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Cote Noire - French Classic

La collection "Côte Noire" prend les meilleurs éléments du monde entier et les combine en des produits luxueux
et raffinés. La gamme comprend des bougies, des diffuseurs, des parfums d’ambiance, des savons végétaux, ainsi
que des crèmes pour les mains et le corps. Tous les parfums de la gamme sont originaires de France réputée pour ses parfums qui sont considères comme les plus fins et distingués du moment. Les neuf parfums
s’inspirent de la campagne provinciale s’efforçant de reproduire au mieux un portrait de la vie à la française. La
gamme "Côte Noire" intègre des matériaux recyclés mais aussi des ingrédients naturels et renouvelables autant
que possible. L’emballage est fait d’une mousse recyclé, en carton et en verre. Les poignées sur les sacs de
transport sont également fabriquées à partir de coton recyclé. Dans la collection "Côte Noire", il existe une
gamme de linge de luxe, «Eau de Lavage», composée de haute performance, et de produits de lavage qui respectent
l’environnement. Tous les produits sont sans phosphate, nitrate libre et ne contiennent pas de nonylphénols.

Cote Noire

French Classic

Cote Noire - French Classic

Cote Noire

- クラシックシリーズ -

シックで淡いパステルカラーに包まれたヨーロピアンな Cote Noire は、フランス人の血を引くデザイナーのキャロ
ルとイタリア人の血を引くリカルドのパートナーシップによりオーストラリアで生まれました。優雅ないでたちの商
材はライフスタイルを華やかにし、ポジティブな心を創造してくれるでしょう。よりよい品質とパッケージへのこだ
わりを追求し、世界中より注目を集めています。パッケージやボトル、梱包資材等も極力リサイクル資源を活用し、
使用後も再生可能な材料を採用しています。例えば、ショッパーの持ち手はリサイクルコットン使用などです。

Fragrance - フレグランスの種類 ■ Bois Ancien（ボア・アンシャン）訳：アンティークウッド。
ボルドーの熟成されたアンティーク木材をイメージ。ウッディなオークとブラックティをベースに
ヴェルベットなトーンとトンカビーンが漂う歴史あふれるフランスのカントリーサイドを表現した香り。
■ Conﬁt de Grenade ( コンフィート・デ・グレナード） 訳：キャンディザクロ。
フランスのデザートに良く使われるザクロに飴細工を施した材料をイメージ。甘酸っぱいザクロに
クインスをベースに暖かいキャラメルが混ざる、フランスのデザートタイムを表現した香り。
■ Lac du Bourget ( ラック・デュ・ブゥージェ ) 訳：ブルジェ湖。
フランスのスイス寄りに位置する最も深く最も大きな湖。洗練されたオリエンタルリリーを
ベースにフローラルで爽やかなハニーサックル（スイカズラ）とアイビーを重ねたブルジェ湖の
ロマンティックなチャームを表現した香り。
■ Pomme dʼ Ambre（ポム・デュ・アンブラ） 訳：ポマンダー（香りの林檎）
。
元々厄除けのオーナメントとして使用されてきたポマンダーは近代では、消臭やフレッシュな
香りを保つ為に使われています。濃厚でエキゾチックなアンバーをベースに、オレンジブロッサムと
シダーウッドを合わせたフランスの伝統を表現した香り。
■ Reine de la Nuit ( レイン・デュ・ラ・ヌイ ) 訳：夜の女王の意味。
モーツアルトの作品でも有名な善と悪を併せ持つ夜の女王。妖艶なジャスミンとクリーンなモクセイの
フローラルな香りが混ざり、対照的な特徴を併せ持ちながらも魅力的なフレンチマダムを表現した香り。
■ Vert Anis ( ベー・アニス） 訳：ライムグリーン／アップルグリーン。
アニス自体は昔から薬草として使われていた一年草であり、そこに、フランスファッションで使用される色の
ベー・アニス（ミントグリーン）を掛けたイメージ。爽やかなジャマイカライムに信仰高いサイプレスや
バーベナリーフが混ざり、フランス人の信仰を表した香り。

French Classic
150ml Diffuser

Bois Ancien

Conﬁt de Grenade

Lac du Bourget

CODE : 070-03-011

CODE : 070-03-012

CODE : 070-03-013

JAN : 5060361156247

JAN : 5060361156209

JAN : 5060361156230

Pomme dʼ Ambre

Reine de la Nuit

Vert Anis

CODE : 070-03-014

CODE : 070-03-015

CODE : 070-03-016

JAN : 5060361156223

JAN : 5060361156216

JAN : 5060361156254

(CN ディフューザー）

¥4,800
( 販売価格 ¥4,800+tax)

発注書記載例

size : φ130 H150 reed : H290
lot : 1
carton : 6 / 12
volume：150ml
duration : 2 - 3months

発注品番

テスター種類

商品名

CN DF

高さ注意

現品

1

070-03-011

CN ディフューザー

ボア

2

070-03-016

CN ディフューザー

ベー

専用
小瓶

×
〈棚割り〉
H28cm
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