豊かなオーガニッ

クハーブ農園で作られたボディソープ。オーガニックハーブ

と野菜エキスを配合し作りました。肌に優しい石鹸系の洗浄

成分を使用。日本酒エキス（米発酵エキス）配合でお肌しっと

り。パセリの香りがバスルームに広がります。

ボディーソープ 黄の野菜

￥1,900+ 税 LOT:3 φ58×H175 ㎜ 400ml

581-ﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟYV**

長野上伊那郡アルプス山脈の麓にある自然豊かなオーガニッ

クハーブ農園で作られたボディソープ。オーガニックハーブ

と野菜エキスを配合し作りました。肌に優しい石鹸系の洗浄

成分を使用。日本酒エキス（米発酵エキス）配合でお肌しっと

り。キウイフルーツの香りがバスルームに広がります。

ボディーソープ 紫の野菜

￥1,900+ 税 LOT:3 φ58×H175 ㎜ 400ml

581-ﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟPV**

長野上伊那郡アルプス山脈の麓にある自然豊かなオーガニッ

クハーブ農園で作られたボディソープ。オーガニックハーブ

と野菜エキスを配合し作りました。肌に優しい石鹸系の洗浄

成分を使用。日本酒エキス（米発酵エキス）配合でお肌しっと

り。キュウリの香りがバスルームに広がります。

ボディーソープ 緑の野菜

￥1,900+ 税 LOT:3 φ58×H175 ㎜ 400ml

長野上伊那郡アルプス山脈の麓にある自然豊かなオーガニッ

クハーブ農園で作られたボディソープ。オーガニックハーブ

と野菜エキスを配合し作りました。肌に優しい石鹸系の洗浄

成分を使用。日本酒エキス（米発酵エキス）配合でお肌しっと

り。イチジクの香りがバスルームに広がります。

ボディーソープ 赤の野菜

￥1,900+ 税 LOT:3 φ58×H175 ㎜ 400ml

581-ﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟGV** 581-ﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟRV**

【原材料】水、カリ石ケン、コカミドプロピルベタイン、ココアンホ酢酸 Na、塩化 Na、キサンタンガム、グリセリン、コメ発酵液、
シソエキス、ザクロ果実エキス、シコンエキス、ライチ果実エキス、アロエベラ葉汁、クチナシ果実エキス、ハイブリットヒマワ
リ油、オリーブ油、香料

●黄色の野菜で血行促進、お肌を引き締めつるつるに。トウモロコシ

エキス（乾燥を防ぎ、うるおいを保ち、すべすべに整える働き）・生姜

エキス（血行促進、くすみ防止）・ゆずエキス（収斂と保湿効果が高く、

ビタミン C で肌に透明感を与える）配合。さっぱりした洗いごこち。

【原材料】水、カリ石ケン、コカミドプロピルベタイン、ココアンホ酢酸 Na、塩化 Na、キサンタンガム、グリセリン、コメ発酵液、
シソエキス、ザクロ果実エキス、シコンエキス、ライチ果実エキス、アロエベラ葉汁、クチナシ果実エキス、ハイブリットヒマワ
リ油、オリーブ油、香料

●紫の野菜は女性のためのアンチエイジング。シソエキス（抗アレ

ルギー作用、消炎効果）・ムラサキイモエキス（アントシアニンを含

み紫外線防止）・ザクロエキス（メラニン生成を抑え美白効果）・ラ

イチエキス（抗酸化、美白）配合。しっとりした洗いごこちです。

●緑の野菜で肌荒れを防ぎ、日焼けした肌を修復。ブロッコリーエ

キス（収斂作用）・レタスエキス（消炎、鎮静、肌荒れを防ぐ効果）・

キュウリエキス（肌の透明感 UP、消炎効果、収斂効果）配合。さっぱ

りした洗いごこちです。

●赤の野菜で乾燥から肌を守りしっかり保湿。ニンジンエキス（高い

保湿効果、皮膚代謝促進、血行促進）・トマトエキス（保湿効果、消炎効

果、収斂効果で肌を乾燥から守る）・キイチゴエキス（美肌効果、鎮静

効果、皮膚の代謝活性化、引き締め）配合。しっとりした洗いごこち。

【原材料】水、カリ石ケン、コカミドプロピルベタイン、ココアンホ酢酸 Na、塩化 Na、キサンタンガム、グリセリン、コメ発酵液、
シソエキス、ザクロ果実エキス、シコンエキス、ライチ果実エキス、アロエベラ葉汁、クチナシ果実エキス、ハイブリットヒマワ
リ油、オリーブ油、香料

【原材料】水、カリ石ケン、コカミドプロピルベタイン、ココアンホ酢酸 Na、塩化 Na、キサンタンガム、グリセリン、コメ発酵液、
シソエキス、ザクロ果実エキス、シコンエキス、ライチ果実エキス、アロエベラ葉汁、クチナシ果実エキス、ハイブリットヒマワ
リ油、オリーブ油、香料

エディブルフラワー（食べられるお花）とフリーズドライフルーツ＆ベジタブルを MIX した、色や香りも楽しめる、新しい「食べられるドリンク」です。

花びら・果物・野菜はお召し上がりいただけます。（果物の固い皮や種は除く）無添加、無着色、無香料、カフェインフリーで、炭酸で割って飲むのがおすすめです。

フレーバーネーチャー

￥1,000+ 税 LOT:8 W120×H158 ㎜ ①18g ②16g ③19g ④16ｇ

①581-ﾌﾚｰﾊﾞｰﾈｰﾁｬｰ1**

②581-ﾌﾚｰﾊﾞｰﾈｰﾁｬｰ2**

③581-ﾌﾚｰﾊﾞｰﾈｰﾁｬｰ3**

④581-ﾌﾚｰﾊﾞｰﾈｰﾁｬｰ4**

【原材料】ローズレッド、ミックスベリー（ブルーベリー、ラズベリー、ストロベ
リー）、ローズヒップ、ストロベリー

【原材料】ローズピンク、カシス、オレンジ、ドラゴンフルーツ、レモン

【原材料】マリーゴールド、パイナップル、ローズヒップ、キウイ、マンゴー

【原材料】アップル、キウイ、アスパラガス、オレンジフラワー、ミント、パセリ、
レモン

お召し上がり方

①1 袋に 700ml を目安に水を入れよくかき混ぜます。

②1 ～ 2 時間を目安に抽出します。　

③グラスなどに移し替えてお召し上がりください。

※乾燥剤は取り除くこと。

・お好みによって水量を調節して下さい。

・水量を少なめにして濃く抽出した本品を炭酸で割ってお召し上がりいただけます。

・お急ぎの際にはお湯出しも可能です。（熱湯を注ぎ５分抽出）

・製造ロットにより、若干の味や色味の違いを生じる場合がありますが、品質には問題ありません。

・抽出後の保存は冷蔵庫で２日をめどにお召し上がりください。

・お子様や甘いテイストがお好みの方はハチミツもおすすめです。

※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。

①BERRY BEAUTY

[RED/rose petal]

②FOREVER YOUNG

[PINK/rose petal]

④FANTASTIC FOREST

[GREEN/orrange flower]

③EXOTIC MOOD 

[ORANGE/marigold]

ARRANGE RECIPE

炭酸水で割ってすっきり スパークリングワインで

割ってパーティーに最適

ワインで割って大人な気分に

※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。Flavor Nature フレーバーネーチャー

ありそうでなかった「食べられるドリンク」。

　



お問い合わせ

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

スワティ

SWATi

Candle キャンドル

遊び心満載のキュートなオリジナルハンドメイドキャンドル。一部アソート発注の商品がございます。

日本を代表する日本菓子

「金平糖」がモチーフ。ビン

に詰め込められたキャンド

ルは、まるで砂糖の様に溶

け 合 い ま す。グ レ ー プ フ

ルーツの香り。

金平糖キャンドル /
グレープフルーツ

￥1,200+ 税 LOT:3  
φ70×H75 ㎜

581-ｺﾝﾍﾟｲﾄｳｷｬﾝﾄﾞﾙ1

【原材料】パラフィンワックス

日本を代表する日本菓子

「金平糖」がモチーフ。ビン

に詰め込められたキャンド

ルは、まるで砂糖の様に溶

け合います。さくらの香り。

金平糖キャンドル /
さくら

￥1,200+ 税 LOT:3  
φ70×H75 ㎜

581-ｺﾝﾍﾟｲﾄｳｷｬﾝﾄﾞﾙ2

【原材料】パラフィンワックス

金平糖キャンドルの中に小

さなハイヒールキャンドル

が 入 っ て い ま す。フ ル ー

ティフローラルの香り。

金平糖ハイヒール
キャンドル / レッド
フルーティフローラル

￥1,200+ 税 LOT:3  
φ55×H60 ㎜

581-ｺﾝﾍﾟｲﾄｳｷｬﾝﾄﾞﾙ3

【原材料】パラフィンワックス

金平糖キャンドルの中に小

さなハイヒールキャンドル

が入っています。ミモザの

香り。

金平糖ハイヒール
キャンドル / イエロー
ミモザ

￥1,200+ 税 LOT:3  
φ55×H60 ㎜

581-ｺﾝﾍﾟｲﾄｳｷｬﾝﾄﾞﾙ4

【原材料】パラフィンワックス

日本を代表する日本菓子

「金平糖」がモチーフ。ビン

に詰め込められたキャンド

ルは、まるで砂糖の様に溶

け合います。ライチの香り。

金平糖キャンドル /
ライチ

￥1,200+ 税 LOT:3  
φ70×H75 ㎜

581-ｺﾝﾍﾟｲﾄｳｷｬﾝﾄﾞﾙ5

【原材料】パラフィンワックス

日本を代表する日本菓子

「金平糖」がモチーフ。ビン

に詰め込められたキャンド

ルは、まるで砂糖の様に溶

け合います。フィグの香り。

金平糖キャンドル /
フィグ

￥1,200+ 税 LOT:3  
φ70×H75 ㎜ 

581-ｺﾝﾍﾟｲﾄｳｷｬﾝﾄﾞﾙ6

【原材料】パラフィンワックス

金平糖キャンドルの中に小

さなハイヒールキャンドル

が入っています。キンモク

セイの香り。

金平糖ハイヒール
キャンドル / ピンク
キンモクセイ

￥1,200+ 税 LOT:3  
φ55×H60 ㎜ 

581-ｺﾝﾍﾟｲﾄｳｷｬﾝﾄﾞﾙ7

【原材料】パラフィンワックス

可愛いパーツが沢山入った

キャンドル。このまま飾っ

ても、中を出して飾っても、

もちろん火を灯して香りを

楽しんでも。バニラの香り。

トイボトルＳ

￥1,700+ 税 LOT:3  
W70×D55×H97 ㎜ 

581-ﾄｲﾎﾞﾄﾙS

【原材料】パラフィンワックス

可愛いパーツが沢山入った

キャンドル。このまま飾っ

ても、中を出して飾っても、

もちろん火を灯して香りを

楽しんでも。バニラの香り。

トイボトルＬ

￥2,800+ 税 LOT:3  
W100×D57×H135 ㎜ 

581-ﾄｲﾎﾞﾄﾙL

【原材料】パラフィンワックス

お洒落が大好きないちご婦

人のキャンドル。甘いバニ

ラの香りです。

いちご婦人

￥3,800+ 税 LOT:3  
W65×H150 ㎜

581-ｲﾁｺﾞﾌｼﾞﾝ

【原材料】パラフィンワックス

福を呼んでくれそうな招き

猫のキャンドル。甘いバニ

ラの香りです。

招きネコキャンドル

￥2,300+ 税 LOT:3  
W65×D55×H90 ㎜ 

581-ﾏﾈｷﾈｺｷｬﾝﾄﾞﾙ

【原材料】パラフィンワックス

「ありがとう」の文字が入っ

たダルマのキャンドル。ホ

ワイト、レッド、ピンクのア

ソートでお届けします。甘

いバニラの香り。

ダルマキャンドル

￥1,900+ 税 LOT:ｱｿｰﾄ3  
W55×D55×H70 ㎜

581-ﾀﾞﾙﾏｷｬﾝﾄﾞﾙ

【原材料】パラフィンワックス

頭に扇子をのせたマダム扇

子のキャンドル。ピンク、

レッドをアソートでお届け

します。甘いバニラの香り。

マダム扇子

￥4,200+ 税 LOT:ｱｿｰﾄ3  
W80×D80×H120 ㎜ 

581-ﾏﾀﾞﾑｾﾝｽ

【原材料】パラフィンワックス

ちょっぴり大人なバラの

カップケーキキャンドル。

ギフトにもインテリアコー

ディネートにもお勧めで

す。3 色アソートでお届け

します。甘いバニラの香り。

ローズカップケーキ
キャンドル

￥2,400+ 税 LOT:ｱｿｰﾄ3  
W75×H80 ㎜ 

581-ﾛｰｽﾞｶｯﾌﾟｹｰｷ

【原材料】パラフィンワックス



キャンドル

遊び心満載のキュートなオリジナルハンドメイドキャンドル。一部アソート発注の商品がございます。

お問い合わせ

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

スワティ

SWATi

可愛いスリム猫ちゃん型

キャンドル。6 色の中から 3

色アソートでお届けしま

す。甘いバニラの香り。※色

の指定は出来かねます。

ネコ（スリム）キャンドル

￥1,600+ 税 LOT:ｱｿｰﾄ3  
W68×D40×H88 ㎜ 

581-ﾈｺｷｬﾝﾄﾞﾙ1

【原材料】パラフィンワックス

可愛いぽちゃ猫ちゃん型

キャンドル。6 色の中から 3

色アソートでお届けしま

す。甘いバニラの香り。※色

の指定は出来かねます。

ネコ（ぽちゃ）キャンドル

￥1,600+ 税 LOT:ｱｿｰﾄ3  
W40×D60×H80 ㎜ 

581-ﾈｺｷｬﾝﾄﾞﾙ2

【原材料】パラフィンワックス

2 個重ねのマカロンキャン

ドルに可愛い猫ちゃんを載

せたキャンドル。3 色ア

ソートでお届けします。甘

いバニラの香り。

ネコマカロンキャンドル

￥1,500+ 税 LOT:ｱｿｰﾄ3  
W45×D40×H120 ㎜ 

581-ﾈｺﾏｶﾛﾝｷｬﾝﾄﾞﾙ

【原材料】パラフィンワックス

劇場仕立てのステージに、

ちょこんと座ったブサ可愛

い猫キャンドル。3 色ア

ソートでお届けします。甘

いバニラの香り。

ネコ劇場キャンドル

￥1,500+ 税 LOT:ｱｿｰﾄ3  
W45×D45×H115 ㎜ 

581-ﾈｺｹﾞｷｼﾞｮｳ

【原材料】パラフィンワックス

くまちゃんモチーフのカッ

プ ケ ー キ 型 キ ャ ン ド ル。

メッセージ付きでギフトや

パーティーにもお勧め。3

色アソートでお届けしま

す。甘いバニラの香り。

くまちゃん
カップケーキキャンドル

￥2,400+ 税 LOT:ｱｿｰﾄ3  
φ70×H90 ㎜ 

581-ｸﾏﾁｬﾝｶｯﾌﾟｹｰｷ

【原材料】パラフィンワックス

色鮮やかなパンプスキャン

ドル。5 色の中から 3 色ア

ソートでお届け。甘いバニ

ラの香り。※色味が多少異

なる場合があります。※色

の指定は出来かねます。

パンプスキャンドル

￥2,000+ 税 LOT:ｱｿｰﾄ3  
W45×D135×H70 ㎜ 

581-ﾊﾟﾝﾌﾟｽｷｬﾝﾄﾞﾙ

【原材料】パラフィンワックス

Candle

フレグランスアイテム

ドライフラワーがふんだんに使われているフレグランスアイテム。一部アソート発注の商品がございます。
Fragrance

ロウで固めたパンプスにドライフラワーを散りばめたフレグ

ランス。火を使わないので、お皿の上にのせてお部屋や玄関な

ど好きな所へ飾って下さい。4 色の中から 3 色アソートでお届

けします。甘いバニラの香り。※色の指定は出来かねます。

フレグラントパンプスサシェ

￥2,300+ 税 LOT:ｱｿｰﾄ3 W45×D135×H70 ㎜

581-ﾌﾚｸﾞﾗﾝﾄﾊﾟﾝﾌﾟｽ

【原材料】パラフィンワックス、ドライフラワー

お花のフレームをモチーフにしたサシェは一つひとつ手作り

のあたたかみある逸品。玄関、寝室はもちろんクローゼットの

中にもお勧めです。3 色アソートでお届けします。ベルガモッ

トの香り。

フレグラントフレームサシェ

￥2,900+ 税 LOT:ｱｿｰﾄ3 W105×D20×H115 ㎜

【原材料】パラフィンワックス、ドライフラワー

581-ﾌﾚｸﾞﾗﾝﾄﾌﾚｰﾑｻｼｪ

瓶の中にドライフラワーと香りを付けたワックスが入ってい

ます。お部屋の場所を選ばずに気軽にお使いいただけます。蓋

を開けたままでも、お皿の上に出して香らせるのもお勧め。リ

リーの香り。

フレグラントサシェ ホワイト

￥1,400+ 税 LOT:3 φ52×H93 ㎜

581-ﾌﾚｸﾞﾗﾝﾄｻｼｪ1

【原材料】パラフィンワックス、ドライフラワー

瓶の中にドライフラワーと香りを付けたワックスが入ってい

ます。お部屋の場所を選ばずに気軽にお使いいただけます。蓋

を開けたままでも、お皿の上に出して香らせるのもお勧め。ベ

ルガモットの香り。

フレグラントサシェ ミント

￥1,400+ 税 LOT:3 φ52×H93 ㎜

581-ﾌﾚｸﾞﾗﾝﾄｻｼｪ2

【原材料】パラフィンワックス、ドライフラワー

瓶の中にドライフラワーと香りを付けたワックスが入ってい

ます。お部屋の場所を選ばずに気軽にお使いいただけます。蓋

を開けたままでも、お皿の上に出して香らせるのもお勧め。

ローズの香り。

フレグラントサシェ ピンク

￥1,400+ 税 LOT:3 φ52×H93 ㎜

581-ﾌﾚｸﾞﾗﾝﾄｻｼｪ3

【原材料】パラフィンワックス、ドライフラワー

ボトルにドライフラワーを散りばめたフレグラントキャンド

ル。火を灯さずにインテリアとして飾るのもお勧めです。バニ

ラの香り。ハンドメイドのため、サイズ・カラーが多少異なり

ます。上の芯の部分のみキャンドルとして使用できます。

フレグラントボトル ホワイト

￥2,300+ 税 LOT:3 φ50×H135 ㎜

【原材料】パラフィンワックス、ドライフラワー

581-ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽﾎﾞﾄﾙ1-L

パフュームボトルにレースが浮かび上がったエレガントな

キャンドル。お部屋のドレッサーや好きな香水と一緒に並べ

ても可愛いです。バニラの香り。ハンドメイドのため、サイズ・

カラーが多少異なります。

レースボトル

￥1,800+ 税 LOT:3 W55×D25×H110 ㎜

【原材料】パラフィンワックス、ドライフラワー

581-ﾚｰｽﾎﾞﾄﾙ


