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ジュエリーデザインのルールを打ち破るイタリアンメゾン、 ブルガリは、 その革新的なヴィジョンを、

真新しいフレグランス体験へ投影しました。 ブルガリ アレーグラです。
ブルガリ アレーグラは、 このイノヴェイティヴな香りの旅において、 カラフルで喜びあふれる
イタリアンライフスタイルと、 比類なきブルガリウーマンの魅力を結び付けました。
5つの心浮き立つオードパルファムと、 5つのマグニファイングエッセンスからなるブルガリ アレー

グラは、 ローマの人々の人生にかける情熱を鮮やかに追体験させるように、 ユニークかつ大胆な
フレグランスをパーソナルにスタイリングします。
香りをパーソナライズするために、 まずはコアコレクションである5つのオードパルファムから
一つを選びます。 イタリアの輝くバイタリティーを吹き込んだ5つの香りは、 最高にイタリアンな
感情へのオマージュ。 そのどれもが、 あなたを誘うのです ── エネルギーに満ちた地中海の太陽、 

イタリア流の愛のときめき、 イタリアンドルチェのうっとりとするような幸せ、 ローマの夕日に包まれ

てのアペリティーボの愉悦、 そしてヴェネチアン・フェスタの魅惑 ── イタリアへの逃避行が、 この

上ない喜びであなたを包み込みます。

BVLGARI ALLEGRA
#MagnifyForMore



WANT MORE?

ブルガリのスピリット 「larger-than-life（本物以上）」 に基づき、 メゾン初となる、 
あなただけのパーソナルな香り ── あなたの “ シグネチャー ” となる香りを作るための、 
5つの特別なエッセンスです。
マグニファイングと名づけられた5つのエッセンスは、 5つのどのオードパルファムとも、 シームレス
にブレンドすることができます。 ジェラートにトッピングしたホイップクリームのように、 マグニファ

イングエッセンスのひと吹きは、 オードパルファムの美しさを極めたり、 斬新な変化を与えたり

ブルガリならではのフレグランスを楽しめます。 これであなたは、 #MagnifyForMore  もっともっと！

を叶えることができるのです。

これはつまり、 あなた自身で、 香りを創り出すことができる、 ということ。 5つのオードパルファムと

5つのマグニファイングエッセンス、 スプレーする加減で、 無限の可能性が創れます。 数え切れない

ほどの香りのコンビネーションが生み出されるのです。 ふたつのイタリアの冒険記が全く異なる

ように、 ひとつとして同じ香りは存在しません。 これら革新的な香りの試みの背景には、 情熱的な

精神やイタリアの抗いがたい魅力、 ブルガリのライフスタイルがあります。

この洗練されたフレグランスリチュアルを支えるのは、 もちろん、 ブルガリのクラフトマンシップです。

エクスクルーシヴな香りの体験を叶えるために、 マスターパフューマーのジャック・キァ
ヴァリエは、 “ ジェムス・オブ・ネイチャー （天然香料） ” ともいえる、 核となる香料を
創り出しました。 特に、 5つのエッセンス ── マグニファイング ムスク、 マグニファイング 
ベルガモット、 マグニファイング ローズ、 マグニファイング バニラ、 マグニファイング 
パチョリ ── には、 ブルガリのためだけにつくられたプレシャスな香料が用いられています。 

キャヴァリエの手を通し、 すべての素材の魅力は解き放たれ、 本来のカラフルな活気が余すこと
なく捉えられています。

ひときわフレッシュなカラブリア産ベルガモットから、 魅惑的で贅沢なインドネシア産パチョリまで、

ブルガリ アレーグラには、 豊かな自然の香りが展開されています。 そんな極上の香りとともに、 

イタリアンライフの生き生きとした感情が映し出されることで、 パーソナライズ フレグランスを
初体験する、 その瞬間の喜びが、 最大化 （Magnifying） されるのです。

もっと感情的に、 もっと楽しく
もっと心躍らせて、 もっと心地よく、 もっと情熱的に？



THE CORE COLLECTION

そして、 それをマグニファイ #MAGNIFYFORMORE しましょう

ここから、あなただけの香りが始まります。
まず、 あなたの気分に合った香りを選んでください。



RIVA SOLARE

ブルガリ アレーグラは、 あなたの五感を瞬間移動させます ── そこは、 太陽を抱く
青空と、 アジュールブルーの海が輝く、 イタリアのリヴィエラ。 ビーチサイドに寝転ぶ
あなたの肌を、 太陽が温め、 そよ風がくすぐります。 海岸線に点在する木々からは、 爽やかな波

しぶきとシトラスの香りが漂い、 それを胸いっぱいに吸い込みます。 ラウンジチェアに座り、 崖と

その向こうに広がるアジュールブルーの海を見上げ、 息をのむような景色に出合うのです。 それは、 

ローマの洗練された輝きを放つ、 イタリアン リヴィエラの壮麗な色彩です。

この生命を循環させるエネルギーは、 輝くシトラスフレグランスであるリヴァ ソラーレ
として蘇ります。 それは、 はじけるカラブリア産ベルガモットの息吹から始まります。 
ブルガリのためだけに作られた、 フレッシュで真新しいノートは、 イタリアン リヴィエラとイタリアン

メゾン両方の特別な趣を捉えています。 シトラスの波が引き、 オレンジブロッサムの太陽の口づけの

ような香りが現れます。 日の光を浴びたネロリと、 オスマンサスとマンダリンの輝くアクセントは

まばゆいばかりです。 ベースにたゆたう艶めかしいムスクのアコードによって強調され、 リヴァ 

ソラーレは、 太陽と海の心地よい官能性と地中海の目の覚めるような解放感を得ることでしょう。

“ リヴァ ソラーレ。 それは終わることのない、 イタリアの休日 ” 
ジャック・キャヴァリエ



FIORI D'AMORE

ブルガリ アレーグラは、 情熱と憧れをもって、 あなたのハートに再び火をつけます。 
あなたは、 サプライズで美しいバラの花束を受け取るでしょう。 形も種類も様々な赤い
バラの、 この上ない贈り物は、 生まれたばかりの真の愛と、 甘く優しい抱擁の始まりを約束します。

その優雅さに、 あなたの頰は紅潮し、 あなたの胸はようやく会える期待で高鳴るのです。

フィオリ ダモーレは、 ロマンティックなバラの香りに、 イタリア流の愛の情熱的なエネルギーを映し

出しています。 ブーケの中心には、 真紅のトルコ産ローズとブルガリア産ローズ。 そのフレッシュで

初々しいアロマは、 新しくモダンなアコードであるプレリュードラズベリーによって強調されます。 

このフレッシュな果実のアクセントは、 真夏に収穫されるラズベリーを思い出させます。 デリケート
で抑えられない、 上品で情熱的・・・・・・フィオリ ダモーレは、 愛の素晴らしい側面と、 
ビロードのように滑らかな情熱の感触を優雅に引き出します。

“ それは赤いバラ ─ フレッシュで、 ビロードのようで、 フルーティ ” 
ジャック・キャヴァリエ



DOLCE ESTASI

ブルガリ アレーグラは、 あなたの味覚をイタリアの有名パティスリーに導きます。 見る
からに美味しそうなスイーツが、 甘い香りとキャンディのような色彩であなたを誘惑
します。 息を深く吸い込むと、 パウダーシュガーやアーモンドアマレッティ、 オレンジブロッサムの
香り付けをしたコンフェッティのにおいが、 あなたをすっぽりと包み込み、 幼い頃を蘇らせます。 

家族の集まりやホームメイドのお菓子に、 無償の愛と心優しいひとときが思い出され、 あなたは

再び温かな幸福感に包まれるでしょう。

ドルチェ エスタジは、 そのフローラルなグルマンノートで、 幸せなひと時を呼び起こします。 繊細な

ノートが寄せては返す、 その中心には、 ヘリオトロープ アコードや、 パウダリーなフローラル、 

デザートのようにクリーミィな誘惑が。 そこへ、 イタリアンシトラスのゼストを添えることで女性らし

さを高め、 ムスク アコードが、 なめらかでパウダリーなラストを飾ります。 

ドルチェ エスタジは、 あなたの甘い記憶や、 満たされていたかつての日々を、 絹の
ようにそっと優しく愛撫するのです。

“ スイーツの祝福、 イタリアの家族愛に包まれる祝福 ” 
ジャック・キャヴァリエ



ROCK'N'ROME

ブルガリ アレーグラは、 永遠の都、 ローマの夕陽が輝くカクテルタイムへとあなたを
誘います。 親しい友人と過ごすテラスからは、 ローマの壮麗な姿を一望できます。  夕陽に照らし出
されたコロシアムは、えもいわれぬ彩りに染め上げられています。 その色はまさに、 世界中で愛され

るイタリアンカクテルの色。 オレンジを効かせたスプリッツが恋しくなることでしょう。 あなたは友人

と笑い合いながら、 過去、 現在、 未来が溶け合うように満ち足りた貴重な一瞬に乾杯をするのです。

ロックン ローマは、 リコリスや花々の芳香で、 グラスを重ねた時間を永遠の記憶に変えます。 

香りは、 泡立つカクテルのように、 シュワッと弾ける刺激的なノートからスタート。 そこへ、 オスマン

サスとアプリコットを静かに注ぎ入れ、 フローラルフルーティの馥郁たるアロマを作り出しました。 

カクテルはやがて、 スウィートなベンゾインへ。 ロックン ローマは、 陽気なアペリティーボと気ままな

会話をもたらし、 温かな友情と美しい夕暮れの間を漂うのです。

“ ローマでのランデブーのような情熱を ” 
ジャック・キャヴァリエ



FANTASIA VENETA

ブルガリ アレーグラは、 あなたをイタリアで最も特別な祭典 ── ヴェネツィアのカーニ
バルへ招待します。 17日間、 町は歴史ある遺構や運河にも増して荘厳な光景に圧倒されます。 
あなたは、 ため息がもれるほど煌びやかな衣装に身を包み、 同じく絢爛なるコスチュームを着て、 

飲み騒ぐ仲間たちと夢のような時間を過ごすのです。 ヴェネツィア市中のあらゆる通りで熱狂的な

仮面舞踏会が繰り広げられ、 ブルガリとイタリアンライフスタイルの中心を成す、 色彩美に溢れる

ラグジュアリーと、 喜びの精神を祝福しています。 運河に繰り出す幻想的なゴンドラを見るうちに、 

宮殿で催される特別な仮面舞踏会への期待が高まります。 目を見張るようなディナーテーブル、 

うっとりとするような出会い、 尽きることない笑い ── あなたはそれが唯一無二の素晴らしいひと

ときになることを確信しています。

ファンタジーア ヴェネタは、 永遠に褪せないシプレーノートで、 心を捉えて放さないカーニバルの

エネルギーを爆発させます。 香りのスポットライトは、 インドネシア産パチョリ。 仮面舞踏会への

招待状のように尊ばれ、 ブロケードやジャカード織のコスチュームと同じくらいに高貴で情緒があり

ます。 シプレー アコードは、 カーニバルのように豪奢で、 驚くようなツイスト ― ゴージャスなレッド

ピーチ アコードと、 ほんの少しの中毒性のあるバニラの香り ― をもたらします。

ファンタジーア ヴェネタは、 カーニバルの贅を極めたムードであなたを包み、 非日常の
出会いという、 忘れ得ぬスリルを刻み込むのです。

“ イタリアの洗練をパルファンに込めて ” 
ジャック・キャヴァリエ



THE FLACONS

ありとあらゆるジェムストーンズに精通するブルガリは、 ガラスのフラコン（ボトル）に
目を奪うような彩色を施し、 伝統への敬意を表しました。 卓越したカボションカットで
知られるローマのハイジュエラーの、 丸みを帯びたジェムストーンズの数々は、 流麗な彫刻を施され

たフラコンに着想を得ています。 ブルガリ アレーグラのカボションのようなボトルは、ウ ェーブ状の

カッティングが施されたキャップとベースの間に配置されています。 これは、 ブルガリの発祥の地、 

ローマの遺跡を成す円柱への賛歌です。

ブルガリは、 フラコンキャップにも、 そのこだわりを表しています。 ジュエリーデザインを踏襲し、 

フラコンキャップはローズゴールドカラーで圧着されていて、 ブルガリロゴが刻印されています。 
全てのブルガリデザインがそうであるように、 ブルガリ アレーグラのフラコンには、 
その希少性を示す、 緻密な装飾が施されています。



ブルガリの特徴的なデザインスタイルである鮮やかなカラーミックスは、 ボトルデザインに反映さ

れています。 5つのオードパルファムの生き生きとした嗅覚の旅は、 それぞれのガラスボトルの

カラーにインスピレーションを与えています。 ブルガリの真髄である大胆なデザインヴィジョン
を表現しながら、 フラコンを情熱的に染め上げ、 色彩とイタリアの喜びのエネルギーを
賞賛するのです。
　

リヴァ ソラーレ ： ゴールドは太陽、 アジュール・ブルーは海を想わせます。
　

フィオリ ダモーレ ： レッドは情熱を象徴し、 ピンクは愛の優しさを表します。
　

ドルチェ エスタジ ： パステルグリーンはピスタチオ、 ピンクはストロベリー。 有名なカクテル、 
スプモーニもそうであるように、 この２色はイタリアンスイーツお決まりのカラーです。
　

ロックン ローマ ： オレンジはスプリッツの色、 パープルはローマの王族の色。 栄えある歴史を
讃えています。
　

ファンタジーア ヴェネタ ： レッドは煌めくルビーから、 パープルはアメジストから。 まさに舞踏会
に相応しいジェムスカラー。

THE BOLD & UNESPECTED 
COLOR COMBINATION 



ブルガリは、 香りの世界に、 真新しいコンセプト #MagnifyForMore を提案します。 マグニファイン

グエッセンスを使ってパーソナルな香りのスタイリングに招待します。 この5つのマグニファイング

エッセンスは、 ベルガモットやパチョリのように、 ブルガリのためだけにつくられたハイクオリティな

天然香料を配合しています。 ブルガリ アレーグラ オードパルファムに、 マグニファイングエッセ
ンスを寄り添わせることで、 香りにひねりを加えて、 気分に合わせて香りをカスタマイズすることが

できるのです。 幸せを感じたいがために、 ほっこりと日の当たる場所を探したり、 気分をハッピーに

させるスイーツのような甘い香り・・・・・・そんなときにこそ、 「新しい方法で香りを体験」 してください：

#MagnifyForMore.

MAGNIFYING
AND

PERSONALIZATION



MAGNIFY MUSK #MagnifyForMore Bliss  

温かく、 艶めかしいエッセンスは、 肌と肌が触れた時の親密な感覚にインスパイアされています。 

アンブレットから作られた、 一見シンプルな ムスク アコード がもたらす、 洗練された煌めき。 

マグニファイング ムスクは、 目を逸らすことができないほどのまばゆさで、 抱き合った瞬間のめまい

がするような喜びを呼び起こすのです。
　

MAGNIFY BERGAMOT #MagnifyForMore Joy 

シトラスのエッセンスが太陽のエネルギーで爆発します。 燦然と輝くエッセンスは、 完熟したカラ

ブリア産ベルガモットからのみ抽出されます。 摘み取られたばかりのベルガモットには、 甘く、 

シャキッとしたノートがあります。 フルーツの多彩なフレッシュさを保つべく蒸留されたマグニファ

イング ベルガモットからは、 ゴージャスな夏の日の陽気なムードがあふれ出します。
　

MAGNIFY ROSE #MagnifyForMore Love  

ビロードのような官能性で惹き付けてやまないフローラルエッセンス。 この香りが、 クラシックで

パウダリーなバラと一線を画すのは、 特殊な蒸留法によって得られたブルガリア産ローズとトルコ

産ローズのエッセンシャルオイルに、 さらに独自のテイストを加えることで、 卓越した輝きを纏わせ

ているからです。 マグニファイング ローズは、 ロマンティックな愛に溢れたブーケをお届けします。
　

MAGNIFY PATCHOULI #MagnifyForMore Passion  

明白なほどのセンシュアリティで魅了する、 エレガントなエッセンス。 インドネシア産パチョリから

得られた香料は比類ないクオリティを誇り、 エクスクルーシヴなフラクショネーション処理を施す

ことで、 ダークでアーシーなノートは見事に取り除かれています。 ウッディとシプレーのファセットを

有するマグニファイング パチョリは、 プレシャスで力強い誘惑を示すのです。
　

MAGNIFY VANILLA #MagnifyForMore Thrill 

マダガスカル産のバニラビーンズからデリケートでスイートなエッセンスを抽出しました。 この妙な

るフルーツの最も複雑かつニュアンスのある一面を引き出す秘訣は、 バニラを天日干しにすること。

あるがままの、 レザリーかつセクシーなノートは、 中毒性のあるアロマで、 マグニファイング バニラ

は抗えない魅力に火をつけるのです。
　

THE FLACONS

小さくてスレンダーなマグニファイングエッセンスのフラコンは、 純白でオードパルファムのフラコン

同様、 彫刻的なシルエットが特徴です。 白に徹したデザインは、 エッセンスの貴重さを物語っ
ています。 なぜなら、 白はどんな色とも調和し、 エッセンスは新しいシグネチャーの香りと無限に溶
け合う魔法の力を持っています。



“ 私はイタリアンソウルに、 完全なるインスピレーションを得ました。 私たちがいまこうして語り
合っている Italianity ── イタリアらしさ、 皆が羨むイタリア、 そして誰一人としてそれを実現できて

いないという事実。 そこには3000年、 4000年の歴史があり、 そのルーツはとても深く、 それでいて

極めてモダンなのです。 なぜなら、 その価値は、 何世紀もの歴史を超えて創り上げられたもの

だからです。 ・・・全ての道はローマに通ず、 そして全ての素晴らしい原材料はローマに通じ、 
全てのフレグランスはローマに通ずるのです。 ” 

── マスターパフューマー ジャック・キャヴァリエ

マスターパフューマーのジャック・キャヴァリエは、 香水産業発祥の地であるフランス・グラースで

生まれました。 ジャスミン畑に囲まれて育ち、 その情熱はやがて、 貴重な原材料を創り上げることに

注ぎました。 実際、 彼の最初の記憶は朝の5時に花の剪定をしていたことで、 純粋な熱意から、 

彼はジャスミンただ一つのアコードを25年もの間、 調合し続けてきました。 それはブルガリの先見

性と同様に、 無限の献身であり、 芸術的才能です。 キャヴァリエの、 洗練された、 貴重なものへの深

い感謝ゆえに、 稀代のパフューマーは、これまでにない、 美しい嗅覚の言語を紡ぐことに
成功し、 イタリアの喜びを再現することができたのです。 それぞれのブルガリ アレーグラの香りは、 
独特なローマンスピリットと大胆不敵なイタリアンスタイルが共鳴し、 それぞれに文化の震央となった

永遠の街、 ローマへと招きます。 キャヴァリエの言葉が示すとおり、 「全ての香水はローマに通ずる」 

のです。

JACQUES CAVALLIER



称賛に値するブルガリの伝統的なクラフトマンシップに忠実に、 ブルガリ アレーグラのコレク
ションは、 ファインジュエリーと同様に、 細心の注意をもって創り上げられています。 
このコレクションに使われている “ ジェムス・オブ・ネイチャー（天然香料）” は、 職人の手を経て

研ぎ澄まされ、 身に着けられる夢へと姿を変えるのです。
卓越した技術に加え、 マスターパフューマーであるジャック・キャヴァリエは優れた素材を選び出す

目を持ち合わせています。 厳格な基準を備え、 キャヴァリエは最も表現豊かな香りの成分を選り

分け、 それぞれの個性に則しながらも、 他にはない独創的なファセットを明らかにするのです。 

バニラは陽に当てることで、 より一層洗練された甘さを放ち、 レザー調のファセットを表します。 

カラブリア産ベルガモットは、 その新鮮な風味が、 まさにピークを迎えたタイミングで収穫されます。 

これらの貴重な抽出物により、 キャヴァリエは、 宝石職人が色とりどりのジェムストー
ンズを組み合わせるように、 画期的なブレンドを紡ぎ出すのです。 燦然と輝くような持ち
味によって、 ブルガリ アレーグラ オードパルファムとマグニファイングエッセンスは、 ドラマティック

な感情を解き放ち、 ファインジュエリーに比する喜びで女性を魅了してやまないのです。

GEMS OF NATURE



ECO CONSCIOUSNESS

社会的責任のあるラグジュアリーメゾンとしてのブルガリのヴィジョンは、 環境に配慮するものづく

りこそが、 イタリアの伝統と環境を守るとの立場から、 確実に最良の製造方法であると明言できる

ソリューションを探すことです。

ブルガリ アレーグラのコンセプトには、 極めて細かいプロセスを含み、 理想的で独創的な製品を

生み出すと同時に、 より環境をリスペクトすることも含まれています。

不可欠ゆえに
私たちのフラコンのデザインは、 ガラスの純度を重んじ、 昇華させています。 ガラス製造という芸術

に敬意を表し、 ブルガリ アレーグラ オードパルファムのフラコンの96%はガラス製で、 生き生きと

した予測不能なカラーコンビネーションでイタリアの情緒を祝福しています。

簡潔であることを追求した結果、 最もピュアかつ高貴なデザインになりました。 メゾン最大の表

現法としてカラーを最前面に出し、 環境を重んじた確かな判断から不要なアクセサリーを削減。 

リサイクルしやすくしました。

フラコンのボディ本体とベース部分は、 2色に分かれていますが、 実際は一つのパーツです。 これは、

常に製造技術を向上させ続けているからこそ、 そして、ブルガリの環境配慮から生じた技術的な

偉業といえるでしょう。

ハイエンドのパーソナライズドフレグランスは
妥協を許さないエコ意識から始まる



ECO CONSCIOUSNESS
循環する力

妥協を許さないデザインへの情熱と、 環境に対する思いが一つになり、 刺激的な挑戦となりました。

ブルガリ アレーグラ オードパルファムとマグニファイングエッセンスいずれの外箱も、 信頼できる
供給元による厚紙素材を100%使用しています。 コフレの80%は、 リサイクル素材
かつリサイクル可能な素材で作られています。 そして、 ブルガリ アレーグラにおけるイタリアの
インスピレーションを強く反映して、 シチリアの果樹園で収穫されたレモンの副産物を再利用する

パートナー会社を見出しました。 高品質の紙を製造する企業で、 レモンを主要原料にすることで、 

その本来の美しさにより印刷時のインク量が少なくて済み、 リサイクルプロセスにおいても再利用

しやすくなりました。

ボトルの96％は再生可能なガラス製で、 残り4％はポンプとアルミ製の装飾プレート。 ガラスボトル

をリサイクルしやすいように、 ポンプは簡単に外れる仕組みになっています。 ガラスキャップのアルミ

製プレートはリサイクルの過程で取り外されます。 最後に、ブルガリはルーツであるイタリアに近い

場所に留まる選択をしました。 すべてのブルガリ アレーグラ コレクションは完全にヨー
ロッパでデザイン・製造され、 そのノウハウと並外れたクラフトマンシップを重用しま
した。





THE CAMPAIGN
ブルガリ アレーグラは、 キャンペーンにおいてもイタリアの活気あふれるスピリットを
表現します。 新進気鋭のアーティスト兼モデルであるソランジュ スミスを起用して、 イタリアン
ライフスタイルを撮影。 ハッとさせられるようなスリリングなシーンから、 陶酔の一瞬まで、 極上
の感情の旅を写しとりました。

ソランジュ スミスの快活なパーソナリティと生来の魅力は、 まさしく #MagnifyForMore 、 世界中

の女性にもっと自由気ままに振る舞うこと ── もっと刺激的に、 もっと喜びにあふれ、 もっと人生に

甘い情熱を燃やすこと ── を提案しています。 アレーグラ オードパルファムとマグニファイング

エッセンスを重ね付けすることで、 誰もが洗練されたカラフルなイタリアンライフスタイルを取り

入れられることを体現しています。

写真で旅を綴るキャンペーンは、 ブルガリ アレーグラ オードパルファムそれぞれのイン
スピレーションを投影しています。 カプリ島での日光浴、 ヴェネツィアの舞踏会、 ローマのテラス
でのカクテルタイム、 イタリアンパティスリーの誘惑、 そしてイタリアの情熱を伝えるバラの花束。 

ブルガリ アレーグラという世界は、 色彩、 情熱、 そして喜びにあふれていて、 あなたを
最大限に輝かせる準備 #MagnifyForMore ができているのです。





#magnifyformore

BVLGARI.COM



ブルガリ アレーグラ
 リヴァ ソラーレ オードパルファム
 フィオリ ダモーレ オードパルファム  
 ドルチェ エスタジ オードパルファム   
 ロックン ローマ オードパルファム             
 ファンタジーア ヴェネタ オードパルファム    
  各50mL  税込価格 20,790 円　   各100mL  税込価格 29,700 円

ブルガリ アレーグラ
 マグニファイング ムスク オードパルファム
 マグニファイング ベルガモット オードパルファム
 マグニファイング ローズ オードパルファム  
 マグニファイング パチョリ オードパルファム 
 マグニファイング バニラ オードパルファム 
  各40mL  税込価格 23,760 円
　

ブルガリ アレーグラ ディスカバリーキット
  アレーグラ オードパルファム 各10mL × 5種類  税込価格 22,220 円
　
　

　　　
発売日：　2021年5月28日（金）
ブルガリ 銀座タワー、 ブルガリ公式ウェブサイト
　
　

　　　
＜ 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
公式 Facebook ：  https://www.facebook.com/Bulgari
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　東京都新宿四谷4-16-3
Tel： 03-3352-7161  press@kawabe.co.jp

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。


