Designer:Nicole Eckels
ニコル・エッケル
シャネルのクリエイティブディレクターとして活躍していたが、休暇で訪れたシド
ニーの街、そして自然と街が共存する景色、動物の鮮やかなカラーコントラスト、
住みやすさなどに感動、移住を決意。ニューヨーク時代の生活に比べ、オーストラ
リアでは、香りが少ないことにストレスを感じていた彼女は、自身でデザインした
オリジナルキャンドルを作る事を決意。

『アロマキャンドルを買ったけれど、勿体無くて使えない』という友人の言葉に、
ならば、普段使いもできて、少しだけ贅沢を楽しめるような、リーズナブルで
バラエティーに富んだ香りとデザインを提案。
エレガントな美的センスと行動力により誕生したグラスハウスは、シンプルな
ラインの美しさにカラフル且つモダンでキュートなエッセンスを加え、大人の
女性をターゲットとし、幅広い年齢の女性から愛されている。オーストラリア
のフレグランス業界をリードする、なくてはならない存在になっている。

上品で高価なアロマキャンドルを贅沢に毎日使いたい！香りを生活の一部とし
て、いつも楽しめるようにデザインしました。グラスハウスのキャンドルは、２
つの芯でロウをまんべんなく溶かすので、最後までご利用いただけます。2 つの
芯なので、従来のアロマキャンドルよりも早く、お部屋に香りを広げます。

嫌な香りを残さない
火を消す時は、通常息を吹きかけて消すのが一般的ですが、せっかくアロマ
キャンドルでお部屋が良い香りになったのに、火を吹き消した途端、焦げ臭
いにおいが広がるとせっかくの良い香りが台無しです。グラスハウスのキャ
ンドルは、付属のガラス蓋を閉めるだけで火を消すことができるので、良い
香りのみがお部屋に残ります。

Aroma Candle

Large

アロマキャンドル（ラージ）

MARSEILLE MEMOIR
マルセイユ

希望小売価格
成分

6,100 円 ( 税抜 )
ソイワックスミックス、香料

生産国

オーストラリア

内容量

380g

燃焼時間

約 65 時間

誰からも好かれるガーデニアの美しい香り
上品で気高く甘みなガーデニア（くちなし）のトップから、チューブローズ、

ヒヤシンス、
ネロリ、

アップルブロッサム

サンダルウッドのラストノートへと、幸せに溢れるフレッシュフローラルな
香りで包み込みます。

ガーデニア、チューブローズ、
カーネーション

サンダルウッド、

インセンス、クローブバッド

GHCA010-MS

I’ LL TAKE MANHATTAN
マンハッタン

ブラックローズとカーネーションの
高貴なフローラルの香り
黒いドレスをまとうように…と、イメージされるように、セクシー且つ洗練
された美しさをもつ香りを表現しました。
オーキッドやガーデニアのフラワーベースのトップに始まり、
ラストにはパチュリ、アンバー、サンダルウッドとリッチでゆったりとした
コクを湛えた深みのある香りに絶妙に移行していきます。上品でありながら、
感情豊かな魅力を引き出すグラスハウスを代表する香りです。

ガーデニア、チューリップ、

オーキッド、レッドカラント

ブラックローズ、カーネーション
ネクタリン、ブラッドオレンジ

アンバー、パチュリ、サンダルウッド

GHCA010-MH

MONTEGO BAY RHYTHM
モンテゴベイ

ココナッツとライムのフルーティーな香り
トップのライムやレモンの爽やかな柑橘系から、ミドル〜ラストにかけては、
甘いココナッツやソフトムスクの香りが包み込み、うっとりとするようなま
ろやかな香りが癖になる逸品です。

ライム、

ナチュラルレモン

バニラ、

アンバー

ココナッツ、

マンダリンオレンジ

GHCA010-MB

A TANGO IN BARCELONA

バルセロナ

地中海にあるスペインの港町
バルセロナをイメージ
活気に満ちた港町のマーケットの散歩中に出合った
みずみずしいフルーツや色とりどりの花束など、日常の何気ない一つ一つか
らインスピレーションを受けたフルーティーとフローラルが絶妙な甘さのあ
る芳醇な香りです。

プラム、
アプリコット、
ココナッツ
チューブローズ、ジャスミン、
スズラン、ローズ、キャラウェイ、
ブラジリアンローズウッド

サンダルウッド、アーモンド、バニラ、ムスク

GHCA010-BC

LOST IN AMALFI
アマルフィ

南イタリアの爽やかな海風の香り
フリージア、ラベンダーなどの透明感のある上品な香りが明るく優しい気持
ちにしてくれます。南イタリアの爽やかな海外沿いの街をイメージした、ク

フリージア、
タイム、

タラゴン、

リーンでフレッシュな香りは、男女問わず人気があります。
ラベンダー、
モス

ムスク、

GHCA010-AF

パチュリ

OVER THE RAINBOW
オーバーザレインボー

ジャスミンやスミレの
クラッシックラグジュアリーな香り

ブラックカラント、
スミレの葉

虹の向こうの空高くに、あなたの夢がかなう国がある。そんな場所から届け
られるジャスミンやローズをベースにムスクの香りが包み込む、優しいどこ

ジャスミン、
ローズ、

か懐かしい香りです。

スミレ

アンバー、ムスク、バニラ

GHCA010-OR

ARABIAN NIGHTS

アラビアンナイト

千夜一夜物語のような
オリエンタルで神秘的な香り

サフラン、

フランキンセンス

贅を尽くした装飾に官能的な音楽。まるで絵画の世界に迷い込んだかのよう
な美しい街並み。千夜一夜物語のような異国情緒溢れる神秘的な世界が広が

ホワイトローズ、

る香りです。ローズ、サフラン、サンダルウッドなど暖かみのある上品なオ

ジャスミン

リエンタルに魅了されます。ラストノートはほんのりとした甘さのあるスパ
イスがオリエンタルムードを際立たせ後を引く香りです。

アーガウッド、サンダルウッド
アンバー

GHCA010-AR

A TAHAA AFFAIR

タハア

誘惑的なバニラに甘美な誘惑
パイナップル

ミルクキャラメルのとろけるようなバニラの甘い香りが心地よく印象に深く
記憶に残ります。バニラの産地でもある、ポリネシア諸島のタハア島をイメー
ジした香り。オーストラリアでも一番人気の香りです。

ココナッツフルーティー

キャラメルバニラ

GHCA010-TA

KYOTO IN BLOOM
キョウト

厳かで美しい奥深さのあるオリエンタルな香り
フレッシュライム、

日本古都京都の金閣寺の厳かな美しさにインスピレーションを受け、壮大な

ベルガモット、
シトラス

庭園から香り漂う、華やかに咲き誇る椿と、優美で凛としたロータスの静寂
をイメージした香り。

カメリア、
ロータス

アンバー、サンダルウッド
ムスク、バニラ

GHCA010-KT

DIVING INTO CYPRUS
キプロス

シーソルトとサフランのさわやかで
暖かみのある香り
ヴィーナスが誕生した場所などいくつものギリシャ神話ゆかりの場所として

サフラン、ラベンダー
シーソルト、スミレ

伝わる地中海に浮かぶキプロス島。地中海に沈むサンセットを望みながら 1
日を振り返る。そんな心が洗われる時間と癒しに満ち溢れた光景をイメージ
した香りです。ラベンダーやシーソルトのさわやかな香りの奥からシダーウッ

オレンジブロッサム、
シダーウッド

ドやサンダルウッドの暖かみのある香りが包み込みます。
アンバー、サンダルウッド、モス

GHCA010-CP

WE MET IN SAIGON
サイゴン

フランス統治時代の面影を残すベトナム
ヨーロッパとアジアの融合が美しく、ノスタルジックな世界へをいざなって
くれます。スッキリとしたレモングラスやベルガモットの香りは、活気のあ

レモングラス、

、オレンジ、ライム

る街並みを思い起こしてくれます。
ユーカリ、ベルガモット

サンダルウッド

GHCA010-SG

Aroma Candle

希望小売価格

Small

成分

アロマキャンドル（スモール）

2,900 円 ( 税抜 )
ソイワックスミックス、香料

生産国

オーストラリア

内容量

60g

燃焼時間

約 20 時間

A TANGO IN BARCELONA

A TAHAA AFFAIR

バルセロナ

タハア

プラム、
アプリコット、

パイナップル

ココナッツ
チューブローズ、ジャスミン、
スズラン、ローズ、キャラウェイ、

ココナッツフルーティー

ブラジリアンローズウッド

キャラメルバニラ

サンダルウッド、アーモンド、バニラ、ムスク

GHCA-MINI-BC

GHCA-MINI-TA

THE HAMPTONS

DIVING INTO CYPRUS

ハンプトン

キプロス

ジュニパーベリー、

グリーンコニャック、

サフラン、ラベンダー

プチグレン

シーソルト、スミレ

レモンバーベナ、
アイリス、

オレンジブロッサム、

フィグリーブス

シダーウッド

アンバーグリス、チーク、ホワイトパチョリ

アンバー、サンダルウッド、モス

GHCA-MINI-HP

GHCA-MINI-CP

LOST IN AMALFI

KYOTO IN BLOOM
キョウト

アマルフィ

フレッシュライム、
ベルガモット、
シトラス

カメリア、
ロータス

アンバー、サンダルウッド
ムスク、バニラ

GHCA-MINI-KY

フリージア、
タイム、

タラゴン

ラベンダー、
モス

ムスク、

パチュリ

GHCA-MINI-AF

Reed Diffuser
リードディフューザー
希望小売価格
成分

7,200 円 ( 税抜 )

オリジナリティのある香りで人気の高い GLASSHOUSE ディフューザー。世界

アルコール・香料・水

香りが特徴です。リビングや玄関、寝室など、いつもの空間も香りに包まれ

の都市や歴史的な場所からインスピレーションを受けた、豊かで洗練された

生産国

オーストラリア

るとまるでその場所にいるかのよう。

内容量

250ml

いスタイリッシュなデザイン。シンプルながらも高級感があります。

芳香期間

日々の暮らしを華やかにしてくれます。どんなインテリアにも取り入れやす

約 2 〜 3 ヶ月

※気温や室温、リードを上下入れ替える頻度など、使用の環境により異なります。

DIVING INTO CYPRUS

GHDF-01CP

LOST IN AMALFI

GHDF-03AF

I’ LL TAKE MANHATTAN

GHDF-05MH

MARSEILLE MEMOIR

KYOTO IN BLOOM

ALABIAN NIGHTS

GHDF-02AR

GHDF-06KY

WE MET IN SAIGON

GHDF-07MS

GHDF-06SG

Sent Scene Duo
セントシーン・デュオ
GHSSD-AFKYOTO
スティックに香りを染み込ませているので、スタンドにセットするだけ。小ぶりなが
らも存在感のあるデザインがインテリアのアクセントに。シンプルだからこそ使いや
すく、お部屋にもマッチします。お気に入りの香りでリラックスできる空間を。扇状

に広がるスティックがお部屋全体に香りを行き渡らせます。リキッドタイプではないの
で、万が一倒れても安心。
■使い方■

スティックをスタンドに挿すだけ。

香りをリフレッシュしたり、強めたいときは 30 日ごとの交換をお勧めいたします。
※芳香期間は目安です。気温や室温などご使用の環境により異なります。
※スティックは他の紙製品と一緒にリサイクルすることができます。

希望小売価格
セット内容

5,600 円 ( 税抜 )
本体・スティック 5 本 ×2 種
（アマルフィ・キョウト）

サイズ

外箱：約 W85×D45×H260mm
本体（スタンド）：約 W30×D22×H61mm
スティック：約Φ5×H210mm

生産国

オーストラリア

内容量

60g

燃焼時間

約 20 時間

Sent Scene Refill
セントシーン・リフィル

希望小売価格

セントシーンの交換用のリフィルです。7 つのフレグランスからお
選びいただけます。香りをリフレッシュしたり、強めたいときは
30 日ごとの交換をお勧めいたします。
スティックに香りを染み込ませているので、スタンドにセットする
だけ。扇状に広がるスティックがお部屋全体に香りを行き渡らせま
す。

素材

2,600 円 ( 税抜 )
スティック：紙

サイズ

外袋：約 W54×H250ｍｍ
スティック：約Φ5×H210mm

総重量

約 40g

芳香期間

約 30 日
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RHYTHM
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Wick Trimmer
ウィックトリマー

株式会社アリオン

〒820-0504

福岡県嘉麻市下臼井 1267-5

TEL:0948-43-9495

FAX:0948-43-9496

Email:info@alione.net

