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トスカーナ流ライフスタイルを提案する自然派ブランド

『エルバリオ・トスカーノ』
2016年10月3日(月)新発売

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、トスカーナ流ライフス
タイルを提案する自然派ブランド『エルバリオ・トスカーノ』の日本総代理店として、ボディケア、ヘアケア、スキン
ケア、ホームフレグランス、パフューム商品を2016年10月3日（月）より全国の有名百貨店などで発売いたします。

【ERBARIO TOSCANO 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】

エルバリオ・トスカーノの最大の魅力は、見渡す限りの広大な大地から感じられる色や香りなど、トスカーナの大自然

からの恵みです。美しいトスカーナのすべてが、エルバリオ・トスカーノのものづくりのインスピレーションの源です。

オーガニック栽培のトスカーナ産エクストラバージンオリーブオイルを配合したナチュラルスキンケア商品や、トス

カーナの自然をイメージして創られたホームフレグランス＆パフューム商品の心地よいアロマの香りは、まるでトス

カーナを旅しているかのような気分にさせてくれます。上質な天然原料を使用し、環境やからだに有害とされるパラベ

ン、シリコン、合成着色料、鉱物油は使用せず、環境に配慮したパッケージなど、エコ・サステナブル（持続可能な環

境）を重視したものづくりにこだわっています。

本国イタリア以外にも17か国で愛用されており、200箇所もの一流ホテルでも取り入れられ世界中から評価されて

いる自然派ブランドです。

Products Line Up

商品の詳細は次ページのとおりです。

■フレグランス

・ルームディフューザー シリーズ 全7種

トスカーナの美しい大自然の中で育まれる花々や果実をイメージした香り

・オードパルファン シリーズ全10種

トスカーナの美しい自然や大地ならではの特徴をイメージした香り

■スキンケア

・ベジタブル ソープ シリーズ全5種

オーガニック栽培トスカーナ産のエクストラバージンオリーブオイル配合の植物性石鹸

・ゲストソープセット 8種の香りのアソート ボックス入り

■ボディケア・ヘアケア

・オリーブ コンプレックス（UNISEX USE） シリーズ全7種

オーガニック栽培トスカーナ産のエクストラバージンオリーブオイルを贅沢に配合した
ヘア＆スキンケアシリーズ

・ブラック ペッパー （Men’S USE） シリーズ全5種

KING OF SPICEとして知られるブラックペッパーの官能的な香りのヘア＆スキン
ケアシリーズ



オーガニック栽培トスカーナ産のエクストラバージンオリーブオイルを贅沢に配合したシリーズです。

オリーブオイルの主成分オレイン酸は、人間の肌にもともと含まれている成分で皮脂の約40％を占めているとも言われています。

保湿のために肌が自ら作る皮脂と成分が似ていることから、肌なじみが良く肌に塗ると薄いヴェールで肌をおおい、保湿力が高いのが特徴

です。またオレイン酸は抗酸化力が高く、肌の老化の原因となるフリーラジカルを抑える働きがあることで知られています。

皮膚に栄養を与え、肌の乾燥を防ぎ、弾力性を回復し、肌のターンオーバーを整えてふっくらとした肌へとみちびきます。

皮膚組織をはぎとることなく乾燥を防ぎ、柔らかでなめら
かな使い心地です。
クリーミーな泡立ちで肌のPHバランスを整え、柔らかな洗
い上がりに。敏感肌をはじめとして、すべての肌のタイプに
お使いいただけます。
ほのかな香りがここちよいシャワージェルです。

シャワーバス 250mL ￥3,800（税別） ボディバーム 250mL ￥6,000（税別）

オレアテック配合のシルキーなボディローション。
肌の乾燥を防ぎ、しなやかに潤いを与えます。
オリーブの葉から抽出された成分は肌の調子を整え保護しな
がら、肌の奥まで作用。
植物性リポタンパク質が肌のバリア機能の強化に役立ちます。
すべてのタイプの肌に理想的なボディバームです。ほのかな香
りでリラックスしながらお使いいただけます。

シャンプー 250mL ￥4,300（税別）

髪や頭皮に栄養分を補給するとともに保護しながらやさ
しく汚れを落とします。
オーガニック栽培されたトスカーナ産エクストラバージンオ
イルが、しなやかさとツヤを与えます。ドライヘアやダメー
ジヘアに。

ケラチンやファイバーの再生をうながすオリーブの葉から抽出さ
れた植物性活性成分配合。
髪のダメージケアのための濃厚でクリーミーなコンディショナー。
紫外線や汚れ、ヘアスタイル製品など、外部からの攻撃から
髪を守る働きをします。指とおりのよい健康的な髪に導きま
す。

ドライオイル 125mL ￥5,000（税別） ハンドクリーム 100mL ￥3,500（税別）

オリーブの美容成分が、表皮に栄養を与え保湿し、新陳代
謝を促す働きをします。
手のひび割れ、乾燥を防ぎ、なめらかさと潤いを与えます。べ
たつかず、浸透力が高いハンドクリームです。

リップバーム 15mL ￥2,000（税別）

Products Line Up

肌を回復させ栄養分を与えるため、特別にブレンドされ
た植物性オイル。肌に栄養を与え、乾燥を防ぎ、保護し
て健康な肌を作るエネルギーを補給します。ドライスキン
やかさついた肌に自然の恵みをたっぷりと与えます。
シルキーな使い心地。顔や体の気になる部分に。

オリーブ コンプレックス（ OLIVE COMPLEX）

オリーブから抽出した特別な植物性オ
イルとバター配合。唇の保護に特化し
た成分を凝縮した処方です。乾燥し
た唇を保護しながら保湿し、縦ジワも
優しくケア。ひび割れを防ぎながら
表面のツヤとしっとり感をもたらします。
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リップバーム+ハンドクリームセット ￥4,000（税別）

リップバーム15mL、ハンドクリーム 30mL

ヘアコンディショナー 150mL ￥4,800（税別）

人気アイテムのハンドクリームのミニサイズとリップバームのボッ
クス入りセットは、ギフトにも。
保湿フェイスクリーム 24hの3mLのサンプルパウチ入りです。



「KING OF SPICES」として知られるブラックベッパー。ペッパーには心を活性化し、やる気を起こさせ
る作用があり、活力や行動力を与えてくれます。末梢の血管を広げて血流を増やす血行促進作用
があるため、代謝機能のアップをサポートします。強いシトラス＆スパイシーノートの香りが印象的に肌に残ります。

ブラックペッパー（Black Pepper ）

アフターシェーブバーム 100mL ￥7,000（税別） パフューム＆アフターシェーブバームセット ￥5,000（税別）
パフューム 7.5mL、シェーブバーム 30mL
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シャンプー＆コンディショナー
250mL ￥4,000（税別）

シャワーバス 250mL ￥3,800（税別）

ベジタブル ソープ（VEGETABLE SOAP）

オーガニック栽培のトスカーナ産エクストラバージンオリーブオイルが配合された植物性のせっけん。肌に栄養を与えながら、しっとりと肌の
汚れを洗い流し、くすみのないなめらかな肌にしてくれます。最高級ベジタブルオイル含有のため、ボディだけでなくフェイスにも毎日お使い
いただけます。

容量：140ｇ ¥2,000（税別）／ゲストソープ 8個セット 30ｇ×8 ￥4,000（税別）

【ピュアローズ】

バラの抽出物ローズヒップ、ダマスクローズ、
センチフォリアローズの3種類のバラの抽出
物を配合したソープ。

３Rバイオコンプレックス、アルガンオイル、
スイートアーモンドオイル

【スパイシーバニラ】

植物性の成分で、滑らかに洗い上げます。温
かみのあるスパイシーで甘美な香りが肌を包み
ます。

スイートアーモンドオイル、シアバター、キンセンカ

【オリーブコンプレックス】

肌に栄養分を与え、保湿性を損なうことな
く肌の汚れを落とし滑らかに洗い上げます。
オリーブの刻み葉を練り込んだ洗浄力高い
ソープ。

オリーブオイル、シアバター

【ブラックペッパー】

肌に栄養を与えながらやさしく汚れを取り除き、
しっとりと洗い上げます。黒胡椒の力強くスパイ
シーな香り。

グレープシードオイル、シアバター、
スイートアーモンドオイル

【ロイヤルグレープ】

グレープシードパウダーのピーリング効果によ
り、しっかりと不純物を取り除きます。

グレープシードオイル、シアバター

【ゲストソープ】 8種の香りのアソートボックス

ボディバーム 250mL ￥6,500（税別）

黒胡椒の力強い香りが活力を与えて
くれます。皮膚組織をはぎとることなく
汚れを落とし、乾燥を防ぎます。
柔らかでなめらかな使い心地です。

すぐれた鎮静作用と抗炎症作用を持つ植物性成分マカダミ
アナッツオイル、アロエベラを配合。シェービングによる炎症を低
減し、しなやかで引き締まった肌へ導きます。またウィート
ジャームオイル（小麦胚芽油）によるビタミンEにより乾燥肌
や老化肌のハリとツヤを回復させます。

パフュームとアフターシェーブバームのミニサイズのボックス入り
セットは、ギフトにも。

肌にすばやく浸透し栄養を与え、肌の
バランスを整えて柔軟にします。アルガ
ンオイルとオーガニックシアバターによるビ
タミン A、D、E成分の優れた保湿と修
復作用で健康な肌に導きます。

髪や頭皮に栄養分を補給すると
ともに保護しながらやさしく汚れを
落とします。温かみのあるスパイ
シーな黒胡椒の香りが心地よく気
分を高めてくれます。

香り：ワイルドストロベリー、ベルガモット＆ベチバー、タンジェリン、オリーブ
オイル、アンバー、チュベローズ、ラベンダー、ブラックペッパー

Products Line Up



ルームディフューザー 香り:7種類

トスカーナの美しい大自然の中で育まれる花々や果実をイメージしたルームディフューザー。
ピュアな天然エッセンシャルオイルを原材料としたエレガントな香りが、あなたのお部屋をトスカーナへといざないます。

Products Line Up
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Fragrance Line Up

【ラベンダー】

香り：ラベンダー

【シシリーシトラス】

香り：シトラス

【グレープ&ビルベリー】

香り：ビルベリー、グレープ、ノーブルベリー

【トスカン スプリング】

香り：ノーブルシトラス、レモン、オレンジピール、
オレンジブロッサム、スパイス、ハーブ

【エルバズ フィグ】

香り：フィグリーフ、フィグフルーツ、ビターアーモンド、
サンダルウッド

【トゥシア ベリー】

香り：ラズベリー、マンダリン、バイオレット

【ミニボトル ギフトセット】

香り：シシリーシトラス、ラベンダー、グレープ＆ビルベリー

【ブラック ペッパー】

香り：ブラックペッパー、シトラス、アンバー

トスカーナの森に自生するビルベリー、グレー
プ、ノーブルベリーをミックスした弾けるようなみ
ずみずしい香り。

故郷を思い起こさせるような柑橘系の香り。太
陽の光をたっぷりと浴びたようなイメージの香りは、
快活でポジティブな気分にしてくれます。

黒胡椒は、スパイスの王者と言われるように、魅惑的
な力強い香りを放ちます。
柑橘系のアロマとブラックペッパーのスパイシーなアロマ
がウッディー＆アンバーによって更に引き立てられ健康
的でバランスのよい印象に仕上がっています。

トスカーナの春を思わせる新鮮なシトラスのアロマを
ベースに、レモン、オレンジピール、オレンジの花をミッ
クスした香りにハーブのスパイシーなアロマがアクセント
を加えます。

イチジクの葉のフレッシュなアロマとフルーツの甘い香り
の融合は、活力が湧くようなイメージの香り。

フレッシュでリラックス効果のあるラベンダーの
香りは、精神を安定させます。子供の頃を
思い出すような、懐かしい香りです

容量：250mL ￥10,000（税別）

容量：50mL×3  ￥7,500（税別）

みずみずしくフルーティーなトップノートから、フ
ローラルのミドルノート、スパイシーなベースノー
トへ移り行く香りは、魔法の土地トゥシアの妖
艶でミステリアスなイメージ。

Products Line Up



容量：10mL ／ 7.5mL ¥4,000 （税別）オードパルファン 香り:10種類

Fragrance Line UP

エルバリオ・トスカーノのオードパルファンは、トスカーナの美しい自然や大地ならではの特徴をイメージしたな香り。
ピュアな天然エッセンシャルオイルを原材料としたエレガントな香りは、あらゆるシーンにあわせてお選びいただけます。

Products Line Up
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【ブラック ペッパー】 容量：10mL

ブラックペッパーは、男性向けに特化した香り。スパイスの王
者と言われる黒胡椒をベースにした香りは、力強く 個性
的。その温かみのある色調とともに、健康的なエネルギーを
イメージしています。

トップ ：レモン、グレープフルーツ、ローズヒップ
ミドル ：ジャスミン、シダーウッド、ブラックペッパー、マグノリア
ベース：パチョリ、ベチバー、アンバー

【スパイシー バニラ】 容量：7.5mL

温かで魅力的なフローラルのトップノートに、かすかなサンダ
ルウッドとパチュリのウッディと砂糖のような甘さが中核をなし、
スパイシーなマダガスカルバニラとかすかなアンバーが魅惑的
に長く香るベースノート。手首や首元にやさしくスプレーする
ことで、鼓動にあわせて魅力的な香りが広がります。

トップ ：カラメル、ナツメグ、タイム、シトラス、ユーカリ
ミドル ：パチョリ、シダー、ピーチフラワー、サンダルウッド、インセンス、
ベース：ホワイトムスク、スパイスブッシュ、アンバー、バニラ

【トゥシア ベリー】 容量：10mL

トスカーナ産の果実のフレッシュでフルーティな香り。魔法の
土地トゥシアの妖艶でミステリアスなイメージ。

トップ ：ピーチ、ラズベリー、ベルガモット、マンダリン、シトラス
ミドル ：ジャスミン、パチョリ、スズラン、ローズ、バイオレット
ベース：バニラ、オレンジフラワー、サンダルウッド、ホワイトムスク

【レジンドロップス】 容量：7.5mL

樹木の幹からしみ出るハーバリウムトスカーナの樹脂滴の香り。
人生の最も美しい瞬間を思い出させてくれる切ない香りは滴とし
て消えることはありません。
スパイシーなアロマで始まる長い嗅覚の旅は、ベリーの甘さとアン
バーの温かな香りが続き、燃える暖炉を思わせるウッドのぴりっとし
た強い香りで締めくくられます。

トップ ：ポメグラネート、ラズベリー、ローズウッド、クローブ
ミドル ：プラム、オポパナクス、インセンス

ベース：パチョリ、ホワイトムスク

【トスカン スプリング】 容量：10mL

地中海沿岸地方の太陽が燦々と降り注ぎ丘は新緑につ
つまれるトスカーナの春をイメージ。
フレッシュな柑橘類や、甘い花の香りに、野生のハーブの
エッセンスが加わり、クールでリフレッシュ感のある香りです。

トップ：レモン、シダー、イエローマンダリン
ミドル：シトラスミックス、イランイラン、バジル、セージ、

ベース：ブラックペッパー、イトスギ

【ローズ ウッド】 容量：7.5mL

愛と美と女らしさの象徴バラの香りがやさしく広がります。ギ
リシャ、古代ローマを始めとして世界中で愛されてきたペル
シャのダマスクローズアロマのトップノートに続いて、ハチミツや
カラメルの甘いノートからタバコの花とマダガスカルバニラの甘
くウッディで深みのあるノートで締めくくります。

トップ ：ローズ、スターアニス、カモミール
ミドル ：ローズ、クローブ、ハニー、カラメル、バイオレット、

イランイラン、スズラン、ゼラニウム
ベース：アンバー、タバコフラワー、サンダルウッド、バニラ、パチョリ

【ノーブル バイオレット】 容量：7.5mL

ナポレオンの２番目の妻マリー・ルイーズが好んだバイオレッ
トは、繁栄と平和の象徴として知られています。ノーブルバ
イオレットは春のシンボル、そしてやってくる夏を予感させる
香り。柑橘系のフルーティな香りに、フローラルノートが長く
持続します。

トップ ：ベルガモット、イランイラン
ミドル ：ミモザ、スズラン、アイリス、バイオレット
ベース：シダーウッド、バニラ

【ダスト オブ シエナ】 容量：7.5mL

トスカーナ地方の豊かさと甘さを集めた香り。ブラックペッ
パーがアクセントになったフレッシュなベルガモットのトップノー
ト、フローラルによって官能的に香るバニラは、ウッディなベー
スでより印象を深めます。

トップ ：ベルガモット、ブラックペッパー、エレミ
ミドル ：ローズ、スズラン、カーネーション、クローブ、ナツメグ、

バニラ
ベース：パチョリ、サンダルウッド、シダーウッド、ベチバー

【スモーク オブ オピウム】 容量：10mL

カルダモンとサンダルウッドのスパイシーでウッディな香りに、
クミンをプラスして印象を和らげ、男性を意識した香りに
設計されています。力強さと優しさ、決断力と柔軟性、
現実と想像の世界を併せ持つエレガントな香り。

トップ：クミン、シナモン、カルダモン
ミドル：シダーウッド、プレシャスウッド、サンダルウッド
ベース：ホワイトムスク

【エルバズ フィグ】 容量：10mL

弾けるようにフレッシュないちじくの葉の香りと甘い果実の香
りが活力を与え、ビターアーモンドとサンダルウッドの香りが
安らぎへと誘います。

トップ：フィグリーフ、アイビー
ミドル：ガルバナム、フィグ、ココナッツ
ベース：ビターアーモンド、フィグウッド、サンダルウッド

Products Line Up


