
日本初上陸！
ミラノ発 イタリアンクラフトマンシップの粋を極めたブランド

L O C H E R B E R(ロッケルベル）

2016年9月26日（月）新発売

ロッケルベルは、コスメティックメーカーであるCOSVAL社がプロデュースするブランドのひとつで1972年にセルジ

オ・バーロッケル （SERGIO BAERLOCHER）によって、デザインと芸術の国であるイタリアと、世界のコスメ業界を牽引

するテクノロジーを持つスイスをルーツとしてイタリアミラノで誕生しました。

ロッケルベルは、スイスの製薬会社の研究機関と協力し貴重な原材料や天然活性成分を惜しみなく使用したコスメと、

シンプルなフォルムでありながら、細部まで洗練されたクラフトマンシップが息づくイタリアンデザインを特徴とする

ホームフレグランスのブランドです。

本国では、200種類以上のラインアップがあり、コスメからホームフレグランスまでパーソナルなライフスタイルすべ

てのトータルバランスを考えた上質感ある独自の製品を創造しています。現在では、全世界１６か国で販売されており、

ミラノに旗艦店、香港にブティックを展開しています。

PRESS RELEASE 2016年7月
DAIDO CO.,LTD.

【LOCHERBER 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 / http://www.daido-corp.co.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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【問い合わせ】

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、デザインと芸術の発祥
の地であるイタリアミラノで誕生したコスメティックとホームフレグランスブランド「LOCHERBER(ロッケルベル)」
の日本総代理店として、ホームフレグランスコレクションを2016年9月26日(月)より直営セレクトショップ「B.d.O」
ほか全国の有名百貨店で新発売いたします。

＜ホームフレグランス コレクション＞

【ムード コレクション (MOOD COLLECTION)】 香り：3種類

シリーズアイテム：ルームディフューザー／ディフューザーリフィル／ルームスプレー
センディット・カード／センディット・サシェ
センディット・キャンドル（マラバーペッパーのみ）

■マラバーペッパー （MALABAR PEPPER）

香調…アロマティック・オリエンタル・スパイシー・ウッディ

■へジャズ インセンス（HEJAZ INCENSE）

香調…オリエンタル・アロマティック・スパイシー・ウッディ

■スパエッセンス （SPA ESSENCE）

香調…アロマティック・シトラス・スパイシー

【ナチュラル コレクション(NATURAL COLLECTION)】香り：4種類

シリーズアイテム：ルームディフューザー／ディフューザーリフィル／ルームスプレー

テキスタイルスプレー（リネンバズのみ）

■ライス ジャームス （RICE GERMS）

香調…フローラル・ムスキー・バニラ

■フィグ&ローズ オブ タブリーズ（FIG & ROSE OF TABRIZ）

香調…フルーティ・フローラル・ムスキー

■アブソリュート グリーンティー（ABSOLUTE GREEN TEA）

香調…ヘッディ・フローラル・センシュアル

■リネン バズ （LINEN BUDS）

香調…フレッシュ・フローラル・ムスキー

製品の詳細は次ページの通りです。



ムードコレクション（MOOD COLLECTION）それぞれのシーンや空間を効果的に演出するフレグランスシリーズ

香調…アロマティック・オリエンタル・スパイシー・ウッディ

トップ ：ジンジャー、オレンジ、ベルガモット、シナモン
ミドル ：マートル、ゼラニウム、ブラックペッパー、ナツメグ、エレミ、
ベース：サイプレス、ベチバー、パチュリ、シダーウッド

■マラバーペッパー（MALABAR PEPPER）リビングに合うアロマティックでスパイシーな香り

Products Line UP

■ヘジャズ インセンス（HEJAZ INCENSE）寝室や書斎に合う心が落ち着くウッディな香り
蓋はT2ストッパーと呼ばれる手彫り加工された土台にロゴが刻印されたスチール板がついた特別仕様です。

◆ルームディフューザー ：100mL ¥7,000／250mL ¥12,000／500mL ￥18,000

◆ルームスプレー ：100mL ￥6,000

◆センディット・カード ：￥1,500

◆センディット・サシェ ：￥2,000

◆リフィル ：250mL ¥5,000／500mL ￥8,000

香調…オリエンタル・アロマティック・スパイシー・ウッディ

トップ ：レモン、白樺、ベルガモット
ミドル ：ナツメグ、カルダモン
ベース ：ガイヤックウッド、パチュリ、パインウッド

＜シリーズアイテム＞

◆ルームディフューザー ：置き型のルームフレグランス。50mLから大空間でもその存在感を放つ2,500mLまで、空間の広さにあわせたバリエーション展開。

◆ルームスプレー ：お部屋にスプレーするだけで、フレッシュな香りが広がります。

◆センディット・カード ：香りを染み込ませたシリコン製のカードです。スーツのポケットや名刺入れなど身につけるほかに、玄関やクローゼット、車内等にリボンで掛けても。

◆センディット・サシェ ：エッセンシャルオイルを染み込ませたシシリアのシーソルトをリネン生地で包んだ香りのサシェ。真珠貝のボタンがアクセント。

◆センディット・キャンドル：ファブリックのロゴがお洒落な香りのキャンドルは圧倒的な存在感を放ちます。重厚感のある木製トレーつき。 （※マラバーペッパーのみ）

◆リフィル ：ルームディフューザー用の詰め替えボトル。

■スパ エッセンス（SPA ESSENCE）バスルームに合うシトラスの爽快感のある香り

◆ルームディフューザー ： 50mL ¥4,500／100mL ￥6,000／250mL ￥10,000／500mL ￥15,000

◆ルームスプレー ：100mL￥6,000

◆センディット・カード ：￥1,500

◆センディット・サシェ ：￥2,000

◆リフィル ：250mL ￥5,000／500mL ￥8,000

香調…アロマティック・シトラス・スパイシー

トップ：オレンジ、ベルガモット、レモン、ユーカリ
ミドル：インセンス、バジル、ローズマリー、プチグレン、コリアンダー
ベース：シダーウッド、パチュリ
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シトラスをベースにユーカリ、バジル、ローズマリー、コリアンダーなどのハーブのアロマをミックス。瑞々しくフレッシュで、スッキリとした心地よく
包み込むような香りは、まるで高級スパのような優雅な寛ぎのリラクゼーション空間を演出します。

スパイスのキングであるブラックペッパーのエッジの効いたスパイシーで深いアロマの五感を呼び覚ますような魅惑的な
香りが特徴。ライフスタイルにスパイスを効かせたようなリビング空間を演出します。

異国情緒漂う東洋の神秘的なイメージのエキゾチックな香りと、ベルガモットやレモンの柑橘が混ざり合ったバランス
の取れたアロマは、深く印象的なウッディーによりまるで別世界へと誘うように心の落着く空間の雰囲気を演出します。

Fragrance Line Up

◆ルームディフューザー ： 50mL ￥4,500／100mL ￥6,000／250mL ￥10,000／ 500mL ￥15,000／2,500mL  ￥100,000

◆ルームスプレー ：100mL ￥6,000

◆センディット・カード ：￥1,500

◆センディット・サシェ ：￥2,000

◆センディットキャンドル：1,600ｇ ￥15,000

◆リフィル ：250mL ¥5,000／500mL ￥8,000



＜シリーズアイテム＞

◆ルームディフューザー： 50mL ￥3,800／ 100mL ￥5,800／250mL ￥8,800／500mL ￥13,800（※リネン バズのみ）

◆ルームスプレー ：100mL ￥4,800

◆テキスタイルスプレー： 50mL ￥4,000 （※リネン バズのみ）

◆リフィル ：250mL ￥5,000／500mL ￥8,000

Fragrance Line Up

ナチュラルコレクション（NATURAL COLLECTION） ボタニカルでナチュラルなフレグランスシリーズ

フィグ＆ローズ オブ タブリーズ（FIG & ROSE OF TABRIZ）

香調…フルーティ・フローラル・ムスキー

バラのエレガントでフェミニンなアロマと、甘いイチジクの果実が絶妙なバランスで調和したフルー
ティフローラルな香りが広がります。砕いたスミレの葉とほのかなレモンが潜んでいて透明感のある
花のブーケのようなスウィートな香り。

トップ：カシス、シシリアンレモン、ストロベリー、オレンジ
ミドル：アーモンド、バイオレットリーフ、ユーカリ、ダマスクローズ
ベース：ツリーモス、バニラ、パインウッド、フィグ

アブソリュート グリーンティ（ABSOLUTE GREEN TEA）

香調…ヘッディ・フローラル・センシュアル

ソフトなタッチで広がるシトラスとベルガモットの爽やかな香りに、クリ－ミーなスズラン、ジャスミンの
ホワイトフラワーがとけあいグリーンティを引き立てて、官能的なハーモニーを奏でます。
グリーンティの香りが爽やかな気分へ誘うように空間を包み込みます。

トップ：ベルガモット、レモン、オレンジ
ミドル：リリーオブザバレー、スズラン、ジャスミン、グリーンティ
ベース：バイオレット、アンバー、モス

リネン バズ（LINEN BUDS）

香調…フレッシュ・フローラル・ムスキー

清々しいシトラス、ベルガモット、カシスの爽やかな香りに、ローズ、イランイランの優しいフ
ローラルな香りが調和。まるで洗いたてのリネンのような心地よい香りは、気持ちを緊張か
ら解き放ちリラックスさせてくれます。

トップ：カシス、シシリアンレモン、ベルガモット
ミドル：ゼラニウム、ローズ、イランイラン
ベース：バニラ、サンダルウッド、ムスク

ライス ジャームス（RICE GERMS）

香調…フローラル・ムスキー・バニラ

深みのあるウッディなシダーウッドとやさしい甘さのバニラをベースに、ラベンダーが心地よく包み込む
ように調和したこころ安らぐ香りが部屋中に広がります。

トップ：ラベンダー、ベルガモット
ミドル：シクラメン、ジャスミン、バイオレットリーフ
ベース：ツリーモス、シダーウッド、アンバー、バニラ

Products Line UP

3

L O C H E R B E R のクラフトマンシップ

シンプルで無駄のないフォルムでありながら、各パーツのディティールには
イタリアならではの職人技が息づいています。ロッケルベルのクラフトマン
シップは 『美への情熱』そのものです。ブランドロゴがハンドメイドプリント
された美しいグラスや、手彫りされた木製の蓋、ジャガード織りの高級感
漂うシールラベルは、職人の手により創り出されています。これらはブラン
ドの個性を織りなしているクラフトマンシップの証しです。


