


ブルガリの新作フレグランス 「ブルガリ ローズ ゴルデア ブロッサム ディライト オードトワレ」 は、 
ローマのジュエラーならではの知識と技術が具現化された、 みずみずしく弾けるような香りのフレグ
ランスです。 きらめくゴールドと時代を超えて愛されるバラの融合が何気ない日常を特別な瞬間に
演出してくれます。

ブルガリ ローズ ゴルデア ブロッサム ディライト オードトワレは、 ブルガリのジュエラーとしての技法
でバラのつぼみの最も崇高な側面を引き出し、 まったく思いもよらない表現を生み出しています。

ブルガリ ローズ ゴルデア ブロッサム ディライト オードパルファムを新たに解釈して誕生したこの
新作オードトワレは、 愛らしく洗練され、 輝くような透明感があります。 女性の内に秘めたきらめきを
讃え、 「Anything is possible （可能性は無限大）」 と思わせてくれます。 オードパルファムもオード
トワレも 「バラ」 が主役。 オードパルファムは、 ベルベットのような艶やかな香りに呼応して、 バラの
多様な側面を呼び起こします。 オードトワレは、 明るい爽やかな香りがバラのつぼみのみずみずしさ
を連想させます。

ブルガリ ローズ ゴルデア ブロッサム ディライトのオードパルファムとオードトワレはどちらもブルガリ
の 「美しい人生」 への飽くなき情熱を晴れやかに表現しています。 両手を広げて可能性を抱きしめ、 
あらゆる瞬間をあふれんばかりの純粋な喜びで迎え入れることを呼びかけているのです。

ブルガリ ローズ ゴルデア
ブロッサム ディライト オードトワレが登場：

バラのみずみずしい香りが
喜びと輝きに満ちた体験へと誘います。







ANYTHING IS POSSIBLE

女性の人生は、 好奇心に突き動かされ、 喜びを称える精神に基づいた美しい瞬間のコラージュです。 
言ってみれば、 それは夢が現実になる最高の瞬間なのです。 こうした女性本来のエネルギーがあり
ふれたものを特別なものに、 日常の何気ない瞬間を人生最高のきらめく瞬間へと変えてくれるのです。

ブルガリ ローズ ゴルデア ブロッサム ディライトは、 この世界で夢を抱き、 強い意志と喜びを称える
精神で自分の地位を築いていこうとする女性に捧げるフレグランスです。 あらゆる貴重な瞬間を
輝かせてくれる生き生きとしたきらめきを表現しています。 ブルガリ ローズ ゴルデア ブロッサム 
ディライトの世界では、 毎日がエキサイティング、 明日は今日とは異なる日であり、 そして、 Anything 
is possible （可能性は無限大）。
バラのつぼみが今にも開こうとする貴重な瞬間にインスパイアされたブルガリ ローズ ゴルデア 
ブロッサム ディライトの香りは、 明るく輝かしい未来への高揚感を表現しています。



THE FRAGRANCE

他のバラの香水とは違い、 ブルガリ ローズ ゴルデア ブロッサム ディライトはバラという代表的な
香料の未知の側面に光を当て、 ローマのジュエラー 「ブルガリ」 ならではの方法でそこに命を吹き込み
ました。 マスターパフューマー、 アルベルト・モリヤスは今にも咲こうとしているバラの複雑さを徹底的
に研究し、 その独特のテクスチャーにブルガリのシグネチャーであるムスクアコードを重ね合わせ、 
本物のバラのように多面的で予測不可能な、 まったく新しい香りの体験を生み出しました。

ブルガリが創造した 「バラ」 は、 バラの幾重にも折り重なった美しさと生き生きとしたきらめきを
魔法のように具現化しています。 想像の域を超えた宝石と大胆な色の組み合わせで喜びを生み出す
ように、 ブルガリは最新作の “香りの宝石” にあふれんばかりの活力とうっとりするような魅力を注ぎ
込みました。



TOP NOTES
スズラン & グレープフルーツ

THE OLFACTIVE PYRAMID



HEART NOTES
ピオニー & ローズバッド



BASE NOTES
シダーウッド & ムスク





THE EAU DE PARFUM

マスターパフューマー、 アルベルト・モリヤスはこのみずみずしい香水を創り上げるため、 トップから
ハートノート、 ドライダウンまで一貫してバラの香りが感じられる構成にしました。 柔らかなバラの
つぼみが花開くまでの複雑さを再現し、 魅惑的な香りの高まりでバラ本来の性質を余すところなく
描いています。

輝くバラをイメージしたトップノートは、 グリーンパパイヤと活気に満ちたバイオレットの爽やかで
みずみずしい香りのコンビネーションが楽し気で自由奔放な雰囲気を際立たせています。 続いて、 
ローズペタル インフュージョン、 ローズバッド、 スズランが織りなすハートノートがエレガントに広がり
ます。
ドライダウンは自信に満ちたバラのように、 ダマスクローズ アブソリュート、 ホワイトムスク、 アンバー
グリスの思いもよらない組み合わせから生まれた心奪われるエレガントな香りが豊潤でほのかに
センシュアルな余韻を残します。

フワフワの花びら、 芯にある究極の女性らしさ、生命力に満ちたつぼみ。 ブルガリ ローズ ゴルデア 
ブロッサム ディライト オードパルファムは、 こうしたバラの成長する姿を表現しています。 これから
もっと何か起こり、 もっと成長でき、 そして、 もっと経験できる、 と思わせてくれます。



THE EAU DE TOILETTE

オードパルファム同様にフローラルでありながら、 より爽やかな香りです。 ブルガリは、 美しいバラの
姿を、 軽やかで透明感と輝きに溢れるブルガリ ローズ ゴルデア ブロッサム ディライト オードトワレ
に生まれ変わらせました。
新作のオードトワレは生き生きとしたオードパルファムの特徴を踏襲しつつ、 今にも花開こうとして
いる繊細なバラのつぼみを中心に最高にみずみずしい春の花々で彩りました。 新たな始まりの明るい
気分を象徴するように、 トップノートはまばゆいばかりのバラのフローラルな香りが、 透明感のある
スズランや弾けるようなグレープフルーツの香りとともに漂います。 中心となるハートノートでは、 
バラの花が今にも開こうとする魔法のような瞬間が表現されています。 繊細なみずみずしいバラの
つぼみが春を象徴する花、 ピオニーの華やかで官能的な香りと絡み合い、 見事なブーケが輝くような
エレガンスを醸しだします。 最後に、 ホワイトムスクとシダーウッドのヴェールに包み込まれ、 センシュ
アルで心地よいナチュラルな香りが漂う繊細なドライダウンへと続きます。



THE CAMPAIGN

米国のモーションデザイナー、 エリック ・ ウィンコウスキーとのコラボレーションで制作された新作
キャンペーンはイタリア人女優、 アレッサンドラ ・ マストロナルディを起用。 日々の生活のシーンを
思いがけない遊び心あふれる方法でリミックスしたビデオコラージュを採用しています。 ウィンコウス
キーは、 この動画はキャンバスの上で命を吹き込まれた絵画のようなものであり、 究極の楽観的手法
で新たな表現形式を生み出したと考えています。 アレッサンドラ・マストロナルディの最も有名な出演
作はウッディ ・ アレン監督の 『ローマでアモーレ』 （原題 ： To Rome with Love）。 ブルガリ ローズ 
ゴルデア ブロッサム ディライトの “顔” として、 世界で独自の地位を築いていこうとする女性の
エネルギーと遊び心を表現したマストロナルディは、 このフレグランスの内に秘めたきらめきや喜びに
満ちた輝きを体現する存在なのです。

キャンペーンではコラージュの手法を用いてブルガリの哲学を表現しています。 フレッシュでカラフル、
そしてモダンな雰囲気を感じさせる演出で、 あらゆる女性に 「Anything is possible （可能性は
無限大）」 という気持ちを抱かせます。



THE FLACON

ブルガリ ローズ ゴルデア ブロッサム ディライトは、 ゴールドのアクセントが印象的なパステルカラー
のアイコニックなシェイプのフラコンによって、 「ブルガリのバラ」 を見事に表現しています。 今にも
開こうとするバラのつぼみをイメージした、 花びらのようにほんのりと魅惑的な色合いで、 精巧に
カット、成形、 研磨されたボトルはまばゆい輝きを放ち、 不思議なパワーを感じさせます。 ボトル
ネックに施されたセルペンティは、 永遠の生命と無限のチャンスの象徴。 オードパルファムは六角形の
スカリエを青緑色のエナメルで、 オードトワレはまるで白蝶貝のような白色で仕上げています。

丸いボトルキャップがボディラインとよく調和し、 ゴールドのディテールが驚くほどの輝きと洗練
されたエレガンスを醸し出します。 毎日が輝き溢れる日であることを思わせてくれる美しいオーラを
放っています。



BVLGARI.COM



〈掲載表記・お客様お問い合わせ先〉
ブルガリ/ブルガリ パルファン事業部　〒104-0061 東京都中央区銀座2-7-12
Tel: 03-6380-5706
公式ウェブサイト：https://www.bulgari.com/ja-jp
ブルガリ パルファン公式 LINEアカウント：Bulgariparfums_JP

　
〈プレスお問い合わせ先〉
川辺株式会社 フレグランス本部　〒160-8403 東京都新宿区四谷4-16-3
Tel:03-3352-7161　press@kawabe.co.jp

#BvlgariParfums   #RoseGoldea   #BlossomDelight   #AnythingIsPossible

才能ある銀細工職人、ソティリオ・ブルガリによって1884年ローマで創業されたブルガリは、卓越したクラフツマンシップと素晴らしいジュエリーのクリ
エーションに象徴されるコンテンポラリー・イタリアン・ジュエラー。ジュエラーとしての卓越性、ノウハウや伝統を才能あふれるデザイナーやクリエイ
ターとともに、ブランドの洗練やエレガンスを香りを通じて独創的に表現しています。2011年にLVMHグループの傘下ブランドのひとつとなりました。

BVLGARI ROSE GOLDEA BLOSSOM DELIGHT
EAU DE PARFUM

ブルガリ ローズ ゴルデア ブロッサム ディライト
オードパルファム
30mL　　10,010円
50mL　　14,410円
75mL　　16,610円

　
2019年9月4日（水）発売

BVLGARI ROSE GOLDEA BLOSSOM DELIGHT
EAU DE TOILETTE

ブルガリ ローズ ゴルデア ブロッサム ディライト
オードトワレ

50mL　　11,220円
75mL　　14,080円

2022年3月1日（火）発売

＊価格は全て税込価格

NEW


