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フランスの女性アーティストMathilde M（マチルドエム）が提案する、

白を基調としたエレガントなインテリア雑貨のブランド。

真っ白な素焼きの陶器に香り付けされたオブジェや、リネンのキッチン

ウェアなど。 Mathilde M.が作り出す、エレガントな優しい白の世界を

お届けします。

洗練されたフランスの香りをお楽しみください。

繊細に形作られた、美しい形のセラミックに、やさしい香りを付けたフレグランス

デコ。お部屋にそのまま置いてインテリアとしても楽しんでいただいたり、車の中

のカーフレグランスとしてご利用いただけます。タンスの引き出しに入れておくと、

お洋服にやさしく香りが移り、ふんわりとした心地よい香りに包まれます。

2～3ヶ月で香りが薄くなりますが、その場合は別売りのオイルスプレーをご利用

いただきますと、長く楽しんでいただけます。

いろいろな香りを組み合わせても、調和されて素敵な香りになります。

※マチルドエムのセラミック部分は、ハンドメイドの為、商品によって大きさ、形な

どにばらつきがございます。

また、セラミック部分にわずかな擦り傷、カケ等が見受けられる場合がございます

が、手作りの風合いを生かした商品という性質をご了承ください。

センティッドデコとは？

Mathilde M.

パール＆クリスタルセンティッドデコ/ハート
小売希望価格 ¥5,900(税抜)   
MD-MPDPSUDP008 デンテルフラワー

パール＆クリスタルセンティッドデコ/ピオニー
小売希望価格 ¥5,900(税抜)   
MD-MPDPSUDP009 ジャルダン

フレームビスチェ
小売希望価格 ¥3,980(税抜)
MPDPPODP0006

フレームエンジェル
小売希望価格 ¥3,980(税抜)
MPDPPODP0008

フレームカメオ
小売希望価格 ¥3,980(税抜)
MPDPPODP0007

フレームローズ
小売希望価格 ¥5,420(税抜)
MPDPPODP0013

ハンギングセンティッドデコ/ビスチェ
小売希望価格 ¥3,700(税抜)
PEBU　デンテルフラワー

ホワイトキャンドルホルダーセット (3個入り)
小売希望価格 ¥4,000(税抜)　C3PBD　

キャンドルホルダー
ハートモチーフ
小売希望価格 ¥2,380(税抜)
MD-MLATVEPH007

キャンドルホルダー
マリーアントワネット
小売希望価格 ¥2,640(税抜)
MD-MLATVPH01  



ホワイトセラミックトレイ/スクエア
小売希望価格 ¥3,400(税抜)  
MSPCSASP003 
縦13cmｘ横21.5cmｘ高さ2cm

ホワイトセラミックトレイ/オーバル
小売希望価格 ¥2,800(税抜)  
PLPR
縦12cmｘ横16cmｘ高さ2cm

ガラスプレート/パール
小売希望価格 ¥1,000(税抜)  
MPDPVECO001

ホワイトセラミックスタンド
小売希望価格 ¥1,900(税抜)  
MSDFFTPL01

エッフェルガラスドーム 
小売希望価格 ¥4,000(税抜)
MPDPCOCA0001

センティッドデコキー
小売希望価格 ¥3,890(税抜)
12CLE1 ムーンライト

バードモチーフグラスドーム
小売希望価格 ¥7,800(税抜)
2CLM

センティッドデコ ミニバード
小売希望価格¥1,200(税抜)
24PM　マーキーズ

センティッドデコ ミニバード
小売希望価格¥1,200(税抜)
24PFD　デンテルフラワー

センティッドストーンエッフェル
小売希望価格¥800(税抜)
DGPTM　マーキーズ

センティッドデコフレグランスボトル
小売希望価格 ¥4,650(税抜)
MPDPPODP001 マーキーズ

リボンモチーフ ミラー　横
小売希望価格 ¥12,500(税抜)
2MIBNH 本体サイズ横31ｘ縦30㎝

リボンモチーフ ミラー　縦
小売希望価格 ¥12,500(税抜)
2MIBNR 本体サイズ横26ｘ縦33㎝

ホワイトレース・ミニバッグ
小売希望価格¥1,200(税抜)　24CRPO

ポットリーバード/グレー
小売希望価格 ¥4,500(税込)
4OIEG  長さ15cm 幅5.5cm

ポットリーバード/ホワイト
小売希望価格 ¥4,500(税込)
4OIEB  長さ15cm 幅5.5cm

センティッドデコ/テディーベア（L）
小売希望価格 ¥2,500(税抜)
PANOU　ヌヌルス

センティッドデコ/リボンバタフライ
小売希望価格 ¥4,550(税抜)   
PAPV　ヴォルティージュ

バードモチーフケース
小売希望価格2,600(税抜)
MLADPEPO0001



エンジェル（ライスパウダー）
MD50-ANGEL

アラベスク（マーキーズ）
MD50-ARAVESC

クラッチバッグ（ムーンライト）
MD50-BAG

ピオニー（ジャルダン）
MD50-DCP0290

花束（オパリン）
MD50-DCP0294

カメオ（マーキーズ）
MD50-DCP0912

ハートヴォリュート（ムーンライト）
MD50-DCP09128

エンジェルフェイス（シークレット）
MD50-DCP2002

バードプレート（ヴォルティージュ）
MD50-DCP4401

ブラウス（コットンフラワー）
MD50-DCP7025

エンジェルハート（ライスパウダー）
MD50-E.HEART

エンブロイドハート（アンバー）
MD50-ENP

フラワー（ピュアパルマ）
MD50-FLOR

マカロン（コットンフラワー）
MD50-MAC

ローズ（ローズ）
MD50-ROSE

テディベア（ヌヌルス）
MD50-TEDYBEAR

MDデコ50　小売希望価格 ¥800(税抜)  

Chaussures 
bébéベイビーシューズ（ベルト）

小売希望価格 ¥3,420(税抜)
BABI　ドゥースブルーム

ベイビーシューズ（リボン）
小売希望価格 ¥3,420(税抜)
BATI　ドゥースブルーム

ベイビーシューズ（レース）
小売希望価格 ¥3,420(税抜)
CHAU　ドゥースブルーム



センティッドデコ専用オイルスプレー
小売希望価格 ¥1,300(税抜)

VAP10 ・ヌヌルス…さわかな柑橘系の落ち着く香り
VAP16 ・ローズ･･･美しく咲き誇る上品なローズの香り
VAP26 ・ライスパウダー･･･ふんわりとしたライスパウダーのやさしい香り
VAP29 ・コットンフラワー･･･洗い立てコットンリネンのようなやわらかい香り
VAP30 ・アンバー･･･オリエンタルでほんのり甘さのあるアンバーの香り
VAP37 ・マーキーズ･･･貴婦人をイメージした上品な香り
VAP40 ・アイスティー･･･すっきりとした香りの中に、ほんのりとした甘さのある
　　　　　　　　　　   爽やかな紅茶の香り
VAP45 ・デンテルフラワー…ふんわり優しく甘いお花の香り
VAP46 ・ドゥースブルーム…懐かしいベイビーパウダーのような香り
VAP47 ・ヴォルティージュ…上品なフローラルフルーティの香り
VAP49 ・ムーンライト…月明かりをイメージした透明感のある神秘的な香り
VAP50 ・シークレット…甘さのあるオリエンタルフラワーの香り
VAP51 ・ジャルダン…さわやかフローラルの香り

リードスティック（棒）16本入り
小売希望価格 ¥850(税抜)
12TI25

フラワーディフューザー用リフィル 150ml
小売希望価格 ¥2,850(税抜)
MD-RDI2R      ローズ
MD-RDI2M     マーキーズ
MD-RDI2V　  ヴォルティージュ
MD-RDI2TG　アイスティ

フラワーディフューザー 150ml
小売希望価格 ¥8,900(税抜)
MD-DIPRCO0009　ローズ
MD-DIPRCO0010　マーキーズ
MD-DIPRCO0013　ヴォルティージュ
MD-DIPRCO0014　アイスティ

ルームスプレー100ml
小売希望価格 ¥4,130(税抜)
12VCA    アンバー
12VCO   コットンフラワー
12VM     マーキーズ
12VP      ライスパウダー
12VR      ローズ
12VN      ヌヌルス
12VFS　 ソルトフラワー
12VFD　デンテルフラワー　
12VCL　ムーンライト
12VV　  ヴォルティージュ
12VBB　ドゥースブルーム

リードディフューザー
詰替用リフィル 180ml
小売希望価格 ¥2,800(税抜）　
6RDIR　　ローズ
6RDICO 　コットンフラワー
6RDIRI　　ライスパウダー
6RDIM　　マーキーズ
6RDIA　　アンバー
6RDIH　　ヘンプ
6RDID　　デンテルフラワー
6RDIMO　ムーンライト
6RDIV　　ヴォルティージュ

フラワーディフューザー用
セラミックリード
小売希望価格 ¥2,500(税抜)

フレグランスオイル 10ml
小売希望価格 ¥2,100(税抜)
MD-STIFC　  コットンフラワー
MD-STIMA　マーキーズ
MD-STIRA　 ローズ
MD-STIVO　 ヴォルティージュ



リボン・ローズ
小売希望価格 ¥2,300(税抜)
30DS01　ローズ

センティッドデコ リボン

リボン・エンブロイド
小売希望価格 ¥2,300(税抜)
30DS02　アンバー

リボン・フラワーリング
小売希望価格 ¥2,400(税抜)
30DS09　マーキーズ

リボン・オープンハート
小売希望価格 ¥2,500(税抜)
30DS10 マーキーズ

リボン・ハートエンジェル
小売希望価格 ¥2,300(税抜)
30DS08　マーキーズ

リボン・エンジェル
小売希望価格 ¥2,300(税抜)
30DS20　ライスパウダー

グラスデコレーション・バード

クリスタル＆プラスター ペンダント 
小売希望価格 ¥5,900(税抜)
6PMPA エンジェル（アンバー）

クリスタル＆プラスターペンダント
小売希望価格 ¥6,500(税抜)
6PMPR ローズ（ローズ）

クリスタル＆プラスターペンダント 
小売希望価格 ¥5,900(税抜)
6PMPL リボン（マーキーズ）

ローズタッセル
小売希望価格 ¥5,200(税抜)
6MDRR　ローズ

アラベスクタッセル
小売希望価格 ¥5,200(税抜)
6MDAM　マーキーズ

グラスデコレーション
バタフライ6点セット
小売希望価格 ¥3,700(税抜)
MD-BP0  1個の大きさ約3.8cm

グラスデコレーション   小売希望価格 ¥1,300(税抜)
バード1  MD-PBP1  正面向き 約5cm
バード2  MD-PBP2  右向き 約5cm

サービングプレート/ホワイト
小売希望価格 ¥2,100(税抜)
MLATTAPR01  直径31cm

サービングプレート/グレー
小売希望価格 ¥2,100(税抜)
MLATTAPR02  直径33cm

サービングプレート/ローズ
小売希望価格 ¥2,100(税抜)
MLATTAPR03  直径33cm

プレイスマット/ホワイト
小売希望価格 ¥1,200(税抜)
MLATDTST01  縦30.5cmｘ横45.5cm

プレイスマット/ライトグレー
小売希望価格 ¥1,200(税抜)
MLATDTST02  縦30.5cmｘ横45.5cm

プレイスマット/ダークグレー
小売希望価格 ¥1,200(税抜)
MLATDTST03  縦30.5cmｘ横45.5cm

ミニ・バードグラス (M)
小売希望価格 ¥2,600(税抜)
CCVO 15cmｘ9cm

ミニ・バードグラス（S）
小売希望価格 ¥2,300(税抜)
CC02 10.5cmｘ7cm

クロッシェエクリュ(L)　小売希望価格 ¥3,700(税抜)  
6S2PAN-L  高さ15cmx横幅19cmx縦幅12cm

クロッシェエクリュ(S)　小売希望価格 ¥2,640(税抜)  
6S2PAN-S  高さ12cmx横幅15cmx縦幅11cm



ソープディッシュ・バスタブ (L)
小売希望価格 ¥3,500(税抜)
6B1PP   

ソープディッシュ・バスタブ (S)
小売希望価格 ¥2,800(税抜)
12PSB  

ソープディッシュSバスタブ/クリア
小売希望価格 ¥2,700(税抜)
MLATVEBA0001

ランドリーネット
小売希望価格 ¥1,700(税抜)
12PLAV   35cm×27cm

デンテル 香水スプレー
小売希望価格¥5,200(税抜)
MLCBSTVA003

デンテル 歯ブラシホルダー
小売希望価格¥2,530(税抜)
MLCBSTVD003

デンテル ミラー付きコスメポーチ
小売希望価格 ¥2,600(税抜)
MATRMAMA003

デンテル ソープディッシュバスタブ（S）
小売希望価格 ¥2,850(税抜)
MLCBBAPS003

デンテル ソープディッシュバスタブ（L）
小売希望価格 ¥3,900(税抜)
MLCBBABD018

デンテル コットンボールジャー2点セット
小売希望価格¥6,480(税抜)
MLCBSTPC003

デンテル バニティバッグ
小売希望価格 ¥6,200(税抜)
MATRTOTO007

デンテル 蓋付きトレイ
小売希望価格¥2,820(税抜)
MLCBSTVP003

デンテル ウォレット
小売希望価格 ¥4,600(税抜)
MAPMPMPM001

デンテル ソープディスペンサー
小売希望価格 ¥3,300(税抜)
MLCBSTDS0003

ローズトイレットペーパーホルダー
小売希望価格 ¥9,600(税抜)
DRPR

デンテル ダストボックス（ゴミ箱）
小売希望価格 ¥8,500(税抜)
MLADPOPO0003

デンテル トイレットペーパーホルダー
小売希望価格 ¥8,300(税抜)
MLCBSCDP04

レースゲストタオル
小売希望価格 ¥2,000(税抜)
MLLMTOSI001 30cmｘ45cm

フレグランスバスキューブ（入浴剤 28g）
小売希望価格 ¥850(税抜)
SUCRM

デンテル ソープディッシュ
小売希望価格¥2,700(税抜)
MLCBSTPS003 

レースティッシュカバー
小売希望価格 ¥3,900(税抜)
MLLMTOBM1 約28×約37cm

レースポーチ
小売希望価格 ¥3,800(税抜)
MLLMTOTT0001 

ハンドタオル
小売希望価格 ¥1,530(税抜)
B12SIJ　35×35cm

ミニ・ハンドタオル
小売希望価格 ¥1,000(税抜)
B12EMJ　23×22cm

コットンミニポーチ
小売希望価格 ¥2,900(税抜)
B6PPJ　22×17×10cm



※メーカーの都合により、商品の販売が中止したりデザインや色が変更する場合があります。
※為替の都合により、突然小売価格が変更になる場合があります。

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
http://alione.net/
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