PRESS RELEASE

2016年1月
DAIDO CO.,LTD.

季節の香りをキャプチャーするフレグランスメゾン
ANTICA FARMACISTA アンティカ ファルマシスタ

シアトル本社と共同開発した日本限定の香り

「TÉ VERDE （グリーンティ）」
2016年4月13日（水）新発売
ナチュラルで洗練された香りの世界を楽しむライフスタイルを提案するシアトル発フレグランスメゾン「アンティカ ファルマシスタ」の
日本総代理店 株式会社大同（東京都中央区日本橋：代表取締役 大同 徹 http://www.daido-corp.co.jp） は、日本文化である
「緑茶」をハイセンスな感性で表現した「TÉ VERDE （グリーンティ）」の香りをシアトル本社と共同開発し、日本国内限定で2016年
4月13日（水）より直営セレクトショップ B.d.O（ビーディーオー） ほか全国の有名百貨店などで新発売いたします。
■ 『日本限定』 特別に開発された香り
「TÉ VERDE （グリーンティ）」は、季節や情景をフレグランスで表現し、ハイセンスな香り提案でアメリカで確固たる地位を
築いたアンティカ ファルマシスタが、フレグランスメゾンとして独自の視点で、日本に向けて特別に開発した限定の香り。
みずみずしい新緑が目の前に広がるような爽やかな香調で、日本文化の「緑茶」を表現しました 。
オレンジ、ライム、レモン、ベルガモットなどのシトラスシャワーで表現
された初夏のそよ風がほほをなでるような心地良い爽やかさの中に、
ローズ、ジャスミン、スズランなどのゴージャスな春の花の香りが
まろやかさを、ブラックペッパー、アンバー、ムスク、などのベースが、
全体の香調を引き締めて奥行きのある高級感漂う香りに仕上げました。
日本に向けて特別に作られた「緑茶」の森の中で深呼吸して
いるような清々しく、心落ち着く香りは、オールシーズンで
香りのライフスタイルパートナーとしてご活用いただけます。
また 初夏のインテリアのアクセントとして、梅雨時の
リフレッシュナーとしてもお勧めです。
＜フレグランスノート＞
Top Note

： オレンジ、ライム、バーベナ、レモン、ベルガモット、
パイナップル、ピーチ
Middle Note ： ローズ、ジャスミン、スズラン、グリーンティ
Base Note ： ブラックペッパー、アンバー、ムスク
＜ ルームディフューザー＞

TÉ VERDE(グリーンティ)

容量：２５０mL ¥１１,０００（税別） 専用スティック ¥１,０００（税別）
容量：５００mL ¥１６,５００（税別） 専用スティック ¥１,５００（税別）
＜ ルーム ＆リネンスプレー＞ TÉ VERDE(グリーンティ)
容量：１００mL ¥６,０００（税別）

2003年にアメリカのシアトルで誕生したアンティカファルマシスタ。創業者のスザンヌとシェリーは、世界中から集められた最高品質の精油や
香料を独自の製法で調合。二人とも母であるため、女性特有の視点で、家族やゲストがリラックスできる心地良い空間と安全性を第一に、
まるでフレッシュなフラワーブーケやフレッシュフルーツがそこに存在するように、ナチュラル感覚にこだわり商品開発を進めてきました。
新鮮な花や植物、ジューシーな果実などの自然の恵みをコンセプトにした洗練されたナチュラルなインテリアフレグランスは、瞬く間に全米で
評価を得て、有名百貨店はもちろん、フォーシーズンズや高級ホテルなどの全米400以上のコーナーで展開されています。

【問い合わせ】
【アンティカファルマシスタ日本総代理店】
（株）大同〒103-0016中央区日本橋小網町3-12 / Tel：03-3666-3125 / www.anticafarmacista.jp
【プレス問い合わせ】
（株）大同／マーケティング部 広報・ＰＲ担当：横山
Tel：03-3666-3125／FAX：03-3669-3893 e-mail：c-yokoyama@daido-corp.co.jp
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Fragrance Line Up
◆ORANGE BLOSSOM,LILAC & JASMINE／オレンジブロッサム,ライラック ＆ ジャスミン
オレンジフラワーにネロリ、ジャスミンの白い花のアコードは、子どもの頃に訪れた南カルフォルニアの避暑地の遠い記憶を再現。
さわやかなオレンジとレモン、グレープフルーツのシトラスノートから、オレンジフラワー、ジャスミン、スズラン、ライラック、ローズ
などの可憐で無邪気なフローラルノートへと続き、ベースノートのバニラとムスクがあたたかみのあるハーモニーを奏でます。
TOP NOTE
オレンジ、レモン、レモングラス、グレープフルーツ、アップル
MIDDLE NOTE ローズ、ジャスミン、スズラン、ライラック、カーネーション、イランイラン、オレンジフラワー
BASE NOTE
バニラ、ムスク

◆PEONIA GARDENIA & ROSA／ピオニア ガーデニア ＆ ローザ
グレースケリーやエリザベステーラーも愛したと言われるロサンゼルスの随一の高級住宅街ベルエアにあるHotel BEL-AIRの
ガーデンに足を踏み入れたときに感じた感動と香りがコンセプト。
ピオニーとガーデニア、ローズのどこまでも華やかなフローラルノートが、シトラスノートと絶妙に混じり合い、世界でも有数な
ロマンチックなお庭の香りを軽やかに再現しました。
TOP NOTE
ハーバルなライム、ティー、シトラス、パイナップル
MIDDLE NOTE ピオニー、ローズ、ジャスミン、ガーデニア、オゾニックノート
BASE NOTE
ウッディーエキゾチックマスク、サンダルウッド、バニラ

◆GRAPEFRUIT／グレープフルーツ
シチリアの陽光の下に輝くグレープフルーツツリーや南カルフォルニアのパームスプリングスでゴルフ中に感じた香りからインスピレ
ーションを得て開発。
絞り立てのみずみずしいグレープフルーツの香りが最初に鼻腔をキャッチ、ビターな柑橘系のフルーツの皮の香りと上品なネロリが
続きます。キッチンやダイニングなど場所を選ばずにお使いいただけるユニセックスの香りです。
TOP NOTE
ブラッドオレンジ、ピンクグレープフルーツ
MIDDLE NOTE ネロリ、みずみずしい洋梨、ハニーローズ
BASE NOTE
キャラメル、バージニアシダーウッド

◆LEMON,VERBENA ＆ CEDAR／レモン,バーベナ ＆ シダー
トップノートには、レモン、オレンジ、レモングラスのすっきりした柑橘系の香りと爽やかなイタリアンバーベナ、かすかに香る軽や
かなオゾニックノートとシクラメン、ジャスミン、すずらんなどのホワイトフラワーの香りが絶妙にブレンド。
シダーウッドのウッディな香りをベースノートに加え、どこまでも軽やかな香りに少し落ち着きを添えます。
フレッシュで明るいシトラスノートが特徴の香りです。
TOP NOTE
カリフォルニアレモン、プチグレン、ブラジリアンオレンジ
MIDDLE NOTE シクラメン、ジャスミン、ミュゲ
BASE NOTE
テキサスシダーウッド、バイオレット

◆ACQUA／アクア
地中海にさんさんと降り注ぐ陽光とさわやかな潮風がコンセプト。
海を眺めて心が癒されるように、「水」の持つヒーリングパワーを香りで表現したいと開発されました。
どこまでもフレッシュなカルフォルニアレモン、海藻などのトップノートから、華やかなホワイトリリーとチュベローズのフローラル
ノートにさわやかなオゾンノートが絶妙に調香されたミドルノートが続き、ムスク、トンカビーン、クマリンと甘めのベースノートで
仕上げられた、洗い立てのリネンのような透明感あふれる香りです。
TOP NOTE
カルフォルニアレモン、タンジェリン、海藻、グレープフルーツ
MIDDLE NOTE ホワイトリリー、チュベローズ、ミネラルウォーター
BASE NOTE
ムスク、トンカビーンズ、クマリン
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Fragrance Line Up
◆SANTORINI／サントリーニ
エーゲ海の青い海に浮かぶ美しい楽園、ギリシャ・サントリーニ島の溶岩からなる赤い砂のレッドビーチ、火山灰の黒い砂のビーチ、
輝く太陽に反射する白い建物、勢いよく育つ植物達。自然がおりなす素晴らしいコントラストに感銘を受けて開発した香り。
ミモザをアクセントにバーベナ、ネロリ、タンジェリンのシトラスハーバルなトップノートにジャスミン、ネロリ、アンバーのまろやかな
ミドルノート、ムスクの甘さを加えたベチバー、サンダルウッドなどのアーシーオリエンタルなベースがユニセックスで大人の香りを
演出します。
TOP NOTE
バーベナ、ベルガモット、タンジェリン、ミモザ
MIDDLE NOTE ジャスミン、ネロリ、ホワイトアンバー
BASE NOTE
グアヤクウッド、ベチバー、サンダルウッド、ムスク

◆CASABLANCA／カサブランカ
百合の中でも最もゴージャスなカサブランカリリーの華やかさや媚薬的な香りを表現。
まるで、そこにカサブランカリリーのブーケが存在するように、限りなくエレガントな香りが広がります。
多くの男性にも支持される香りです。
TOP NOTE
レモン、クリスタルローズ、ネロリ
MIDDLE NOTE カサブランカリリー、ウォーターオーキッド、イランイラン
BASE NOTE
クローブ、バニラ、ムスク

◆PROSECCO／プロセッコ
「プロセッコ」は、まさにシャンパンやプロセッコのゴージャスでハッピーな瞬間的イメージを表現。
コルクをぬいた瞬間、シュワっと広がる泡の音と芳醇な香りで気分を高揚させるプロセッコのスパークリングでジューシーな部分
を大切にしながら、スズラン、アプリコット、ネクタリン、パッションフルーツ、ブラックカラントなどのフルーティフローラル系の
華やかさをブレンドしました。ベースに香る、バニラやムスクは、よりグラマラスな気分を盛り上げます。
TOP NOTE
みかん、ブラックカラント、ネクタリン
MIDDLE NOTE スズラン、シクラメン、オゾンノート
BASE NOTE
マダカスカルバニラ、エキゾティックムスク

◆ALA MOANA アラモアナ
ハワイ語で、ALA（道）/MOANA（海）は、＜海辺の道＞。
常夏の楽園ハワイの肌にまつわりつくような甘美な夜に、海辺の道を散歩しながら感じる花の香りや植物のパワーを再現。
夜に一番芳香を放つジャスミン、プルメニア、チュベローズ、ガーデニアに、刈り取ったばかりのフレッシュなグリーンノートを
ブレンドし、南国での植物特有の力強さ、セクシーさを表現しています。
TOP NOTE
緑芝の香り、ガーデニア、露に濡れたシダ
MIDDLE NOTE チュベローズ、ハワイアンプルメリア、ピカケ、ブラックオーキッド
BASE NOTE
ホワイトアンバー、スイートムスク、マダガスカルバニラ

◆DAMASCENA ROSE,ORIS & OUD／ダマスクローズ, オリス ＆ ウード
ローズのフレッシュでフェミニンなエレガンスとムスクやアンバー、ウードなどのエキゾチックアーシィなあたたかさ、クラッシック
で気高いパウダリーな香調のオリス、ルバーブ、アプリコットのみずみずしさが織りなす絶妙なマリアージュが奏でる香りは、
季節を問わずオールシーズンでお使いいただけます。
また、包まれるようにソフトで、エレガントな深い香りは、寝室やプライベートな空間にお勧めです。
TOP NOTE
アマルフィレモン、マンダリン、イタリアンシトラス、クリスプグレープフルーツ、アプリコット
MIDDLE NOTE オリス、ダマスクローズ、セージオイル、ルバーブ、モロッカン、ジャスミン、リリーオブザバレー、
ピンク&ブラックペッパー、バイオレット
BASE NOTE
サンダルウッド、ウード（中近東産）、サイプレス、アンバー、ベチバー、ムスク、カシミヤ、バニラ
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Products Line Up
アンティカ ファルマシスタは、ロマンチック、フローラル、クラシック、ナチュラル、モダンなど、幅広いスタイルの香りをハイセンスな感性
で表現したフレグランスメゾンです。インテリアのみならず、パーソナルな香りのパフュームやボディローションなども取り揃え、お気に入りの
香りを楽しむスタイルを提案しています。
◆Home Ambiance Reed Diffuser ルームディフューザー
２５０mL￥１１，０００ （税別） 専用スティック￥１，０００ （税別）
５００mL￥１６，５００ （税別） 専用スティック￥１，５００ （税別）
まるで薬品瓶のようなシンプルなボトルにさりげないラベルが施されたインテリアフレグランスは、
どのインテリアスタイルにもマッチするように計算しつくされた、ミニマムながら上質な佇まいです。
リビングルーム、バスルーム、書斎、玄関、キッチン、それぞれのお部屋に季節感やお気に入り
の香りを取り入れて、より気持ち豊かな日常を演出します。

◆Perfume パフューム

５０mL ￥１４，０００（税別）

お気に入りの香りを持ち歩く。シンプルながら高級感あふれる小さなボトルにつめられた厳選香料で
調合されたパフュームは、つけ心地は軽やかながらロングラスティング（平均約８時間以上）。
かのココシャネルの「フレグランスなしではエレガントスタイルは完成しない」の名言とおり、ファッション
アクセサリーの一部として、魅力を更に引き出します。
※サントリーニ、レモン,バーベナ＆シダー、ダマスクローズ,オリス＆ウードは未発売

◆Room & Linen Fragrance ルーム＆リネンスプレー

１００mL ￥６，０００（税別）

上質でナチュラルな香りは、リネンの香り付けやカーテンやソファーなどのファブリックに、
急な来客の際のお迎え、またお掃除の際のリフレッシュにと、いろいろなシーンで活躍します。

◆Body Moisturizer ボディローション

２９６mL ￥６，０００（税別）

ハイエンドメゾンフレグランスだからこそ実現できる上質な香りを素肌で楽しめるボディローション。
香りのヴェールをまとったような艶感だけではなく、ふんだんに配合された植物成分が、しっかりと
肌を整えます。乾燥から肌を保護し、肌を整えるアロエエキスをはじめ、保湿や栄養成分たっぷりの
アーモンドオイル、ハチミツ、シアバターのベースに、エイジング効果の高い抗酸化力のあるエキス類、
ラベンダー、クローブ、グリーンティ、ローズマリー、コンフリーなどを配合。
うるおいに満ちたハリと弾力のあるなめらかな肌へと仕上げます。
＜主な配合成分＞
アロエベラエキス、アーモンドオイル、シアバター、ハチミツ、コンフリーエキス、ラベンダーエキス、
クローブエキス、グリーンティエキス、ヒアルロン酸、シルクアミノ酸など。
※カサブランカ、アラモアナ、レモン,バーベナ＆シダー、ダマスクローズ,オリス＆ウードは未発売
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Products Line Up
Products Line Up
◆Hand Cream ハンドクリーム

74mL ￥４，０００ （税別）

エモリエント効果に加えて、手指を美肌に導くシアバター、サフラワーオイル、グレープ
フルーツ果実エキスなどの植物由来成分をリッチに配合。みずみずしい感触とすっと肌に
なじむ伸びのよいテクスチャーで手肌の表面を保護し、シルクのような手触りをもたらします。
香りをベースとして、お好みのパフュームを重ねることによる美しい香りのハーモニーを
楽しめるように、香りはあえてライトな仕上がりにしています。
手肌のお手入れと同時に心をときほぐし心地よく優雅なケアタイムへと誘います。
＜主な配合成分＞
シアバター、サフラワーオイル、グレープフルーツ果実エキス

◆Nickel Decorative Tray ルームディフューザートレイ
２５０mL￥４，０００（税別）
５００mL￥４，５００（税別）
ご自宅のディフューザースタイルを、よりハイセンスに彩るオリジナルトレイ。

◆Decanter Set （クリスタルデキャンタ＆ボックス）

￥４０，０００（税別）

セット内容：クリスタルデキャンタ（高さ約20.3cm）
ルームディフューザー500mL、専用スティック
※お好みの香りのディフューザーをお選びいただけます。

アンティカ ファルマシスタのクリスタル製オリジナルデキャンタ。
美しくカットされたボトルのシルエットがラグジュアリーな空間を演出します。
洗練された美しさの粋を極めた特別なギフトボックスです。
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