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OHANA MAHAALOR

no na kau a kau.

Gift for a family. Gift for a friend.
＂OHANAMAHAALO＂ , colored with various types from fresh scent to 

bittersweet scent,
is regarded as a wish for you to value yourself and remember to be 

grateful to the precious one who supports you.
When you are happy, wear a scent which brings you more happiness. 

When you are sad,wear a scent which heals your sorrow.
And we want you to convey thankfulness to your loving family and 

friends with the scents..
We wish that you and your precious ones will be happy forever.

ohanamahaalo
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Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227387415

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227387590

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、ファンタジックで

喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。
〔JAN〕4573227387422

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、ファンタジックで

喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。
〔JAN〕4573227387606

Laule'a puae （ラウレア ピュア）

ラウレアは「幸福」、ピュアは「純粋な花」という意味。
女性らしい優しさ、華やかさで幸せいっぱいに包み込み、

永遠の愛を祝福するフラワーシャワーの香り。
〔JAN〕4573227387439

Laule'a puae （ラウレア ピュア）

ラウレアは「幸福」、ピュアは「純粋な花」という意味。
女性らしい優しさ、華やかさで幸せいっぱいに包み込み、

永遠の愛を祝福するフラワーシャワーの香り。
〔JAN〕4573227387613

OHANA MAHAALO  Fragrance Hand gel
【オハナ・マハロ　フレグランスハンドジェル】　80mL / 2.7FL OZ　￥700（税抜）　SIZE  H106×φ40mm　　Lot：6

さらさらな仕上がりで、手指を優しく包み込む、アルコール配合のフレグランスハンドジェル。
持ち運びに便利なサイズで気になる時にいつでも使え、美容保湿成分配合で手指を乾燥からも守ります。

　　　　　　　　　　　　　　　※1 製造時（85.46vol%）  ※2 製品の特性上、ご使用方法及び保管状況によりアルコールが揮発する場合もございます。

OHANA MAHAALO  Fragrance Hand mist
【オハナ・マハロ　フレグランスハンドミスト】　50mL / 1.69 FL OZ　￥700（税抜）　SIZE  H120×φ31mm　　Lot：6

さらさらな仕上がりで、手指を優しく包み込む、アルコール配合のフレグランスハンドミスト。
持ち運びに便利なサイズで気になる時にいつでも使え、美容保湿成分配合で手指を乾燥からも守ります。

　　　　　　　　　　　　　　　※1 製造時（82.12vol%）  ※2 製品の特性上、ご使用方法及び保管状況によりアルコールが揮発する場合もございます。

NEW

NEW

アルコール
配合率

80vol％
※1※2

アルコール
配合率

80vol％
※1※2
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OHANA MAHAALO  2020 AW collection【10月上旬発売予定】 
Iole hilahila makana（イオレ ヒラヒラマカナ）

2020AW限定の香りイオレ ヒラヒラマカナが新登場。イオレは「ねずみ」、ヒラヒラは「恥ずかしがりや」、マカナ「贈り物」という意味。
雪深い森に住む可愛らしいネズミの女の子が、1年に1度の特別な日を指折りに待つ冬のひとときをイメージ。ラズベリーとアップルが部屋いっぱいに弾ける香り。

OHANA MAHAALO Fragrance Nail oil【9月上旬発売予定】

【オハナ・マハロ　フレグランスネイルオイル】　2.5g / NET WT 0.08 OZ　￥1,250（税抜）
SIZE  W60×H160×D15mm（パッケージ）　SIZE  H126×φ12mm（本体）　　Lot：6

ジェルタイプで液ダレしにくく、スリムなペンタイプでいつでもケアできるネイルオイル。
２枚爪やひび割れ、除光液などで乾燥したあなたの爪をふっくら保湿して、艶のある柔らかな指先へ導きます。

OHANA MAHAALO  Oil in Hand cream【9月上旬発売予定】

【オハナ・マハロ　オイルインハンドクリーム】　50g / NET WT 1.76OZ　￥1,000（税抜）　
SIZE  H180×W57×D25mm（パッケージ）　H142×W47×D22mm（本体）　　Lot：6

乾燥の気になる手肌にスペシャルな保湿ケアができるオイルインハンドクリーム。
3種類のオーガニックオイルに加えネイルプロテクト成分も配合し爪の先まで乾燥から守ります。

NEW

NEW

NEW
数量限定

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227387477

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227387514 

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、ファンタジックで

喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。
〔JAN〕4573227387484

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、ファンタジックで

喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。
〔JAN〕4573227387521 

Laule'a puae （ラウレア ピュア）

ラウレアは「幸福」、ピュアは「純粋な花」という意味。
女性らしい優しさ、華やかさで幸せいっぱいに包み込み、

永遠の愛を祝福するフラワーシャワーの香り。
〔JAN〕4573227387491

Laule'a puae （ラウレア ピュア）

ラウレアは「幸福」、ピュアは「純粋な花」という意味。
女性らしい優しさ、華やかさで幸せいっぱいに包み込み、

永遠の愛を祝福するフラワーシャワーの香り。
〔JAN〕4573227387538

Eau de cologne
30mL / 1FL OZ

￥1,700（税抜）　〔JAN〕4573227387552

Fragrance Hand cream
50g / NET WT 1.76 OZ

￥800（税抜）　〔JAN〕4573227387569

Fragrance Hair mist
95mL / 3.21FL OZ

￥1,500（税抜）　〔JAN〕4573227387583

Fragrance massage milk
240mL / 8.1 FL OZ

￥1,600（税抜）　〔JAN〕4573227387576
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OHANA MAHAALO  Fragrance Shampoo & Fragrance Treatment,  
Fragrance Hair milk Set 【10月上旬発売予定】

【オハナ・マハロ　フレグランスシャンプー＆ヘアトリートメント、ヘアミルク セット】　各465mL / 15.7FL OZ（フレグランスシャンプー＆ヘアトリートメント）
50g / NET WT 1.76 OZ（ヘアミルク）　￥2,900（税抜）　SIZE  H210×W140×D90mm　　Lot：6

シャンプー＆ヘアトリートメントにヘアミルクが付いてくるお得なセット！
毎日ダメージを受けた髪を多くの保湿美容成分が優しく包み込み、指通りの良いしっとりとした艶髪に導きます。

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227387620

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227387668

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、

ファンタジックで喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。
〔JAN〕4573227387637

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、

ファンタジックで喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。
〔JAN〕4573227387675

OHANA MAHAALO  Body care gift set
【オハナ・マハロ　ボディケアギフトセット】　￥1,800（税抜）　40g / NET WT 1.4 OZ（フレグランス ボディスクラブ）

30mL / 1 FL OZ（フレグランスミストフォーオール）　35g / NET WT 1.2 OZ（フレグランスボディフローズン）　SIZE  H180×W102×D33mm　　Lot：6
至福の香りに包まれてお肌もしっとり、あふれる女性らしさ。ライトな香り立ちで全身に使えるボディミスト、ツルツル肌に導くボディスクラブ、

ジェルがみずみずしく保湿するボディフローズン。あなたの肌をケアする見た目も可愛いボディケア３点セット♡

OHANA MAHAALO  Always by your side 【11月上旬発売予定】

【オハナ・マハロ　オールウェイズ バイ ユア サイド】　￥1,900（税抜）　各20g / NET WT 0.7 OZ　SIZE  H160×W212×D28mm　　Lot：6
人気の香りと季節限定の香りが一緒に楽しめちゃうハンドクリーム。かわいいミニサイズが5本入ったお得なセット。
かわいいパッケージに入っているので、自分へのご褒美でもOK、大切な人へのギフトにも喜ばれること間違い無し！

OHANA MAHAALO  Mask poach 【11月上旬発売予定】

【オハナ・マハロ　マスクポーチ】　￥1,600（税抜）　SIZE  H120×W215mm　　Lot：6
外出先で保管場所に気を配りたいマスク。中の仕切りがあるので未使用と使用中のマスクを分けて収納でき、衛生面でとても安心のマスクポーチ。
背面にティッシュを入れるポケット付きで使いやすい仕様。通帳やパスポートケースとしても使用でき、マスク収納以外にもいろんな用途で大活躍。

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。言葉をかわす、見つめる、
キスする…心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。

〔JAN〕4573227387392

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。言葉をかわす、見つめる、
キスする…心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。

〔JAN〕4573227387705

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。幼い頃から乙女心をくすぐる、
ファンタジックで喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。

〔JAN〕4573227387408

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。幼い頃から乙女心をくすぐる、
ファンタジックで喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。

〔JAN〕4573227387712

NEW
数量限定

数量限定

NEW
数量限定

NEW
数量限定

（左から）

Leia makalapua （レイア マカラプア）

レイアは「天使」、マカラプアは「美しい」という意味。ロマンティックな
ホワイトアンバーとホワイトムスクが、きらめくスズランの香りを包み込みます。

Laule'a puae （ラウレア ピュア）

ラウレアは「幸福」、ピュアは「純粋な花」という意味。女性らしい優しさ、華やかさで
幸せいっぱいに包み込み、永遠の愛を祝福するフラワーシャワーの香り。

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。言葉をかわす、見つめる、
キスする…心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。幼い頃から乙女心をくすぐる、
ファンタジックで喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。

Iole hilahila makana （イオレ ヒラヒラマカナ）

イオレは「ねずみ」、ヒラヒラは「恥ずかし  がりや」、マカナ「贈り物」という意味。
雪深い森に住む可愛らしいネズミの女の子が、
1年に1度の特別な日を指折りに待つ冬のひとときの香り。

〔JAN〕4573227387446

OHANA MAHAALO  Fragrance Makeup cover mist 【11月中旬発売予定】

【オハナ・マハロ　フレグランスメイクアップカバーミスト】　￥1,400（税抜）　100mL / 3.38 FL OZ
SIZE  H180×W59×D38mm（パッケージ）　H153×φ39mm（本体）　　Lot：6

メイクの後にシュッとひと吹きするメイクアップカバーミスト。
美容保湿成分配合で、しっとり潤いを包み込み、エアコンによる乾燥を防ぎながら汗や皮脂による化粧崩れを防ぎます。

NEW
数量限定
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Koolina kēa （コオリナ ケーア）

コオリナは「喜びの結晶」、ケーアは「白い」
という意味。白銀に染まる世界で、

積もりたての雪の結晶たちが、
風に舞いキラキラと遊ぶ香り。

〔JAN〕4573227381109

Hanauma malae （ハナウマ マラエ）

ハナウマは「ハナウマビーチ」、マラエは
「澄み切った」という意味。眩しいほどに明るく

透き通る海の中。色とりどりの熱帯魚や
サンゴが鮮やかに舞い泳ぎます。

〔JAN〕4573227387361

Naia nalukai （ナイア ナルカイ）

ナイアは「イルカ」、ナルは「波」、カイは「海」
という意味。宝石のように美しい海、

心地よい波に身をまかせサンゴと一緒に遊ぶ
イルカたち。柔らかな夏の海の香り。

〔JAN〕4573227381819

Honu koakai （ホヌ コアカイ）

ホヌは「ウミガメ」、コアカイは「サンゴ　海」
という意味。エメラルドグリーンに透き通る海。
サンゴの間を波や熱帯魚たちとゆったりと泳ぎ

ウミガメがあなたに幸運を運びます。
〔JAN〕4573227386937

Lanikai pupu （ラニカイ ププ）

ラニカイはハワイの「ラニカイビーチ」、
ププは「貝殻」という意味。

あたたかな南の島、誰もいない美しいビーチ
に真っ白な貝殻が輝きます。

〔JAN〕4573227381413

Pua leamanu （プア レアマヌ）

プアは「花」、レアマヌは「幸せ   鳥」という意味。
色鮮やかに咲き乱れるハワイの花々。

愛と幸せのシンボル、ハミングバードが
花から花へ羽ばたきながら花の蜜を吸う愛おしい香り。

〔JAN〕4573227386920

Henoheno kiki （へノヘノ キキ）

へノヘノは「愛らしい」、キキは「あふれ出る」
という意味。吹きかけた瞬間から、

柔らかい虹色の香りに変化しながら、
あなたを幸せで包みます。
〔JAN〕4573227381710

Walea wahine （ワレア ワヒネ）

ワレアは「魅惑的」、ワヒネは「女性」
という意味。時には無邪気に可愛く、

時にはミステリアスで知的に。
なんとも言えない魅力放つレディの香り。

〔JAN〕4573227381116 

Kealoha lino （ケアロハ リノ）

ケアロハは「愛しい人」、リノは「輝く」
という意味。ローズピンクの泡に包まれて、

歌を口づさみながら、お目覚めの
シャワーを浴びる朝の香り。

〔JAN〕4573227381406

OHANA MAHAALO  Eau de cologne
【オハナ・マハロ　オーデコロン】　30mL / 1FL OZ　￥1,700（税抜）　SIZE  H92×W52×D25mm　　Lot：6

嬉しい時には、さらに喜びを与えてくれる香りを、悲しい時にはそんなあなたを癒してくれる香りを、そして大切な家族や友人への
感謝を香りに乗せて届けて欲しい。あなた自身が、そしてあなたの大切な人がいつまでも幸せでありますように。そんな願いが込められたオーデコロンです。

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」
という意味。言葉をかわす、見つめる、

キスする…心が甘くとろけるような
初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227381024

Haunani pepe （ハウナニ ぺぺ）

ハウナニは「美しい雪」、ぺぺは「赤ちゃん」
という意味。純白の木蓮の花の香りが
辺りを包み込み、煌めくムスクの香りと
優しいウッディが静かに降り注ぎます。

〔JAN〕4573227381505

Leia makalapua （レイア マカラプア）

レイアは「天使」、マカラプアは「美しい」
という意味。キラキラと輝く雪に秘められた

冬の湖で、純白の羽を誇らしげに
広げ恋する白鳥たちの香り。

〔JAN〕4573227381307

Welina honi （ウェリナ ホニ）

ウェリナは「愛を込めて」、ホニは「キス」
という意味。森の奥深く、静寂に包まれる

安穏なひと時に、冬のロマンスに
想いを抱く少女の香り。

〔JAN〕4573227381123

Melia manualoha （メリア マヌアロハ）

メリアは「プルメリア」、マヌアロハは「オウム」と
いう意味。輝く太陽の下、いっぱいに花開く甘く
優しい香りのプルメリアに誘われて、ハワイの

美しい鳥たちが歌う、明るく爽やかな香り。
〔JAN〕4573227386913

Anela makana （アネーラ マカナ）

アネーラは「天使」、マカナは「贈り物」
という意味。光り輝く朝露に濡れた花園へ

舞い降りた天使がピュアな唇で
花々を目覚めさせるベーゼの香り。

〔JAN〕4573227381055

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」
という意味。幼い頃から乙女心をくすぐる、

ファンタジックで喜びと夢に満ちた、
可愛いおとぎ話の香り。

〔JAN〕4573227381086

Liko pulelehua （リコ プレレフア）

リコは「つぼみ」、プレレフアは「蝶」
という意味。花でいっぱいに埋め尽くされた

あたたかな花園で、色とりどりの蝶が
美しく舞い上がる香り。

〔JAN〕4573227381178

Laule'a puae （ラウレア ピュア）

ラウレアは「幸福」、ピュアは「純粋な花」
という意味。女性らしい優しさ、華やかさで

幸せいっぱいに包み込み、
永遠の愛を祝福するフラワーシャワーの香り。

〔JAN〕4573227381031

Hau'oli mele （ハウオリ メレ）

ハウオリは「幸せ」、メレは「歌」という意味。
彩りにあふれた木漏れ日が、

優しく溶け合う森で、幸せを歌う
小さなフェアリー達が織りなす香り。

〔JAN〕4573227381093

NEW
数量限定

Momona kau wela （モモナ カウウエラ）

モモナは「甘い」、カウウエラは「夏」
という意味。まばゆい太陽と、白い砂浜、

休暇に訪れた海沿いのリゾートで
甘美な夏の始まりを楽しむ香り。

〔JAN〕4573227381000

Moani ke'ala （モアニ ケアラ）

モアニケアラは「海から薫るそよ風」
という意味。目覚めのシャワーを浴びて、

オーシャンビューのバルコニーで
優しい海のそよ風に吹かれる香り。

〔JAN〕4573227381062

Pama wela （パーマヴェラ）

パーマは「ヤシの木」、ヴェラは「熱い」
という意味。優しくそよぐヤシの木と波の音が

ロマンティックなビーチに広がる、
穏やかなサンセットの香り。

〔JAN〕4573227381017

Akua ko'a nani （アクア コアナニ）

アクアは「女神」、コアは「サンゴ」、
ナニは「美しい」という意味。

穏やかで明るい海の世界。マーメイドが、
優しい波に揺られて目覚めます。

〔JAN〕4573227388764

Fula ku'ulei （フラ クウレイ）

フラは「踊る」、クウレイは「最愛の人」
という意味。南の島で過ごす二人だけの

甘い時間。夢のようなひとときに、
見つめ合う甘酸っぱい夏の魅惑の香り。

〔JAN〕4573227388771

数量限定数量限定数量限定

Lilii lei naala （リリィ レイナアラ）

リリィは「小さな」、レイナアラは
「レイの美しい香り」という意味。感謝や敬愛の

念をこめて贈られる花の首飾り（レイ）を
つけた神秘的で美しい花の女王香り。

〔JAN〕4573227381079

Mālie mahina （マリエ マヒナ）

マリエは「静かな」、マヒナは「月」
という意味。カシミアのような心地よさが
気品を醸し出す、たおやかな月明かりで

美しく花開く白蘭の香り。
〔JAN〕4573227381048

Hawaii
限定

Hawaii
限定

Hawaii
限定

Iole hilahila makana （イオレ ヒラヒラマカナ）

イオレは「ねずみ」、ヒラヒラは「恥ずかしがりや」、
マカナ「贈り物」という意味。雪深い森に住む

可愛らしいネズミの女の子が、1年に1度の特別な日を
指折りに待つ冬のひとときの香り。

〔JAN〕 4573227387552
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Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227381826

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、

ファンタジックで喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。
〔JAN〕4573227381833

Laule'a puae （ラウレア ピュア）

ラウレアは「幸福」、ピュアは「純粋な花」という意味。
女性らしい優しさ、華やかさで幸せいっぱいに包み込み、

永遠の愛を祝福するフラワーシャワーの香り。
〔JAN〕4573227381840

Leia makalapua （レイア マカラプア）

レイアは「天使」、マカラプアは「美しい」という意味。
ロマンティックなホワイトアンバーとホワイトムスクが、

きらめくスズランの香りを包み込みます。
〔JAN〕4573227388092

Naia nalukai （ナイア ナルカイ）

ナイアは「イルカ」、ナルは「波」、カイは「海」という意味。
宝石のように美しい海、心地よい波に身をまかせ

サンゴと一緒に遊ぶイルカたち。柔らかな夏の海の香り。
〔JAN〕4573227381857

Koloa kamali'i （コロア カマリイ）

コロアは「アヒル」、カマリイは「子供たち」という意味。柔らかな若草、
小さく可憐な花が咲く、春を迎えたばかりのあたたかな野原で、

アヒルの子供たちが無邪気に遊びます。
〔JAN〕4573227388573　

Ala houmakani （アラ ホウマカニ）

アラは「道」、ホウは「新しい」、マカニは「風」という意味。
可憐に舞い上がるさわやかな桜の香り。

新鮮な春風に背中を押され、歩き出す朝の香り。
〔JAN〕4573227386821　

Akua ko'a nani （アクア コアナニ）

アクアは「女神」、コアは「サンゴ」、ナニは「美しい」
という意味。穏やかで明るい海の世界。

マーメイドが、優しい波に揺られて目覚めます。
〔JAN〕4573227388795

Fula ku'ulei （フラ クウレイ）

フラは「踊る」、クウレイは「最愛の人」という意味。
南の島で過ごす二人だけの甘い時間。夢のようなひとときに、

見つめ合う甘酸っぱい夏の魅惑の香り。
〔JAN〕4573227388788

OHANA MAHAALO  Eau de toilette
【オハナ・マハロ　オードトワレ】　10mL / 0.34FL OZ　￥1,700（税抜）　SIZE  H150×W52×D26mm（パッケージ）　H110×φ20mm（本体）　　Lot：6

かわいいパッケージに入って、ギフトにもよころばれるオードトワレ。オーデコロンよりも香りが強く、より長く香りを楽しみたい人におすすめです。

数量限定 数量限定 数量限定

数量限定数量限定数量限定

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227388986

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、ファンタジックで

喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。
〔JAN〕4573227388993

Laule'a puae （ラウレア ピュア）

ラウレアは「幸福」、ピュアは「純粋な花」という意味。
女性らしい優しさ、華やかさで幸せいっぱいに包み込み、

永遠の愛を祝福するフラワーシャワーの香り。
〔JAN〕4573227386234

OHANA MAHAALO  Fragrance Mist for All
【オハナ・マハロ　フレグランスミストフォーオール】　250mL / 8.4 FL OZ　￥1,700（税抜）　SIZE  H200×φ45mm　　Lot：6

ボディやヘアだけでなく、空間にも使える大容量のフレグランスミスト。
スプレーするだけで、優しい香りがあなたや空間を包み込みます。さまざまなシーンで大活躍♡
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OHANA MAHAALO  Fragrance Massage milk
【オハナ・マハロ　フレグランスマッサージミルク】　240ml / 8.1 FL OZ　￥1,600（税抜）　SIZE  H158×W65×D43mm　　Lot：6

高保湿なのに伸びがよいマッサージミルク。乾燥の気になるこの季節にぴったりの高保湿で、マッサージしながらお肌に潤いを与えます。
お気に入りの香りに包まれて、理想のボディへと導きます。

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227386258

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、ファンタジックで

喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。
〔JAN〕4573227386265

Laule'a puae （ラウレア ピュア）

ラウレアは「幸福」、ピュアは「純粋な花」という意味。
女性らしい優しさ、華やかさで幸せいっぱいに包み込み、

永遠の愛を祝福するフラワーシャワーの香り。
〔JAN〕4573227386272

Iole hilahila makana （イオレ ヒラヒラマカナ）

イオレは「ねずみ」、ヒラヒラは「恥ずかしがりや」、マカナ「贈り物」
という意味。雪深い森に住む可愛らしいネズミの女の子が、
1年に1度の特別な日を指折りに待つ冬のひとときの香り。

〔JAN〕4573227387576 

OHANA MAHAALO  Fragrance Body cream
【オハナ・マハロ　フレグランス ボディクリーム】　120g / NET WT 4.23 OZ　￥1,250（税抜）　SIZE  H160×W67×φ44mm　　Lot：6

伸びの良いしっかりとした使い心地でべたつかず、潤いと優しい香りで包み込むボディクリーム。5つの植物油を配合し、もっちり柔らかなお肌へと導きます。

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227388146

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、ファンタジックで

喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。
〔JAN〕4573227388153

Laule'a puae （ラウレア ピュア）

ラウレアは「幸福」、ピュアは「純粋な花」という意味。
女性らしい優しさ、華やかさで幸せいっぱいに包み込み、

永遠の愛を祝福するフラワーシャワーの香り。
〔JAN〕4573227386418

Leia makalapua （レイア マカラプア）

レイアは「天使」、マカラプアは「美しい」という意味。
ロマンティックなホワイトアンバーとホワイトムスクが、

きらめくスズランの香りを包み込みます。
〔JAN〕4573227388160

数量限定

NEW
数量限定

Hone meri （ホネメリ）

はちみつの香り
〔JAN〕4573227386586

Alani （アラニ）

オレンジの香り
〔JAN〕4573227386623

Apala （アパラ）

リンゴの香り
〔JAN〕4573227386616

OHANA MAHAALO  Fragrance Lip essence oil
【オハナ・マハロ　フレグランスリップエッセンスオイル】　3.7g / 0.13 OZ　￥1,500（税抜）　SIZE  H80×W31×D24mm（パッケージ）　H76×W21×D21mm（本体）　　Lot：6

ぷるんと柔らかな唇に導く高保湿リップエッセンス。ローヤルゼリーエキス、プロポリスエキスに加え、
9種の植物エキス（保湿成分）を配合し、唇を乾燥から守り、潤いを保ちます。おやすみ前やメイク下地にも最適です。

OHANA MAHAALO  Fragrance Hand cream
【オハナ・マハロ　フレグランス ハンドクリーム】　50g / NET WT 1.76 OZ　￥800（税抜）　SIZE  H119×W53×φ32mm　　Lot：6

なめらかな使い心地でべたつかず、潤いと優しい香りをまとうハンドクリーム。5つの植物油（保湿成分）を配合し、もっちり柔らかな手肌へ導きます。

数量限定

数量限定数量限定

数量限定

数量限定

数量限定

Laule'a puae （ラウレア ピュア）

ラウレアは「幸福」、ピュアは「純粋な花」という意味。
女性らしい優しさ、華やかさで

幸せいっぱいに包み込み、
永遠の愛を祝福するフラワーシャワーの香り。

〔JAN〕4573227381543

Ala houmakani （アラ ホウマカニ）

アラは「道」、ホウは「新しい」、マカニは「風」
という意味。可憐な桜が咲き乱れる、

いつもの通い慣れた道。
新鮮な春風に背中を押され、歩き出す朝の香り。

〔JAN〕4573227386838

Walea wahine （ワレア ワヒネ）

ワレアは「魅惑的」、ワヒネは「女性」という意味。
目覚めるようなライムをアイリスと

センティフォリアローズの
ヴェールが包むフローズンフローラル。

〔JAN〕4573227386333

Welina honi （ウェリナ ホニ）

ウェリナは「愛をこめて」、ホニは「キス」という意味。
深くまどろむ甘さのアンバーにフローラルと

フルーティーブレンドが
優しく広がります。

〔JAN〕4573227386326

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、

ファンタジックで喜びと夢に満ちた、
可愛いおとぎ話の香り。

〔JAN〕4573227381550

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような
初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227381536

Iole hilahila makana （イオレ ヒラヒラマカナ）

イオレは「ねずみ」、ヒラヒラは「恥ずかしがりや」、
マカナ「贈り物」という意味。

雪深い森に住む可愛らしいネズミの女の子が、
1年に1度の特別な日を指折りに待つ冬のひとときの香り。

〔JAN〕4573227387569

Liko pulelehua （リコ プレレフア）

リコは「つぼみ」、プレレフアは「蝶」という意味。
贅沢なローズ、ライラック、ジャスミンの

花々の香りが立ち上り華やかな
ヴェールとなって広がります。

〔JAN〕4573227386319

Kealoha lino （ケアロハ リノ）

ケアロハは「愛しい人」、リノは「輝く」という意味。
ローズピンクの泡が弾けて、

グリーンとライラックの
心地よいメロディーがお風呂に響きます。

〔JAN〕4573227386302

Haunani pepe （ハウナニ ぺぺ）

ハウナニは「美しい雪」、ぺぺは「赤ちゃん」という意味。
純白の木蓮の花の香りが辺りを包み込み、

煌めくムスクの香りと優しいウッディが
静かに降り注ぎます。

〔JAN〕4573227381567

Henoheno kiki （へノヘノ キキ）

へノヘノは「愛らしい」、キキは「あふれ出る」という意味。
甘い香りから石鹸のような香りへ、

そしてベビーパウダーのようなふんわりとした優しい香りへと
7色に変化しながら、あなたを幸せで包みます。

〔JAN〕4573227386296

Leia makalapua （レイア マカラプア）

レイアは「天使」、マカラプアは「美しい」という意味。
ロマンティックなホワイトアンバーと

ホワイトムスクが、きらめくスズランの
香りを包み込みます。

〔JAN〕4573227388115

NEW
数量限定 数量限定

数量限定

数量限定



21FRAGRANCY20 FRAGRANCY

OHANA MAHAALO  Fragrance Shampoo
【オハナ・マハロ　フレグランスシャンプー】　465mL / 15.7FL OZ　￥1,450（税抜）　SIZE  H200×φ68mm　　Lot：6

保湿力が高い5種類のヒト型セラミドに加え、多くの美容保湿成分を贅沢に配合。
ノンシリコンなのに指通りの良い、しっとりさらさらな艶髪に導きます。

OHANA MAHAALO  Fragrance Treatment
【オハナ・マハロ　フレグランスヘアトリートメント】　465mL / 15.7FL OZ　￥1,450（税抜）　SIZE  H200×φ68mm　　Lot：6

美容保湿成分に加えて、アルガンオイルとシアバターを贅沢にプラス。
毎日受ける髪のダメージをしっかりケアし、時間が経ってもパサつかず、スタイリングもしやすい、しっとりさらさらな艶髪に導きます。

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227388474

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、ファンタジックで

喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。
〔JAN〕4573227388498

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227388481

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、ファンタジックで

喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。
〔JAN〕4573227388504

数量限定

数量限定

Leia makalapua （レイア マカラプア）

レイアは「天使」、マカラプアは「美しい」という意味。
ロマンティックなホワイトアンバーとホワイトムスクが、

きらめくスズランの香りを包み込みます。
〔JAN〕4573227386357

Leia makalapua （レイア マカラプア）

レイアは「天使」、マカラプアは「美しい」という意味。
ロマンティックなホワイトアンバーとホワイトムスクが、

きらめくスズランの香りを包み込みます。
〔JAN〕4573227386364

OHANA MAHAALO  Fragrance Shampoo & Treatment trial
【オハナ・マハロ　フレグランスシャンプー＆ヘアトリートメントトライアル】　各10mL　￥100（税抜）　SIZE  H110×W60×D160mm　　Lot：20

シャンプーとトリートメントのお試しサイズ。

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。言葉をかわす、
見つめる、キスする…心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。

〔JAN〕4573227388641

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。幼い頃から乙女心を
くすぐる、ファンタジックで喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。

〔JAN〕4573227388658

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。言葉をかわす、見つめる、
キスする…心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。

　　シャンプー〔JAN〕4573227388924　　　　　ヘアトリートメント〔JAN〕4573227388931

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。幼い頃から乙女心をくすぐる、
ファンタジックで喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。

　　シャンプー〔JAN〕4573227388948　　　　　　ヘアトリートメント〔JAN〕4573227388955

OHANA MAHAALO   Fragrance Shampoo, Fragrance Treatment refill
【オハナ・マハロ　フレグランスシャンプー／フレグランスヘアトリートメント つめかえ用】

400mL / 13.5FL OZ　￥1,200（税抜）　SIZE  220×W140×D75mm　　Lot：6
シャンプーとヘアトリートメントのつめかえ用。

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。言葉をかわす、
見つめる、キスする…心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。

〔JAN〕4573227387347

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。幼い頃から乙女心を
くすぐる、ファンタジックで喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。

〔JAN〕4573227387354

OHANA MAHAALO   Fragrance Shampoo & Treatment , Fragrance Shampoo refill set
【オハナ・マハロ　フレグランスシャンプー＆ヘアトリートメント ［つめかえ用シャンプー付きセット］】

￥2,900（税抜）　SIZE  H260×W140×D92mm　　Lot：6
シャンプー＆ヘアトリートメントにシャンプーのつめかえ（400mL）が付いてる、数量限定のとってもお得なセット！

数量限定
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Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227387309 

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、ファンタジックで

喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。
〔JAN〕4573227387316

Hanauma malae （ハナウマ マラエ）

ハナウマは「ハナウマビーチ」、マラエは「澄み切った」という意味。
眩しいほどに明るく透き通る海の中。色とりどりの熱帯魚やサンゴが

鮮やかに舞い泳ぐ、みずみずしく美しい香り。
〔JAN〕4573227386791

OHANA MAHAALO  Fragrance Shower gel
【オハナ・マハロ　フレグランスシャワージェル】　240mL / 8.1 FL OZ　￥1,400（税抜）　SIZE  H158×W65×D43mm　　Lot：6

ふわっふわの泡と、香りで包み込むシャワージェル。8種類の美容保湿成分を配合し、しっとり潤い洗い上げます。
浴槽に入れてバブルバスとしても使え、至福のバスタイムをあなたにお届けします。

数量限定 OHANA MAHAALO  Fragrance Bath salt
【オハナ・マハロ　フレグランスバスソルト】　40g / NET WT 1.4 OZ　￥150（税抜）　SIZE  H120×W100mm　　Lot：20

天然塩にうるおい成分を配合し、人気の香りをお風呂の中で楽しめるフレグランスバスソルト。
リラックスしたい時、女子力を高めたい時、気持ちをリセットしたい時、至福のバスタイムをお楽しみください。

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」
という意味。言葉をかわす、見つめる、

キスする…心が甘くとろけるような
初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227386630

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」
という意味。幼い頃から乙女心をくすぐる、

ファンタジックで喜びと夢に満ちた、
可愛いおとぎ話の香り。

〔JAN〕4573227386647

Laule'a puae （ラウレア ピュア）

ラウレアは「幸福」、ピュアは「純粋な花」
という意味。女性らしい優しさ、

華やかさで幸せいっぱいに包み込み、
永遠の愛を祝福するフラワーシャワーの香り。

〔JAN〕4573227386654

Leia makalapua （レイア マカラプア）

レイアは「天使」、マカラプアは「美しい」。
ロマンティックなホワイトアンバーと

ホワイトムスクが、
きらめくスズランの香りを包み込みます。

〔JAN〕4573227386661

OHANA MAHAALO  Fragrance Hair oil
【オハナ・マハロ　フレグランスヘアオイル リッチモイスト】　63mL / 2.21 FL OZ　￥1,450（税抜）　SIZE  H141×φ37mm　　Lot：6

毎日のダメージから髪を守り、優しい香りで包み込むヘアオイル。
5種類のヒト型セラミド配合でダメージを受けた髪をしっかり保水、保湿し、潤いのある艶髪に導きます。

OHANA MAHAALO  Fragrance Hair mist
【オハナ・マハロ　フレグランスヘアミスト】　95mL / 3.21FL OZ　￥1,500（税抜）　SIZE  H145×φ38mm　　Lot：6

香りと潤いで髪を優しく包むヘアミスト。ダメージを補修しながら、保湿成分である、
ヒアルロン酸、コラーゲン、トリートメント成分が、まとまりのある、香る＂うる艶髪＂へと導きます。

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227388665

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、ファンタジックで

喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。
〔JAN〕4573227388672

Iole hilahila makana （イオレ ヒラヒラマカナ）

イオレは「ねずみ」、ヒラヒラは「恥ずかしがりや」、マカナ「贈り物」という意味。
雪深い森に住む可愛らしいネズミの女の子が、

1年に1度の特別な日を指折りに待つ冬のひとときの香り。
〔JAN〕4573227387583

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227386371

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、ファンタジックで

喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。
〔JAN〕4573227386388

NEW
数量限定

数量限定

数量限定

数量限定

Leia makalapua （レイア マカラプア）

レイアは「天使」、マカラプアは「美しい」という意味。
ロマンティックなホワイトアンバーとホワイトムスクが、

きらめくスズランの香りを包み込みます。
〔JAN〕4573227386401

Ala houmakani （アラ ホウマカニ）

アラは「道」、ホウは「新しい」、マカニは「風」という意味。
可憐な桜が咲き乱れる、いつもの通い慣れた道。
新鮮な春風に背中を押され、歩き出す朝の香り。

〔JAN〕4573227386890

Leia makalapua （レイア マカラプア）

レイアは「天使」、マカラプアは「美しい」という意味。
ロマンティックなホワイトアンバーとホワイトムスクが、

きらめくスズランの香りを包み込みます。
〔JAN〕4573227386395

数量限定
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OHANA MAHAALO  Fragrance Body frozen
【オハナ・マハロ　フレグランスボディフローズン】　140g / NET WT 4.9 OZ　￥1,400（税抜）　SIZE  H150×φ45mm　　Lot：6

シャーベットのような感触でお肌をひんやり包み込むボディフローズン。
3種類のボタニカル成分（保湿・肌ひきしめ成分）がお肌を引き締めてみずみずしい魅肌へと導きます。外出時やお風呂上りなどの汗ばむお肌におすすめです。

OHANA MAHAALO  Fragrance Body scrub
【オハナ・マハロ　フレグランスボディスクラブ】　120g / NET WT 4.2 OZ　￥1,250（税抜）　SIZE  H120×φ45mm　　Lot：6

フラミンゴとマーメイドの夏らしい可愛いパッケージと香りが魅力のボディスクラブ。シュガースクラブが、お肌の上で溶けながら、優しく古い角質を取り除きます。
6種類のボタニカル成分（保湿・エモリエント成分）配合で、しっとり滑らかなお肌に。

Akua ko'a nani （アクア コアナニ）

アクアは「女神」、コアは「サンゴ」、ナニは「美しい」という意味。
穏やかで明るい海の世界。マーメイドが、優しい波に揺られて目覚めます。

〔JAN〕4573227388801

Akua ko'a nani （アクア コアナニ）

アクアは「女神」、コアは「サンゴ」、ナニは「美しい」という意味。
穏やかで明るい海の世界。マーメイドが、優しい波に揺られて目覚めます。

〔JAN〕4573227388818

Fula ku'ulei （フラ クウレイ）

フラは「踊る」、クウレイは「最愛の人」という意味。南の島で過ごす二人だけの
甘い時間。夢のようなひとときに、見つめ合う甘酸っぱい夏の魅惑の香り。

〔JAN〕4573227381871

Fula ku'ulei （フラ クウレイ）

フラは「踊る」、クウレイは「最愛の人」という意味。南の島で過ごす二人だけの
甘い時間。夢のようなひとときに、見つめ合う甘酸っぱい夏の魅惑の香り。

〔JAN〕4573227381901

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。
言葉をかわす、見つめる、キスする…

心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。
〔JAN〕4573227386982 

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。
幼い頃から乙女心をくすぐる、ファンタジックで

喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。
〔JAN〕4573227386999 

Hanauma malae （ハナウマ マラエ）

ハナウマは「ハナウマビーチ」、マラエは「澄み切った」という意味。
眩しいほどに明るく透き通る海の中。色とりどりの熱帯魚やサンゴが

鮮やかに舞い泳ぐ、みずみずしく美しい香り。
〔JAN〕4573227387378

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。言葉をかわす、
見つめる、キスする…心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。

〔JAN〕4573227386944 

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。幼い頃から乙女心を
くすぐる、ファンタジックで喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。

〔JAN〕4573227386951

OHANA MAHAALO  Tone up  Fragrance UV serum
【オハナ・マハロ　トーンアップUVセラム  〈日やけ止め・美容液〉】　60g / NET WT 2.1 OZ　￥1,600（税抜）　SIZE  H155×W60×D40mm　　Lot：6

透明感を与えるラベンダーカラーと光の効果で、肌のくすみを補正してトーンアップするUVセラム。
汗、水、皮脂に強いウォータープルーフタイプ。人気の香りに包まれながら、潤いをたっぷり含んだクリームが紫外線をしっかりブロック！

Pikake aulii （ピカケ アウリィ）

ピカケは「ジャスミン」、アウリィは「優雅な」という意味。言葉をかわす、
見つめる、キスする…心が甘くとろけるような初 し々い恋の始まりの香り。

〔JAN〕4573227388689

Halia nohea （ハリーア ノヘア）

ハリーアは「思い出」、ノヘアは「可愛い」という意味。幼い頃から乙女心を
くすぐる、ファンタジックで喜びと夢に満ちた、可愛いおとぎ話の香り。

〔JAN〕4573227388696

数量限定

OHANA MAHAALO  Fragrance Cool & Powdery sheets
【オハナ・マハロ　フレグランスクール＆パウダリーシート】　15枚入り　￥450（税抜）　SIZE  H200×W105mm　　Lot：6

拭きとった瞬間、みずみずしくシャワーを浴びたような爽快感と香りに包まれるボディ用拭きとりシート。
腕、首、胸もと、背中、脚など、全身に使え、気になるニオイ・汗をスッキリ拭きとります。パウダー配合でひんやりサラサラな素肌へ導きます。

数量限定

OHANA MAHAALO  Fragrance Cool stick
【オハナ・マハロ　フレグランスクールスティック】　60g / NET WT 2.1 OZ　￥1,500（税抜）

SIZE  H148×W60×D40mm（パッケージ）　H70×φ39mm（本体）　　Lot：6
紫外線を浴びて火照った肌に冷感と潤いを与えるフレグランスクールスティック。爽やかに香りながら首元やお肌をピンポイントでクールダウン！ 

数量限定
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プルーフ
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効果

サラサラ
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サラサラ
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SPF50＋
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Hanauma malae （ハナウマ マラエ）

ハナウマは「ハナウマビーチ」、マラエは「澄み切った」という意味。
眩しいほどに明るく透き通る海の中。色とりどりの熱帯魚やサンゴが

鮮やかに舞い泳ぐ、みずみずしく美しい香り。
〔JAN〕4573227387385

数量限定

数量限定

数量限定
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Paluna makani （パールナ マカニ）

パールナは「気球」、マカニは「風」という意味。
あなたとあなたの大切な人の夢を乗せた気球が風に乗って飛んでゆく。

ゆっくりと漂いながら香るベルガモット、ゆらゆらと揺れるローズに、
陽の光を浴びたムスクが包む夢の香り。

〔JAN〕4573227381987

OHANA MAHAALO  Linen parfum
【オハナ・マハロ　リネン パルファム】　95mL / 3.38FL OZ　￥1,600（税抜）　SIZE  H160×φ40mm　　Lot：6

洋服やベッド、カーテン、カーペットなどの布製品に使えるリネンパルファム。シュッとひと吹きすれば、あなたのお部屋は、上質なホテルのような空間に♡

Hokule'a lani （ホクレア ラニ）

ホクレアは「導きの星・幸せの星」、ラニは「空」という意味。
空を見上げればあなたを幸せに導く星たちがあなたを見守っています。

凛と光輝くジャスミンと、優雅に散りばめられた
アップルが折り重なる、幸せに満ち溢れた香り。

〔JAN〕4573227388016

Paluna makani （パールナ マカニ）

パールナは「気球」、マカニは「風」という意味。
あなたとあなたの大切な人の夢を乗せた気球が風に乗って飛んでゆく。

ゆっくりと漂いながら香るベルガモット、ゆらゆらと揺れるローズに、
陽の光を浴びたムスクが包む夢の香り。

〔JAN〕4573227388030

Le'a kea eheu （レアケア エヘウ）

レアは「幸福」、ケアは「白」、エヘウは「羽」という意味。
やわらかで高貴な白い羽をまとった鳥たちがあなたに幸福をもたらします。

おおらかで上品に香るカシスと、ふわふわと光に満ちる
ジャスミンの余韻が作り出す幸福の香り。

〔JAN〕4573227388047

Nao koaniani （ナオ コアニアニ）

ナオは「さざ波」、コアニアニは「そよ風」という意味。
波が静かに寄せる浜辺で、心地よく吹くそよ風を感じながら見つける夏の思い出。

爽やかでみずみずしく香るレモンと、波のように静かに押し寄せる
マリンが、懐かしい夏の日を思い出させる香り。

〔JAN〕4573227388887

Pumehana hipa （プメハナ ヒパ）

プメハナは「温かい心」、ヒパは「羊」という意味。
大切な人を想うあなたの心は、まるでふわふわな羊に包まれたような温もり。

ふわふわな優しいピーチとローズが漂って混ざり合い、
ほのかに香るバニラの優しさと温かさに包まれる香り。

〔JAN〕4573227388894

Nao koaniani （ナオ コアニアニ）

ナオは「さざ波」、コアニアニは「そよ風」という意味。
波が静かに寄せる浜辺で、心地よく吹くそよ風を感じながら見つける

夏の思い出。爽やかでみずみずしく香るレモンと、波のように
静かに押し寄せるマリンが、懐かしい夏の日を思い出させる香り。

〔JAN〕4573227388054

Pumehana hipa （プメハナ ヒパ）

プメハナは「温かい心」、ヒパは「羊」という意味。大切な人を想うあなたの心は、
まるでふわふわな羊に包まれたような温もり。

ふわふわな優しいピーチとローズが漂って混ざり合い、ほのかに香る
バニラの優しさと温かさに包まれる香り。

〔JAN〕4573227388023

OHANA MAHAALO  Fragrance Candle glass
【オハナ・マハロ　フレグランスキャンドルグラス】　180g / NET WT 6.3 OZ　￥2,500（税抜）

SIZE  H95×W77×D77mm（パッケージ）　H89×φ73mm（本体）　　Lot：6
さまざまな香りと絵柄に彩られ、お部屋をいつもと違った雰囲気に演出してくれます。ギフトにも自分へのご褒美にもオススメのキャンドルです。

Nao koaniani （ナオ コアニアニ）

ナオは「さざ波」、コアニアニは「そよ風」という意味。
波が静かに寄せる浜辺で、心地よく吹くそよ風を感じながら見つける
夏の思い出。爽やかでみずみずしく香るレモンと、波のように静かに

押し寄せるマリンが、懐かしい夏の日を思い出させる香り。
〔JAN〕4573227388009

OHANA MAHAALO  Fragrance Room diffuser
【オハナ・マハロ　フレグランスルームディフューザー】　200mL /6.7 FL OZ　￥3,800（税抜）　SIZE  H365×W92×D55mm　　Lot：6

さまざまな香りと絵柄に彩られ、お部屋をいつもと違った雰囲気に演出してくれます。
大きなリボンがついて、ギフトにも自分へのご褒美にもオススメのルームディフューザーです。

数量限定 数量限定

数量限定
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KUSCHEL JR

T ransition.

Transition of seasons. Transition of sky colors. Transition of minds.
We live, surrounded by 

those many beautiful changes.
KUSCHEL J is a brand developed under the theme of scents and women, 

both of which have beautiful changes.
It is regarded as a wish for you to

change beautifully as a scent which changes little 
by little over time and to make

your attractiveness something more attractive.

kuschelj_jp
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KUSCHEL J  Fragrance Body mist 【9月上旬発売予定】

【クシェルヨット　フレグランスボディミスト】　85mL / 2.9FL OZ　¥1,600（税抜）　SIZE H125×W56×D26mm　　Lot：6
香水よりも香りが控えめで優しく香るボディミスト。ほのかな香りであなたを包み込み、 優しく魅力的な印象を与えてくれます。

ライトな香り立ちでカジュアルからフォーマルまで様々なシーンでご使用いただけます。 

NEW

KUSCHEL J  Fragrance Hand cream【9月上旬発売予定】

【クシェルヨット　フレグランス ハンドクリーム】　50g / NET WT 1.76 OZ 　¥800（税抜）　SIZE H128×W55×φ32mm　　Lot：6
香りと潤いのヴェールで手肌を包みながら、10種類のボタニカルエキス（保湿成分）を配合した

コクのあるクリームが、乾燥しがちな手・指先・爪をしっかり保湿します。

KUSCHEL J  Fragrance Body milk【9月上旬発売予定】

【クシェルヨット　フレグランスボディミルク】　200mL / 6.7FL OZ　¥1,450（税抜）　SIZE H155×W68×D36mm　　Lot：6
伸びがよく、リッチな保湿感が続くボディミルク。優しい香りで包みこみ、しっとりと潤いのある美しいお肌に導きます。

NEW

NEW

Du fehlst mir （ドゥフェールストミーア）

初恋に頬を染める＂りんご＂。そのピュアな香りにベリーとフリージアの
新鮮な香りが溶け込みます。繊細で愛らしい少女のように純粋な香りが、

甘やかでうっとりするような恋の世界へ導きます。
〔JAN〕4573227380942

Du fehlst mir （ドゥフェールストミーア）

初恋に頬を染める＂りんご＂。そのピュアな香りにベリーとフリージアの
新鮮な香りが溶け込みます。繊細で愛らしい少女のように純粋な香りが、

甘やかでうっとりするような恋の世界へ導きます。
〔JAN〕4573227380966

Sheel glanz （シェル グラン）

シェルは「貝」、グランは「輝き」という意味。白波のように咲く純白の
ジャスミンの透明感あふれるアクアティックフローラルは
波の音を聞きながら目覚めるロマンティックな朝の香り。

〔JAN〕4573227380935

Sheel glanz （シェル グラン）

シェルは「貝」、グランは「輝き」という意味。白波のように咲く純白の
ジャスミンの透明感あふれるアクアティックフローラルは
波の音を聞きながら目覚めるロマンティックな朝の香り。

〔JAN〕4573227380959

Du fehlst mir （ドゥフェールストミーア）

初恋に頬を染める＂りんご＂。そのピュアな香りにベリーとフリージアの
新鮮な香りが溶け込みます。繊細で愛らしい少女のように純粋な香りが、

甘やかでうっとりするような恋の世界へ導きます。
〔JAN〕4573227380928

Sheel glanz （シェル グラン）

シェルは「貝」、グランは「輝き」という意味。白波のように咲く純白の
ジャスミンの透明感あふれるアクアティックフローラルは
波の音を聞きながら目覚めるロマンティックな朝の香り。

〔JAN〕4573227380003
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KUSCHEL J  Tone up UV cut cream
【クシェルヨット　トーンアップUVモイスチャライザー  〈日やけ止め・美容液〉】　60g / 2.1 OZ　￥1,700（税抜）　SIZE  H135×W63×φ40mm　　Lot：6

透明感を与えるラベンダーカラーと光の効果で肌のくすみを補正してトーンアップするUVクリーム。
保湿力と機能性（日焼け止め効果）を兼ね備えた日中用美容液としてもお使いいただけます。

Sheel glanz （シェル グラン）

シェルは「貝」、グランは「輝き」という意味。白波のように咲く純
白のジャスミンの透明感あふれるアクアティックフローラルは

波の音を聞きながら目覚めるロマンティックな朝の香り。
〔JAN〕4573227380874

Sheel glanz （シェル グラン）

シェルは「貝」、グランは「輝き」という意味。白波のように咲く純白のジャスミンの透明感あふれる
アクアティックフローラルは波の音を聞きながら目覚めるロマンティックな朝の香り。

〔JAN〕4573227380645

SPF50＋
PA＋＋＋＋

ウォーター
プルーフ

SPF50＋
PA＋＋＋＋

ウォーター
プルーフ

数量限定

KUSCHEL J  Fragrance UV cut gel / Fragrance UV cut spray
【クシェルヨット フレグランスUVモイスチュライザー】　60g / 2.1 OZ　￥1,700（税抜）　SIZE  H135×W62×φ40mm　　Lot：6

みずみずしいパウダーフリーのジェル。肌なじみがよく、白浮きしません。
化粧下地としてはもちろん、保湿力と機能性（日やけ止め効果）を兼ね備えた日中用美容液としてもお使いいただけます。

【クシェルヨット　フレグランスUVスプレー】　60g / 2.1 OZ　￥1,700（税抜）　SIZE  H145×40φmm　　Lot：6
体から髪※まで全身に使えるUVカットスプレー。汗、水、皮脂に強いウォータープルーフタイプで、白浮きせずサラサラな使い心地です。

※SPF,PA値は髪に対する効果を示すものではありません

数量限定

Sheel glanz （シェル グラン）

シェルは「貝」、グランは「輝き」という意味。白波のように咲く純白のジャスミンの透明感あふれる
アクアティックフローラルは波の音を聞きながら目覚めるロマンティックな朝の香り。

〔JAN〕4573227380638

Sheel glanz （シェル グラン）

シェルは「貝」、グランは「輝き」という意味。白波のように咲く
純白のジャスミンの透明感あふれる

アクアティックフローラルは波の音を聞きながら
目覚めるロマンティックな朝の香り。

〔JAN〕4573227380652

SPF50＋
PA＋＋＋＋

ウォーター
プルーフ

Tone up
トーンアップ

効果

　KUSCHEL J  Fragrance Deodorant cream 医薬部外品 効能・効果：わきが（腋臭）、皮膚汗臭、制汗

【クシェルヨット フレグランスデオドラントクリーム】　35g / 1.2OZ　￥ 1,700（税抜）　SIZE  H112×W62×φ40mm　　Lot：6
Wの有効成分※配合で24時間いつでもニオイを防ぎます。ワキ等、ニオイが気になる部分にサッと塗るだけで、使用後はベタつかずサラサラ肌に！  

夏のニオイケアに欠かせないアイテムです。　　　　　
※クロルヒドロキシアルミニウム、イソプロピルメチルフェノール

数量限定

Romy freja （ロミーフレイヤ）

ロミーは「海のしずく」、フレイヤは「女神」という意味。光波間に揺れる
プルメリアを梨とメロンのウォータリーで包みこむアクアティックフローラルは、

エメラルドグリーンの海へと誘う、美しいマーメイドの歌の香り。
〔JAN〕4573227380676

KUSCHEL J  Fragrance Body mist
【クシェルヨット　フレグランスボディミスト】　85mL / 2.9FL OZ ￥1,600（税抜）　SIZE  H155×W60×D28mm（パッケージ）　H125×W56×D26mm（本体）　　Lot：6

日差しの強い夏におすすめの限定ボディミスト。香水よりも香りが控えめでほのかな香りであなたを包み込み、
優しく魅力的な印象を与えてくれます。ライトな香り立ちでカジュアルからフォーマルまで様々なシーンでご使用いただけます。 

Sheel glanz （シェル グラン）

シェルは「貝」、グランは「輝き」という意味。白波のように咲く
純白のジャスミンの透明感あふれるアクアティックフローラルは

波の音を聞きながら目覚めるロマンティックな朝の香り。
〔JAN〕4573227380881

KUSCHEL J  Eau de toilette
【クシェルヨット　オードトワレ】　30mL / 1FL OZ　￥1,800（税抜）　SIZE  H135×W68×D35mm（パッケージ）　H125×W55×φ33mm（本体）　　Lot：6

ボディミストよりも香りが持続するので、より長く香りを楽しみたい方にオススメです。
小ぶりな容器に入って、持ち運びにも便利。いつでもお気に入りの香りを纏えちゃいます♡

Sheel glanz （シェル グラン）

シェルは「貝」、グランは「輝き」という意味。白波のように咲く
純白のジャスミンの透明感あふれるアクアティックフローラルは

波の音を聞きながら目覚めるロマンティックな朝の香り。
〔JAN〕4573227380669

Perle Meer （ペルレ メーア）

鮮やかな水しぶきとともに香るピーチ。その弾けるような香りに
白百合の真珠のように輝く香りがきらめきます。

ラストはスミレの波がそっとあなたを包み込む、波間で恋するマーメイドの香り。
〔JAN〕4573227380898

数量限定
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Sheel glanz （シェル グラン）

シェルは「貝」、グランは「輝き」という意味。白波のように咲く
純白のジャスミンの透明感あふれるアクアティックフローラルは

波の音を聞きながら目覚めるロマンティックな朝の香り。
〔JAN〕4573227380683

Romy freja （ロミーフレイヤ）

ロミーは「海のしずく」、フレイヤは「女神」という意味。光波間に揺れるプルメリアを
梨とメロンのウォータリーで包みこむアクアティックフローラルは、
エメラルドグリーンの海へと誘う、美しいマーメイドの歌の香り。

〔JAN〕4573227380690

KUSCHEL J  Fragrance Body sherbet
【クシェルヨット　フレグランスボディシャーベット】　135g / 4.76 OZ　￥1,500（税抜）　SIZE  H54×φ68mm　　Lot：6

プルプルのジェルを冷凍庫で凍らせて使うボディシャーベット。
お風呂あがりや夏場のほてったお肌の上にのせると、シャリシャリ冷たいジェルが体温でスーッと溶けてスッキリ爽やかに。

6種類のボタニカル成分※1が保湿しながらお肌をキュッと引き締めます。
※1ハトムギ種子エキス、ツボクサエキス、レモングラス葉／茎エキス、アーチチョーク葉エキス、カミツレ花エキス、ハマメリス葉エキス

Sheel glanz （シェル グラン）

シェルは「貝」、グランは「輝き」という意味。白波のように咲く
純白のジャスミンの透明感あふれるアクアティックフローラルは

波の音を聞きながら目覚めるロマンティックな朝の香り。
〔JAN〕4573227380904

Perle Meer （ペルレ メーア）

鮮やかな水しぶきとともに香るピーチ。その弾けるような香りに
白百合の真珠のように輝く香りがきらめきます。

ラストはスミレの波がそっとあなたを包み込む、波間で恋するマーメイドの香り。
〔JAN〕4573227380911

KUSCHEL J  Schwan licht（シュヴァン リヒト）

【クシェルヨット　フレグランスボディミスト】　SIZE  H130×W65×D29mm（パッケージ）　H125×W56×D26mm（本体）　　Lot：6
【クシェルヨット　フレグランス ハンドクリーム】　SIZE  H115×W63×φ40mm　　Lot：6
【クシェルヨット フレグランス ボディクリーム】　SIZE  H160×W70×φ45mm　　Lot：6

シュヴァンは「白鳥」、リヒトは「光」という意味。真っ白な花びらを優雅に広げたガーデニア。その堂 と々美しい香りにジャスミンとムスクが
キラキラと華を添えるように寄り添います。華やかな中に繊細さを込めた香りは、冬の湖で美しい羽を広げる白鳥のダンスの香り。

Fragrance Body mist
85mL / 2.9FL OZ

￥1,650（（税抜）　〔JAN〕4573227380775

Fragrance Hand cream
50g / 1.76 OZ 

¥1,000（税抜）　〔JAN〕4573227380782

Fragrance Body cream
120g / 4.23 OZ

￥1,350（税抜）　〔JAN〕4573227380799

KUSCHEL J  Fragrance Cool gel
【クシェルヨット　フレグランスクールジェル】　120g / NET WT 4.23 OZ　￥1,400（税抜）　SIZE  H160×W70×φ45mm　　Lot：6

香りと潤いのヴェールでお肌を包みながら、７種類の植物エキス、美容成分を配合したぷるぷるのフレグランスクールジェル。
素早く角質層まで浸透し、お肌をさっぱりとみずみずしく保湿します。

数量限定

数量限定

数量限定
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Lulu charmant （ルルシャルマント）

雲の隙間から差し込む光に照らされた一輪のフリージア。
その透き通る香りに清潔感いっぱいのムスクと

カーネーションが出会い、空いっぱいにキラキラと広がり、
澄み渡る大空へと運ぶ香り。

〔JAN〕4573227380492

Lulu reizend （ルルライツェント）

いっぱいに実ったみずみずしいカシスやアップル。
その甘やかな雫が落ちてローズが柔らかに花開き

香り立つ。あなたの魅力がいっぱいに花開く、
誰もがぎゅっと抱きしめたくなるような香り。

〔JAN〕4573227380508

Lulu traum （ルルトラウム）

ルルは「大切」、トラウムは「夢」という意味。
あたり一面をしとやかな紫色に染めるあじさい。

上品な香りを清潔なホワイトムスクとウッディーが抱きとめ
溶け合いながら、あなたの夢を広げ、希望とともに寄り添う香り。

〔JAN〕4573227380713

KUSCHEL J  Fragrance Body mist
【クシェルヨット　フレグランス ボディミスト】　85mL / 2.9FL OZ　￥1,600（税抜）　SIZE  H125×W56×D26mm　　Lot：6
香水よりも香りが控えめで優しく香るボディミスト。ほのかな香りであなたを包み込み、優しく魅力的な印象を与えてくれます。

ライトな香り立ちでカジュアルからフォーマルまで様々なシーンでご使用いただけます。

KUSCHEL J  Fragrance Hair mist
【クシェルヨット　フレグランスモイストヘアミスト】　150mL / 5.07 FL OZ　￥980（税抜）　SIZE  H180×W55×φ43mm　　Lot：6

髪に吹きかけるだけで、髪が揺れるたび優しく香るフレグランスヘアミスト。
トリートメント成分配合で、毎日受けるダメージから髪を守りながら優しく香る美髪へと導きます。

Lulu charmant （ルルシャルマント）

雲の隙間から差し込む光に照らされた一輪のフリージア。
その透き通る香りに清潔感いっぱいのムスクとカーネーションが出会い、

空いっぱいにキラキラと広がり、澄み渡る大空へと運ぶ香り。
〔JAN〕4573227380706

Lulu charmant （ルルシャルマント）

雲の隙間から差し込む光に照らされた一輪のフリージア。
その透き通る香りに清潔感いっぱいのムスクとカーネーションが出会い、

空いっぱいにキラキラと広がり、澄み渡る大空へと運ぶ香り。
〔JAN〕4573227380751

Lulu reizend （ルルライツェント）

いっぱいに実ったみずみずしいカシスやアップル。
その甘やかな雫が落ちてローズが柔らかに花開き香り立つ。

あなたの魅力がいっぱいに花開く、誰もがぎゅっと抱きしめたくなるような香り。
〔JAN〕4573227380744

Lulu reizend （ルルライツェント）

いっぱいに実ったみずみずしいカシスやアップル。
その甘やかな雫が落ちてローズが柔らかに花開き香り立つ。

あなたの魅力がいっぱいに花開く、誰もがぎゅっと抱きしめたくなるような香り。
〔JAN〕4573227380768

KUSCHEL J  Eau de toilette

【クシェルヨット　オードトワレ】　30mL / 1FL OZ　￥1,800（税抜）　SIZE  H140×W70×D35mm（パッケージ）　H125×W55×φ33mm（本体）　　Lot：6
ボディミストよりも香りが持続するので、より長く香りを楽しみたい方にオススメです。

小ぶりな容器に入って、持ち運びにも便利。いつでもお気に入りの香りを纏えちゃいます♡
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Lulu charmant （ルルシャルマント）

雲の隙間から差し込む光に照らされた一輪のフリージア。
その透き通る香りに清潔感いっぱいのムスクと

カーネーションが出会い、空いっぱいにキラキラと広がり、
澄み渡る大空へと運ぶ香り。

〔JAN〕4573227380829

Lulu reizend （ルルライツェント）

いっぱいに実ったみずみずしいカシスやアップル。
その甘やかな雫が落ちてローズが柔らかに花開き香り立つ。

あなたの魅力がいっぱいに花開く、
誰もがぎゅっと抱きしめたくなるような香り。

〔JAN〕4573227380836

Lulu charmant （ルルシャルマント）

雲の隙間から差し込む光に照らされた一輪のフリージア。
その透き通る香りに清潔感いっぱいのムスクと

カーネーションが出会い、空いっぱいにキラキラと広がり、
澄み渡る大空へと運ぶ香り。

〔JAN〕4573227380515

Lulu charmant （ルルシャルマント）

雲の隙間から差し込む光に照らされた一輪のフリージア。
その透き通る香りに清潔感いっぱいのムスクと

カーネーションが出会い、空いっぱいにキラキラと広がり、
澄み渡る大空へと運ぶ香り。

〔JAN〕4573227380539

Lulu reizend （ルルライツェント）

いっぱいに実ったみずみずしいカシスやアップル。
その甘やかな雫が落ちてローズが柔らかに花開き香り立つ。

あなたの魅力がいっぱいに花開く、
誰もがぎゅっと抱きしめたくなるような香り。

〔JAN〕4573227380522

Lulu reizend （ルルライツェント）

いっぱいに実ったみずみずしいカシスやアップル。
その甘やかな雫が落ちてローズが柔らかに花開き香り立つ。

あなたの魅力がいっぱいに花開く、
誰もがぎゅっと抱きしめたくなるような香り。

〔JAN〕4573227380546

KUSCHEL J  Fragrance Hand cream
【クシェルヨット　フレグランス ハンドクリーム】　50g / 1.76 OZ　￥1,000（税抜）　SIZE  H125×W60×φ40mm　　Lot：6

香りと潤いのヴェールで手肌を包むハンドクリーム。
エモリエント成分、10種類の植物エキス（保湿成分）を配合したコクのあるクリームが、乾燥しがちな手・指先・爪をしっかり保湿します。

KUSCHEL J  Fragrance Body cream
【クシェルヨット フレグランス ボディクリーム】　120g / 4.23 OZ　￥1,350（税抜）　SIZE  H160×W70×φ45mm　　Lot：6

伸びの良い、しっとりとした使い心地でべたつかず、潤いと優しい香りで包み込むボディクリーム。
10種類の植物エキス（保湿成分）を配合し、もっちり柔らかなお肌へ導きます。

KUSCHEL J  Solid perfume
【クシェルヨット　ソリッドパフューム】　1.5g / NET WT 0.05 OZ　￥1,250（税抜）
SIZE  H94×W94×D27mm（パッケージ）　H16×W62×D62mm（本体）　　Lot：6

可愛い紙製コンパクトに入った練り香水は、体温でふんわりと近距離に香るフレグランス♫　ポーチに入れておきたいモテアイテムです。

数量限定

KUSCHEL J  Fragrance Nail oil
【クシェルヨット　フレグランスネイルオイル】　7g / NET WT 0.24 OZ　￥980（税抜）
SIZE  H192×W140×D17mm（パッケージ）　H113×W30×φ13mm（本体）　　Lot：6

やさしい香りに包まれながら、ふっくらと柔らかな指先を手に入れる、塗りやすいブラシタイプのネイルオイル。艶のあるしっとり柔らかな美しい指先へ導きます。

Lulu charmant （ルルシャルマント）

雲の隙間から差し込む光に照らされた一輪のフリージア。その透き通る香りに清潔感いっぱいの
ムスクとカーネーションが出会い、空いっぱいにキラキラと広がり、澄み渡る大空へと運ぶ香り。

〔JAN〕4573227380805

Lulu reizend （ルルライツェント）

いっぱいに実ったみずみずしいカシスやアップル。その甘やかな雫が落ちてローズが柔らかに
花開き香り立つ。あなたの魅力がいっぱいに花開く、誰もがぎゅっと抱きしめたくなるような香り。

〔JAN〕4573227380812

Lulu traum （ルルトラウム）

ルルは「大切」、トラウムは「夢」という意味。
あたり一面をしとやかな紫色に染めるあじさい。

上品な香りを清潔なホワイトムスクとウッディーが抱きとめ
溶け合いながら、あなたの夢を広げ、希望とともに寄り添う香り。

〔JAN〕4573227380720

Lulu traum （ルルトラウム）

ルルは「大切」、トラウムは「夢」という意味。
あたり一面をしとやかな紫色に染めるあじさい。

上品な香りを清潔なホワイトムスクとウッディーが抱きとめ
溶け合いながら、あなたの夢を広げ、希望とともに寄り添う香り。

〔JAN〕4573227380737

（左から）

Lulu charmant （ルルシャルマント）

雲の隙間から差し込む光に照らされた一輪のフリージア。その透き通る香りに清潔感いっぱいの
ムスクとカーネーションが出会い、空いっぱいにキラキラと広がり、澄み渡る大空へと運ぶ香り。

Lulu reizend （ルルライツェント）

いっぱいに実ったみずみずしいカシスやアップル。その甘やかな雫が落ちてローズが柔らかに
花開き香り立つ。あなたの魅力がいっぱいに花開く、誰もがぎゅっと抱きしめたくなるような香り。

Lulu traum （ルルトラウム）

あたり一面をしとやかな紫色に染めるアジサイ。その上品な香りを清潔なホワイトムスクとウッディー
が抱きとめ、溶け合いながら優雅に広がる。あなたの夢を広げ、希望とともに寄り添う香り。

〔JAN〕4573227380843

KUSCHEL J  Sweetest dream Gift set
【クシェル ヨット　スウィーテストドリームギフトセット】　各15g / 0.5 OZ　¥1,250（税抜）　SIZE  H95×W156×D30mm　　Lot：6

クシェル ヨットのスウィーテストドリームシリーズ限定、持ち運びしやすいミニサイズのハンドクリームが３種類入ったギフトセット。香りと潤いのヴェールで
手肌を包みながら、エモリエント成分、10種類の植物エキス（保湿成分）を配合したコクのあるクリームが、乾燥しがちな手・指先・爪をしっかり保湿します。

数量限定
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CLEAN ORIGINALR

Clean f or Li f e

Fresh morning of a holiday, getting your mind and body unhooked with 
nice fragrance. 

All the hustles and bustles of everyday, 
chased by rearing children day after day that takes all out of you – 
It may not hurt if you to take a break of such busy daily routines. 

We hope to offer a little peacefulness to your soul and body with nice 
fragrance in a clean room,

and a little fun to your everyday life.

cleanoriginal
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　　　　　　　CLEAN ORIGINAL  Virus Removal Water

【クリーンオリジナル　ウイルスリムーバルウォーター】
SIZE   50mL / H170×W45×D30mm（パッケージ）　H120×φ32mm（本体）　　300mL / H195×φ60mm　　Lot：6

スプレーするだけでウイルスを除去できるウイルス除去スプレー。さらに除菌・消臭効果もあり、乾燥が気になる季節のマストアイテムです。
刺激臭のない無香料タイプで、衣類や家具、キッチンなど幅広く使用できます。

Healing lavender （ヒーリングラベンダー）

深い眠りの癒やしに誘い込むヒーリングラベンダーの香り。
〔JAN〕4573227383776

Orange osmanthus （オレンジ オスマンサス）

上品で甘い恋の香りに心踊るオレンジオスマンサスの香り。
〔JAN〕4573227383783

　　　　　　　　　Natural Fabric Spray【9月上旬発売予定】

【ナチュラルファブリックスプレー】　250mL / 8.5 FL OZ　￥900（税抜）　SIZE  H219×φ49mm　　Lot：6
植物とフルーツの香りに癒されるフレッシュ&ボタニカル。

99％天然由来成分なので、お肌に直接触れる衣類や寝具にも安心してお使いいただけます。

除菌99% 消臭90%天然由来成分99％NEW
数量限定

Fresh & Botanical

Watery grapefruit （ウォータリーグレープフルーツ）

弾けるような瑞 し々いウォータリーグレープフルーツの香り。
〔JAN〕4573227383745

Natural mint （ナチュラルミント）

透き通るように爽やかなナチュラルミントの香り。
〔JAN〕4573227383769

Refresh orange （リフレッシュオレンジ）

柔らかくゆったりと包み込むリフレッシュオレンジの香り。
〔JAN〕4573227383752

Natural Mask Spray

【ナチュラルマスクスプレー】　50mL /1.69FL OZ　￥800（税抜）　SIZE   H170×W45×D30mm（パッケージ）　H120×φ32mm（本体）　　Lot：6
99％天然由来成分のマスクスプレー。国産植物から抽出したナチュラルな成分と銀イオンが消臭・除菌、マスクを清潔に保ち、爽やかな香りで鼻もリフレッシュ！

除菌99% 消臭90%天然由来成分99％NEW

NEW

Fresh & Botanical

Virus Removal Water （ウイルスリムーバルウォーター）

50mL /1.69FL OZ
￥800（税抜）　〔JAN〕4573227383738

Virus Removal Water （ウイルスリムーバルウォーター）

300mL / 10.15FL OZ
￥1,200（税抜）　〔JAN〕4573227383486

消臭効果ウイルス除去99％ 除菌99%
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Fragrance Fabric Spray

【フレグランスファブリックスプレー】　250mL / 8.5FL OZ　￥900（税抜）　SIZE  H219×φ49mm　　Lot：6
国産植物から抽出したナチュラルな成分と銀イオンが、タバコや汗等の嫌なニオイや

菌の繁殖をダブルで消臭・除菌し、衣類やお部屋を爽やかな香りで包み込みます。

除菌99% 消臭90% 静電気低減効果数量限定

Blueberryleaf （ブルーベリーリーフ）

甘く瑞 し々いブルーベリーリーフの香り。
〔JAN〕4573227383547

Citrus （シトラス）

爽やかで柔らかいシトラスの香り。
〔JAN〕4573227383394

Lemon （レモン）

涼しさ溢れるレモンの香り。
〔JAN〕4573227383400

CLEAN ORIGINAL  Fragrance Cool Water Mist
【クリーンオリジナル　フレグランスクールウォーターミスト】　300mL / 10.15 FL OZ　￥1,400（税抜）　SIZE  H195×φ60mm　　Lot：6

クリーンオリジナルのファブリックスプレーからひんやり冷たいミストが登場。真夏の暑い日のお出かけ前や、運動のあと、寝苦しい日の夜に。
洋服や布団、シーツなどにシュッとひと吹きで、ひんやり冷たいクールウォーターミスト。

数量限定 除菌99% 消臭99%冷感

In a Dream （インアドリーム）

愛する貴方に捧げるローズとマグノリアのほんのり甘くロマンティックな香り。
〔JAN〕4573227383110 

Paradise Cove （パラダイスコーブ）

南の島で波と遊ぶ、心踊るバカンスにジャスミンとライラックが躍動する香り。
〔JAN〕4573227383035

SECRET RELAXING ISLAND VACATIONORIGINAL

Shower Breeze （シャワーブリーズ）

シャワーのようにキラキラと降り注ぐ
ユリとシャボンの清潔感あふれる香り。

〔JAN〕4573227383004

Sunny Day （サニーデイ）

澄み渡った青空をハーバルとシトラスの風が
吹き抜ける軽やかで爽快な香り。

〔JAN〕4573227383011

Laundry Savon （ランドリーサボン）

スズランとヒヤシンスが柔らかく満ちて香る、
誰もが愛する優しい香り。
〔JAN〕4573227383028

Fragrance Fabric Spray

【フレグランスファブリックスプレー】　250mL / 8.5FL OZ　￥900（税抜）　SIZE  H219×φ49mm　　Lot：6
国産植物から抽出したナチュラルな成分と銀イオンが、タバコや汗等の嫌なニオイや

菌の繁殖をダブルで消臭・除菌し、衣類やお部屋を爽やかな香りで包み込みます。

除菌99% 消臭90% 静電気低減効果
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Baby MahaaloR

no na kau a kau.

ママを選んでくれてありがとう。

産まれてきてくれてありがとう。

あなたに会えてママは幸せです。

たまに泣いちゃうけど、たまに怒っちゃうけど、

あなたの笑顔に救われる。

あなたの小さな手を握ると勇気をもらえる。

あなたはママの宝物です。いつもありがとう。

ママはあなたとずっと一緒。

今もこれからも永遠に。
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ベビーミルクローション
195mL / 6.5FL OZ

￥1,800（税抜）　〔JAN〕4573227389020

ベビーローション
300mL / 10FL OZ

￥2,700（税抜）　〔JAN〕4573227389006

ベビーローション
150mL / 5FL OZ 

￥1,800（税抜）　〔JAN〕4573227389013

Baby Mahaalo  Baby Lotion
【ベビーマハロ　ベビーローション】　SIZE  150mL / H148×φ50mm　300mL / H185×φ59mm　　Lot：6

優れた保湿成分で赤ちゃんの敏感なお肌を守って潤す全身用保湿ローション。なめらかに伸びて、す〜っと馴染み、ぷるぷるのお肌へ導きます。

Baby Mahaalo  Baby Milk Lotion
【ベビーマハロ　ベビーミルクローション】　SIZE  H156×φ55mm　　Lot：6

優れた保湿成分で赤ちゃんの敏感なお肌を守って潤す乳液タイプの全身用保湿ローション。
乾燥の気になる季節も、しっかり潤し、もっちもちのお肌へ導きます。

Baby Mahaalo  Baby Moist Soap
【ベビーマハロ　ベビーモイストソープ】　SIZE  H192×φ73mm　　Lot：6

デリケートな赤ちゃんのお肌を優しく洗い上げる全身ソープ。優れた保湿成分で不要な汚れは落としつつ、必要なうるおいは落としません。 

Baby Mahaalo  Massage Care Milk Rich Moist for mom
【ベビーマハロ　マッサージケアミルクリッチモイスト】　SIZE   195mL / H156×54φmm　　500mL / H202×φ73mm　　Lot：6

5種類の植物油と5種類の植物エキスなどの優れた保湿成分を贅沢に配合したママ用高保湿マッサージミルク。
ベタつかず、伸びが良いのでお腹だけでなくお尻、太ももの妊娠線ケアにも最適。

ベビーモイストソープ
400mL / 13.5FL OZ

￥ 1,600（税抜）　〔JAN〕4573227389037

マッサージケアミルク 
リッチモイスト for Mom

195mL / 6.5FL OZ 
￥2,300（税抜）　〔JAN〕4573227389068

マッサージケアミルク 
リッチモイスト for Mom

500mL / 16.9FL OZ
￥3,600（税抜）　〔JAN〕4573227389051
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whitely
Beautiful shine.

Beautiful shine.
Transparent beauty.

A beautiful heart will brighten you forever.
Please take good care of you wrapped in a pure heart like 

when you were a child forever.
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whitely  Whitening Hand cream
【ホワイトリィ　薬用スキンクリームG-3】　50g / NET WT 1.76 OZ　￥900（税抜）　SIZE  H120×W63×φ40mm　　Lot：6

スキンケアしながら美白※と美肌を叶える美白ケアブランド。
乾燥を防ぎ保湿しながら、メラニンの生成をおさえシミやくすみを防ぐハンドクリーム。若 し々い質感をキープしながら美白へと導きます。

※美白とはメラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐこと。

数量限定

whitely  Whitening Body cream
【ホワイトリィ　薬用PホワイトクリームO】　120g / NET WT 4.23 OZ　￥1,200（税抜）　SIZE  H170×W64×φ40mm　　Lot：6

スキンケアしながら美白※と美肌を叶える美白ケアブランド。スキンケアしながら美白と美肌を叶える高保湿美白クリーム。
プラセンタでメラニン生成をブロックしながら、肌のターンオーバーを高めシミやくすみを改善。

さらにグリチルリチン酸とのWアプローチにより抗炎症作用に優れ、みずみずしいお肌に整えます。
※美白とはメラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐこと。

数量限定

Whitening Hand cream （ホワイトリィ　薬用スキンクリームG-3）

甘くジューシーなピーチの香り。
〔JAN〕4573227389129

Whitening Body cream （ホワイトリィ　薬用PホワイトクリームO）

甘くジューシーなピーチの香り。
〔JAN〕4573227389136
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Petit amour
I cherish you.

I cherish you.
To my dear.

I always happy when I'm by your side.
Sometimes there are times when I want to cry, but I am happy just because

you are beside me.
Thank you as always.

The heart feeling your precious one is shining beautifully.
Please cherish your time with your precious one.
Also, please keep shining like be yourself forever.
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Jaune jeune （ジョーヌ ジューヌ）

笑顔が弾ける元気な君
〔JAN〕4573227389105

Verte ailes （ヴェルト エール）

柔らかな翼の羽ばたき
〔JAN〕4573227389112

Cherie rose （シェリー ローズ）

甘く愛しい恋の秘密
〔JAN〕4573227389075

Ange mauve （アンジュ モーヴ）

天使の舞い降りる夜
〔JAN〕4573227389082

Bleue ciel （ブルー スィエル）

清く澄み渡る青い空
〔JAN〕4573227389099

Petit amour  Hand cream & Solid perfume
【プティ・アムール　ハンド＆パフューム】　ハンドクリーム30g / NET WT 1.05 OZ　ソリッドパフューム2.5g / NET WT 0.08 OZ　￥1,300（税抜）

SIZE  H150×W30×D30mm（パッケージ）　H145×W40×D22mm（本体）　　Lot：6
潤いと優しい香りをまとう4つの植物油（保湿成分）を配合し、もっちり柔らかな手肌へ導くハンドクリームと、

体温でふんわり香りが広がる練り香水が一つになったハンド＆パフューム。

数量限定
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MOANA PAKIPIKAR

no na kau a kau.

It is beautiful, blue and big one.
Even though the country, culture and skin color are different, 

we are connected by one ocean.
The ocean never changes. It is only one. It is only us that changed.

All of us are friends connected by one ocean on one earth.
Love the sea, love our friends.

Even now, from now on, forever.

moanapakipika
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Three Tables （スリー テーブルズ）

BLEND：Spice , Lotus , Marin
燃え上がるようなスパイスは愛を語りつづけ、

甘く柔らかなロータスに見守られながら、
爽やかなマリンの風が祝福するスリーテーブルズ。

〔JAN〕4573227384247

Laniakea （ラニアケア）

BLEND：Citrus , Marine , Woody
幾重にも折り重なる海の恵に癒される。閑やかで深い海に

生まれたシトラスを、真っ青に染まる大らかなマリンが包み込み
軽快なウッディーとともに浮かび上がるラニアケア。

〔JAN〕4573227384230

Kawela Bay （カウェラ ベイ）

BLEND：Bergamot , Rose , Sandalwood
木立の間から勢いよく差し込むベルガモットと、
ピンクの空から舞い降りたローズ、波打ち際の

サンダルウッドが潮風に乗るカウェラベイ。
〔JAN〕4573227384193

Lanikai lana （ラニカイ ラナ）

BLEND：Orange , Clary sage , Sandalwood
強い日差しを浴びてゆったり揺れるリズム。

夏の爽やかなリズムの中で、クラリセージが水飛沫をあげ、
水面の下でサンダルウッドが漂い沈むラニカイ ラナ。

〔JAN〕4573227384148

Makalawena （マカラウェナ）

BLEND：Juniper berry , Green , Sugar
柔らかな雲が薄くなって広がる大きな空のスクリーン。

目の前に現れたスクリーンの上、そこに澄み渡るグリーンが
加わって弾け、鮮烈なシュガーとともに響き渡るマカラウェナ。

〔JAN〕4573227384186

Kualoa （クアロア）

BLEND：Cardamom , Jasmine , Iris
感情を呼び起こす楽園のカルダモン。楽しげな彼女に目を
奪われて香るカルダモン、ジャスミンに胸の高鳴りを感じて
一体となり、高貴なアイリスの香りが辺りを包むクアロア。

〔JAN〕4573227384216

Kailua （カイルア）

BLEND：Reef green , White floral , Musk
清らかな水が滴るリーフグリーンに気分が高ぶり、

雲の切れ間から降り注ぐホワイトフローラルと、
やわらかなムスクの漂う空気で満ちるカイルア。

〔JAN〕4573227384155

Slaughterhouse （スローターハウス）

BLEND：Green Apple , Rose , Cedarwood
あたり一面赤く染まるヨットの上のくつろぎ。ゆっくり香る
グリーンアップルのささやき、帆が受け止める風に混ざる
ローズに、シダーウッドの余韻が残るスローターハウス。

〔JAN〕4573227384223

Mauna Kea （マウナ ケア）

BLEND：Apple , Jasmine , Amber
仰向けに身体を休めるとアップルが肌を滴り、
鼻をかすめる瑞 し々いジャスミンとアンバー。
そこがあなただけの楽園になるマウナケア。

〔JAN〕4573227384162

White Plains （ホワイト プレイズ）

BLEND：Lemon , White Floral , Musk
真っ白な光の中に見つけた魅惑の花園。鮮烈なレモンの香りが
光り輝きながら、眩しさの中に見つかるホワイトフローラルと、

ムスクのベールが包み込むホワイトプレイズ。
〔JAN〕4573227384209

Waimanalo （ワイマナロ）

BLEND：Citrus , Marine essence , Musk
遠い海を旅し、ゆったりと過ぎ行く大きな一歩。シトラスを

乗せたビッグウェーブはやがて、マリンエッセンスの溢れる渦に
ぶつかり、海の風に包まれたムスクと出会うワイマナロ。

〔JAN〕4573227384179

Green Sands （グリーン サンド）

BLEND：Pink pepper , Marine , Patchouli
ピンクペッパーはあなたに勇気を与え、

フレッシュなマリンとパチュリの雫が滴り落ちて、
深緑の葉が揺れて踊るグリーンサンド。

〔JAN〕4573227384254

MOANA PAKIPIKA  Eau de cologne
【モアナ パキピカ　オーデコロン】　28mL / 0.95FL OZ　￥1,700（税抜）　SIZE  H98×W51×D29mm（パッケージ）　H92×W45×D23mm（本体）　　Lot：6

嬉しい時には、さらに喜びを与えてくれる香りを、悲しい時にはそんなあなたを癒してくれる香りを、そして大切な家族や友人への感謝を香りに乗せて届けて欲しい。
あなた自身が、そしてあなたの大切な人がいつまでも幸せでありますように。そんな願いが込められたオーデコロンです。

Waimea Bay （ワイメア ベイ）

BLEND：Fruity, Citrus Green, Amber
鮮烈な陽の光のように照らすシトラスグリーン。

溢れ出す感情を覆い隠すパイプラインの中。ボードが風と波を切って通り抜け
る一瞬の時。シトラスグリーンが飛沫と混ざり瑞 し々く弾け、一面に広がるフル

ーティの甘い波と、アンバーの風が吹き抜けるワイメアベイ。
〔JAN〕 4573227384261

NEW



2020.9_1

FRAGRANCY Inc.
http://fragrancy.jp

fragrancy_inc


