
セレブをも魅了する

魅惑の香り

ボーティボ

VOTIVO

すべて手作業というこだわり

アメリカ生まれで地元を愛する

人々の協力によって築き上げら

れたホームフレグランスブラン

ド・ボーティボ。 商品はアメリ

カ国内において、すべての工程

1 つ 1 つを丁寧な手作業で仕上

げており、ブランドの刻印が

入ったピュ―タ―製 ( スズ ) の

印章も手で押されています。

愛され続けるボーティボの魅力

世界中のハイエンドな百貨店及

びインテリアショップで販売さ

れ、愛用されているボーティボの

一番の魅力は、何と言っても独自

で調合されたフレグランスです。

特にアロマキャンドルの奥行き

のある贅沢な香りに、多くのハリ

ウッドセレブが魅了され、世界中

にその名が知れ渡りました。 　

　

お問い合わせ

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

株式会社ニシカワ

1994 年アメリカ北西部の都市シアトルで創立以来、高品質のフレグランスと特有のパッケージにおいて世界中の高い評価を得て

いるボーティボ社。独自に調合されたフレグランスは、深さや豊かさ、複雑さを持ち、何層にも香りを重ねたオリジナルの香りが人

気を呼び、海外セレブや国内芸能人にも愛用されています。

ＶＯＴＩＶＯ

アロマキャンドルは 1 時間ほど火を灯せば、やわらかな香りが部屋いっ

ぱいに広がり、消灯後も 2 ～ 3 時間は心地よく過ごせます。最後の仕上

げはキャンドルと同じ香りのルームミストをひと吹き。リラックスした

い時やお客様がいらっしゃる時に心地よい香りが包み込んでくれます。

ゴージャスな雰囲気を演出する華やかな香りや、ふんわり優しく、どこ

かなつかしい気持ちにさせる香りなど、香りの種類が豊富なところも根

強い人気の秘密です。また、シルバーのタグと印象的なロゴが刻印され

たキャップの、スタイリッシュでユニセックスなパッケージデザイン

は、男女を問わず幅広く支持されており、ギフトとしても喜ばれます。

また、VOTIVO のパッケージは、アンティーク調の独特の風合いを出すた

めに、鉄の性質を利用して、だんだんと錆びがでてくるようにデザイン

されております。



お問い合わせ

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

株式会社ニシカワ

ボーティボ

ＡＲＯＭＡＴＩＣ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ アロマティックコレクション

1. トラベルティンキャンドル

2. グラスキャンドル

3. ボーティブキャンドル

4. リードディフューザー

5. フレグランスミスト

○ご使用になる前に芯を 2 ～ 5mm の長さに切っておくとススが出にくくなります。 

○火を灯すときは、芯を真っ直ぐに立て、常に中央にある状態にしてください。中央からずれた際は元の位置に戻してお使いください。

○一度火を灯したら、ワックスの表面全体が溶けるまで使用すると、ワックスが均等に減り、最後まできれいに使うことができます。

●火災の原因になりますので、風の影響を受けるところ、また燃えやすいものの側や、倒れやすいところではご使用にならないでください。 

●キャンドルをつけたままのお休み、長時間の離席は避けてください。

●使用中は表面温度が高くなるため、テレビなど溶けやすいものの上に置かないでください。

●使用直後は容器、ワックス面ともに非常に熱くなりますので、手を触れないでください。

●使用中は適宜換気を心がけ、保管は高温多湿、直射日光を避け、乳幼児の手の届かないところで保管してください。

キャンドルご使用方法と注意事項
○…使用方法　●注意事項
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トラベルティンキャンドル　￥2,000+ 税  LOT:3　φ71×H450 ㎜  115g　燃焼時間 約 30 ～ 40 時間

グラスキャンドル　￥4,600+ 税  LOT:3　φ73×H100 ㎜  193g　燃焼時間 約 50 時間　※テスター実費￥1,100+ 税  LOT:1

リードディフューザー　￥7,000+ 税  LOT:2  φ67×H265 ㎜  216ml  芳香期間 約 4 ヶ月　※テスター実費￥1,700+ 税  LOT:1

フレグランスミスト　￥3,000+ 税  LOT:3　φ46×H152 ㎜  118ml

ボーティブキャンドル　￥2,000+ 税  LOT:3　φ50×H88 ㎜  68g　燃焼時間 約 20 ～ 50 時間
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VOTIVO
GILDED
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TOP/ グ リ ー ン･ペ
アー、ハーバル・ラ
ベンダー
MIDDLE/ ローマン＆
ケープカモミール
BASE/ パチョリ、ア
ンバー

TOP/ マンダリン、
ストロベリー
MIDDLE/ ガ ー デ ニ
ア、ミモザ
BASE/ バ ニ ラ・ラ
ム、サンダルウッド

TOP/ フルーティー
シトラス、オゾン
MIDDLE/ ワイルドフ
ラワー、イラン・イ
ラン、リリー
BASE/ サ ン ダ ル
ウッド、ムスク

TOP/ アンバー、パ
イン
MIDDLE/ チーク、ド
ライ・ウッズ
BASE/ スパイス、ベ
チバー、オークモス

TOP/ グリーン、フ
ローラル・アルデ
ハイド
MIDDLE/ モロッカン
ローズ、ダマスク
ローズ、メイローズ
BASE/ フローラル･
ムスク、ウッズ

TOP/ シーショアー、
オゾン
MIDDLE/ フ ル ー
ティー・シトラス、
シー・ソルト
BASE/ ア ン バ ー・
ムスク

TOP/ アレッド・グ
レープフルーツ、
ピンク・グレープ
フルーツ
MIDDLE/ フ ル ー
ティー・フローラル
BASE/ キャラメル、
ムスク

TOP/ シ ト ラ ス、グ
リーン
MIDDLE/ ワイルド・
ハ ニ ー サ ッ ク ル、
ジャスミン、 オレン
ジ・フラワー
BASE/ フローラル・
ムスク

TOP/ シグリーン、ガ
ルバナム、シトラス
MIDDLE/ カシス、トロ
ピカル・フルーツ
BASE/ フルーティー･
ムスク

TOP/ シトラス、ホワ
イトカラント、チェ
スナット
MIDDLE/ カシス、マグ
ノリア、キャラメル
BASE/ソフトオーク、
サンダルウッド



お日様の光をたっぷり浴びた真っ白な洗濯物のよ
うな爽やかな香り。

お問い合わせ

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

株式会社ニシカワ

ボーティボ

Aromatic fragrance pod アロマティック フレグランスポッド

￥3,000+ 税 LOT:3 φ540×H180 ㎜ 内容量：1 箱 (8ｇ×3 個 ) 芳香期間：約 20 分 ×90 回

ブラックボックスファンディフューザー専用。ご使用の際は、ラップをはがしてから本体にセットして下さい。

①レッドカラント

①PF157-16096

④ピンク ミモザ

④PF157-16016

③ハニーサックル

③PF157-16068

⑤チーク

⑤PF157-16037

②クリーン クリスプ ホワイト

②PF157-16019レッドカラント ( 赤スグリ ) の甘くてすっぱい魅
惑的な香り。

甘い香りのハニーサックル ( スイカズラ ) の可憐
で懐かしい感じの香り。

ミモザとバニラ・ラムを混ぜ合わせ、さらに甘い
イチゴの香り。

樹木の香りに、エキゾティックな夢の中にいるよ
うな官能的な香り。

Aromatic black box fan diffuser アロマティック ブラックボックス ファンディフューザー

￥8,000+ 税 LOT:1 W106×D106×H113 ㎜ ※テスター ( 実費 ) ￥2,000 LOT:1

瞬時に香りを空間に広げ VOTIVO の上質な香りを楽しむ事が、このスタイリッシュなデバイスの

ボタンを一つ押すだけで実現可能になりました。より早く、効果的に、そして安全に VOTIVO の香

りをお楽しみいただける新しいスタイルのフレグランスディフューザーです。ボタンを押すと 20

分間香りを空間に広げ自動的に停止します。フレグランスポッド 1 個で約 90 回（30 時間）の香り

を楽しむ事ができます。ブラックボックスファンディフューザーには、予めフレグランスポッド /

レッドカラント 1 個と単三電池 3 本と USB コード 1 本が付属品として含まれています。

PF157-19001 PF157-80101

アロマティック

ブラックボックス用什器

￥25,000+ 税 ※実費  LOT:1

W580×D320×H720 ㎜ 


