
made in San Franciscomade in San Francisco
Air FreshnersAir Freshners
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＃＝品番　　サイズ= mm 実際の大きさと若干異なる場合がございます。ご了承ください。
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ガラス瓶にオイルを注ぎ、ラタン(籐)をビンに挿し込むだけで
香りを楽しむことができるディフューザータイプ。

オイルの量や、ラタンの本数で香りの強弱をコントロールできます。
ご使用の環境にもよりますが、約4週間～6週間持続します。

ir Freshnersir FreshnersA
ミスティックス エアーフレッシュナー

Reed DiffuserReed Diffuser
ミスティックスリードディフューザー
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VorangeVorange
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香りのイメージ

ドライグレープとブルーベリーの香り

落ち葉と樹皮の香ばしい香り

ジャスミンの安らかな香り

ラズベリーとブルーベリーの甘い香り

白檀のバニラのような香りとほのかなバラの香り

バニラとオレンジのおいしそうな香り

ほのかな酸味が心地よい穏やかな森林の香り

品 名

Currant Blue  カラントブルーCurrant Blue  カラントブルー

Sandalwood  サンダルウッドSandalwood  サンダルウッド

Indian Summer  インディアンサマーIndian Summer  インディアンサマー

Jasmine  ジャスミンJasmine  ジャスミン

Jazzberries  ジャズベリーJazzberries  ジャズベリー

Vorange  ボランジェVorange  ボランジェ

Rainforest  レインフォレストRainforest  レインフォレスト

品 番

#BCRDCB

#BCRDJZ

穏やかでリラックスできる爽やかな香りOcean Sky  オーシャン スカイOcean Sky  オーシャン スカイ#BCRDOY

#BCRDRA

#BCRDSW

#BCRDVO

フルーティーなバニラの甘い香りVanilla Bean  バニラビーンVanilla Bean  バニラビーン#BCRDVB

#BCRDIS

#BCRDJA

● 上代 : ¥1,890-(本体価格¥1,800-)
● ロット : 3個

● サイズ : D40 × W40 × H200
● 内容量 ： 60ml9 Original Scent



 #BCRDCBR
CurrantBlue

 #BCRDISR
Indian Summer

 #BCRDJAR
JasmineJasmine

 #BCRDJZR
JazzberriesJazzberries

 #BCRDOYR
Ocean SkyOcean Sky

 #BCRDRAR
 Rainforest

 #BCRDSWR
 Sandalwood

 #BCRDVBR
 Vanilla Bean

 #BCRDVOR
VorangeVorange

Reed Diffuser Oil RefillsReed Diffuser Oil Refills
リード ディフューザー オイル リフィル

ミスティックスリードディフューザー専用のオイルです。
オイルのみで購入でき、経済的でエコロジー。

● 上代 : ¥3,990-(本体価格 ¥3,800-) 
● サイズ : H130 × φ60
● 内容量 ： 237ml

#BCC3IS
Indian Summer

#BCC3JZ
Jazzberries

#BCC3LR
Lavender Rosemary

#BCC3RA
Rainforest

#BCC3SW
Sandalwood

#BCC3VO
Vorange

#BCC3LR

#BCC3RA

#BCC3SW

#BCC3IS

#BCC3JZ

品 番 品 名

#BCC3VO

Indian Summer  インディアン サマーIndian Summer  インディアン サマー

Jazzberries  ジャズベリーJazzberries  ジャズベリー

Lavender Rosemary  ラベンダーローズマリーLavender Rosemary  ラベンダーローズマリー

Rainforest  レインフォレストRainforest  レインフォレスト

Sandalwood  サンダルウッドSandalwood  サンダルウッド

Vorange  ボランジェVorange  ボランジェ

落ち葉と樹皮の香ばしい香り

ラズベリーとブルーベリーの甘い香り

ローズマリーとラベンダーの人気ハーブ2種をブレンドした香り

ほのかな酸味が心地良い穏やかな森林の香り

白檀のバニラのような香りとほのかなバラの香り

バニラとオレンジの美味しそうな香り

香りのイメージ

● 上代 : ¥2,625-(本体価格¥2,500-)
● ロット : 1個

● サイズ : H50 × φ54
● パッケージ サイズ : D75 × W75 × H546 Original Scent6 Original Scent

oy Candleoy Candle
ミスティックス ソイキャンドル

S
ソイワックスを使用したキャンドルです。

煤が出にくいので、ふんわり香りが広がります。
柔らかく、暖かみのある香りをお楽しみいただけます。



ragrance Mistragrance Mist
ミスティックス フレグランス ミスト

F
スプレータイプのエアフレッシュナーです。

ウォーターベースのミストが空気中に優しく広がります。
リフレッシュしたい時、香りを楽しみたい時にピッタリです。
洗練されたシルバーボトルは、インテリアグッズとして

飾るだけでも目を引く存在感があります。

#BCFMOY
Ocean Sky
オーシャンスカイ

#BCFMRA
Rainforest
レインフォレスト

#BCFMVB
Vanilla Bean
バニラビーン

#BCFMWR
Windsor Rose
ウィンザーローズ

#BCFMIS
Indian Summer
インディアンサマー

#BCFMJZ
Jazzberries
ジャズベリー

#BCFMMG
Mango Mango
マンゴーマンゴー

#BCFMCB
Currant Blue
カラントブルー

#BCFMCB

#BCFMMG

#BCFMOY

#BCFMRA

#BCFMVB

#BCFMWR

#BCFMIS

#BCFMJZ

品 番

Currant Blue  カラントブルーCurrant Blue  カラントブルー

Mango Mango  マンゴーマンゴーMango Mango  マンゴーマンゴー

Indian Summer  インディアン サマーIndian Summer  インディアン サマー

Jazzberries  ジャズベリーJazzberries  ジャズベリー

Ocean Sky  オーシャンスカイOcean Sky  オーシャンスカイ

Rainforest  レインフォレストRainforest  レインフォレスト

Vanilla Bean  バニラビーンVanilla Bean  バニラビーン

Windsor Rose  ウィンザーローズWindsor Rose  ウィンザーローズ

品 名

ドライグレープとブルーベリー爽やかな香り

落ち葉と樹皮の香ばしい香り

ラズベリーとブルーベリーの甘い香り

トロピカルマンゴーとメロンのフレッシュでフルーティな香り

穏やかで幻想的な風景が浮かぶようなリラックスできる香り

ほのかな酸味が心地良い穏やかな森林の香り

フルーティな甘みと花のような甘みが融合されたバニラの香り

柔らかくデリケートで高貴なバラの香り

香りのイメージ

● 上代 : ¥1,890-(本体価格¥1,800-)
● ロット : 6個

● サイズ : H155 × φ50
● 内容量 ： 100ml8 Original Scent8 Original Scent


