


今年のホリデーシーズンを色彩と光で演出するのは、 専用のギフトボックスにおさめたコロニア

とブルー メディテラネオ、 そしてホームコレクションの限定版キャンドル。 バルビエーレ ライン

のスペシャルギフトアイデアに加えて、 シグネチャーズ オブ ザ サンのとびきり魅惑的な

フレグランスも展開。 このホリデーコレクションは、 毎日驚きに満ちた発見があるアドベント

カレンダーで完成します。

HOLIDAY SEASON COLLECTION
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マーブリング技法でつくられたフィレンツェの貴重なラッピングペーパーが

弾けるような色と光でコレクション全体を彩り

楽しいホリデーシーズンを演出

カラフルなデコレーション、 光の魔法、 そして共に過ごす幸せ。 ホリデーシーズンを彩るアクア 

ディ パルマの魅力的な新作が登場します。

弾けるような色彩でインテリアを華やかに演出するのは、 イタリアの伝統的なクラフトマン

シップが息づくアトリエの見事な作品。 代々受け継がれてきた由緒ある技巧を物語るマーブル

ペーパーのプリントで、 キャンドル、 ルームディフューザー、 フレグランスを彩りました。

アーティストのパレットを思わせるカラフルな色合いが魅力のホリデーシーズンコレクション

には、 限定商品をラインナップ。 心を温め、 ホリデーシーズンを盛り上げてくれる新しい香りが

充実しています。

コレクション全体を包むカラフルなデコレーションには、 マーブリングと呼ばれる独特の技法を

採用。 フィレンツェ名産のマーブルペーパーと同じようなモチーフを、 ホリデーコレクションの

すべてのアイテムにあしらっています。

このコレクションには、 アクア ディ パルマのトレードマークともいえるイエロー、 地中海の

ブルー、 フォレストグリーンに加えて、 エレガントなトーンのブラック、 ぬくもりや活力を連想

させるレッド、 そして、 思い出に残る祝宴を盛り上げるゴールドを取り入れました。 これらの

カラーは新しいホリデーシーズンを象徴し、 本物の伝統が持つ魅力を表現しています。



ホリデーシーズンに向けたアクア ディ パルマの限定コレクションには、 イタリアンな雰囲気を

演出する3つの新作ホームフレグランスも登場します。 カラフルに飾り付けた部屋にプレゼント

を用意して、 大切なゲストを迎え、 1年で最も美しく温かいひとときを皆で祝いましょう。

テーブルにホリデーならではのデザートが並び、 クリスマスデコレーションが家々を彩り、 暖炉が

心地良いぬくもりを感じさせる・・・そんなホリデーシーズンを充実させるのがパネトーネ、 

ボスコ、 マジア デル カミーノという新作のキャンドルとルームディフューザー。 華やかな季節

のために、 伝統的なマーブルペーパーの技法を取り入れたパッケージ、 ボトル、 グラスホルダー

で文字通りドレスアップしました。

今回の限定商品は、 アクア ディ パルマのホリデーシーズンコレクションのために特別につくられ

ました。 パネトーネラインはイエロー、 ボスコラインはフォレストグリーンが基調で、 マジア デル 

カミーノは温かみのあるレッドのアクセントがパチパチと燃える炎を思わせるデザインです。

HOME COLLECTION HOLIDAY GIFT

世界中で愛されているミラノの伝統的なクリスマスケーキをイメージした、 五感で楽しめる

フレグランス。 アクア ディ パルマらしい晴れやかなシトラス系の 「Frutti d’Oro  （＝黄金の

果実） 」 と、 バニラや砂糖漬けのフルーツを思わせる魅惑的なグルマンノートを組み合わせた

香りが、 ホリデーシーズンの思い出を呼び覚まします。

PANETTONE

モミの木の魅力的な香りと松葉の緑が爽やかなユーカリと調和し、 対照的なクローブの香りが

温かみを添えます。 魔法にかけられた森のような雰囲気が、 ホリデーシーズンを盛り上げて

くれるでしょう。

BOSCO

ほっとするようなぬくもりを感じさせる心地良いウッディ系のフレグランスが、 家族や友人と

集うリビングルームにぴったりの雰囲気を演出します。 マジア デル カミーノは、 ウッディな

アクセントに温かみのあるインセンスが混じり合い、 包み込むようなアンバーの香りが広がって、 

パチパチと燃える炎を思わせる香りです。

キャンドルは200g、 ルームディフューザーは180mLのサイズ。 ボスコはラージサイズ  

（500g ・ 3 wicksのキャンドルと500mLのルームディフューザー） も展開します。

MAGIA DEL CAMINO



アクア ディ パルマらしいハットボックスをイメージして、 イエローとゴールドのマーブル

ペーパーを全体にあしらったアドベントカレンダーは、 クラフトマンシップとデザイン性が

融合したアイテムです。 25の窓を毎日ワクワクしながら開くと、 心弾むステキなギフトが入って

います。 窓を一つずつ開けて新しいギフトを見つけて、 香りの知識を深めながら、 カウントダウン

を楽しみましょう。 コロニアからブルー メディテラネオ、 プレシャスなシグネチャーズ オブ 

ザ サン、 そして新作のマジア デル カミーノやボスコのアロマキャンドル （28g、 70g） まで、 

アクア ディ パルマの世界観をご堪能ください。

2つのギフトボックスの中には、 オーデコロン （100mL）、 シャワージェル （75mL）、 ボディ

スプレー （50mL） をご用意。  

伝統的なクリスマスのニュアンスである緑、 赤、 金とアクア ディ パルマのトレードマークで

ある輝く黄色を組み合わせたマーブルの装飾が施され、 華やかな光と色に包まれたハット

ボックスの中に、 コロニアとコロニア エッセンツァのギフト セットが美しく収められています。

コロニア - 爽やかで陽気なシトラス調の香りをもたらすブランドを象徴するイタリアンスタイル

の香りです。

コロニア エッセンツァ - エレガントで洗練された落ち着いたシトラス ウッディノートの香りです。

COLONIA AND COLONIA ESSENZA

海のブルーカラーとホリデー シーズンの雰囲気からインスパイアされたマーブルペーパーの

パッケージによって、 イタリアの地中海のイキイキした表情に浸ることができる、 魅力溢れる

ギフトです。 アランチャ ディ カプリ、 ミルト ディ パナレーア、 フィーコ ディ アマルフィの

3種類の香りのアイテムをご用意。 各セットには、 オーデトワレ （75mL）、 シャワージェル 

（40mL）、 ボディローション （50mL） が入っています。 実用的で扱いやすいサイズなので、 

忘れられない地中海のストーリーとその輝きをどこへでも持ち運んでいただけます。

アランチャ - カプリ島は、 リラクゼーションをもたらす陽気なフレグランス。 オレンジ、 マンダリン、 

レモンなど、 地中海の島を象徴するシトラスフルーツの香りをもたらします。

ミルト - パナレーア島は、 活力をしっかりと高める香りをもたらすフレグランス。 マートルと

バジルに、 アロマティックな地中海と潮風の香りが溶け合います。

フィーコ - アマルフィは、 勝利を彷彿させるイキイキとした香りをもたらします。 ベルガモット、 

レモン、 グレープフルーツにフィグネクターをブレンドすることにより、 驚くほど魅力的な

調和の取れた香りに仕上げられています。

BLU MEDITERRANEO

THE ADVENT CALENDAR

GIFT SETS



バルビエーレの世界観をイメージした、 シェービング&セルフケア用の洗練されたリチュアル。 

リフレッシング フェイスウォッシュ、 ソフトシェービングクリーム、 マルチ フェイスクリーム

の便利な40mLサイズをセットしました。 取り外し可能な内箱が付いたパッケージは再利用

できます。 さらに、 定番のコロニア （20mLボトル） と合わせて、 トータルな香りの体験をお楽しみ

ください。

BARBIERE DAILY RITUAL

トップノートからラストノートまで、 軽やかで晴れやかな香りが広がるオーデコロン。 ホリデー

シーズンのような思い出に残るひとときを共有することで生まれる幸福感、 喜び、 自由をイメージ

しています。 取り外し可能な内箱が付いたボックスに100mLと12mLのオーデコロンをセット

しました。

COLONIA C.L.U.B. DELUXE SET

普段使いに最適な2つのアイテムで毎日のハンドケアをサポートするギフト。 コロニア ハンド

ウォッシュとコロニアハンドクリーム （各300mL） がうるおいを守りながら肌を清潔に保つ

と共に保護し、 コロニアの香りで包みます。

COLONIA HAND RITUAL

ブルーのマーブルペーパー製パッケージにアランチャのハンドケアアイテムをおさめた、 

ホリデーシーズン限定のギフトセット。 イタリアの地中海エリアに吹く爽やかなそよ風を感じて

もらいたいという思いを込めて、 アランチャのハンドウォッシュとハンドクリーム （各300mL） 

を揃えました。 ブルー メディテラネオ ラインの中でも特に人気の高いアランチャの2アイテム

が肌をケアし、 晴れやかで心安らぐ香りで包みます。

ARANCIA DI CAPRI HAND RITUAL

ユズのほろ苦い香りとアクア ディ パルマが誇る 「Frutti d’Oro （＝黄金の果実）」 の出会いから

生まれた、 極上の輝きを放つフレグランス。 この希少な香りを愛する方のために、 100mLの

オーデパルファムと200mLのシャワージェルをセットにしました。

YUZU FAVOURITES SET

SMART GIFTS



爽やかなイタリアンシトラスとリッチなウードの出会いから生まれた、 カリスマ的で濃厚な香り

のフレグランス。 この力強く深みがあり、 エネルギーあふれる香りを愛する方のために、 

100mLのオーデパルファムと200mLのシャワージェルをセットにしました。

OUD FAVOURITES SET

シグネチャーズ オブ ザ サン コレクションから厳選したフレグランスで、 アクア ディ パルマ

の粋を極めた香りをお楽しみください。 リリー オブ ザ バレー、 ユズ、 オスマンサスの3種類を

12mLサイズのボトルで取り揃えたギフトセットです。 このセットは、 ゴールドのラグジュアリー

なアクセントを効かせたブラックマーブルのボックスに入っています。 取り外し可能な内箱が

付いているので、 さまざまな用途に再利用できます。

リリー オブ ザ バレー - イキイキとしたリリー オブ ザ バレー （スズラン） の力強い香りを

晴れやかなシトラスノートで引き立てるアーティスティックなコンポジションにより、 フレッシュ

な香りが広がります。

ユズ - 東洋の希少な柑橘、 ユズのほろ苦い香りが、 アクア ディ パルマならではの 「Frutti d’Oro 
（＝黄金の果実）」 と出会い、 極上の輝きを放つフレグランスが生まれました。

オスマンサス - イタリアンシトラスの晴れやかな香りで、 オスマンサス （キンモクセイ） の

プレシャスな魅力を際立たせた、 華やかでセンシュアルなフレグランスです。

SIGNATURES OF THE SUN HOLIDAY DISCOVERY SET

色と香りを楽しめる豪華なアソートセット。 アクア ディ パルマのフレグランス10種類を1つに

まとめたセットは、 イエローとゴールドの洗練されたマーブルペーパーがひときわ目を引きます。 

1 .5mLサイズのコロニア、 コロニア エッセンツァ、 コロニア プーラ、 ミルト、 フィーコ、 

アランチャ、 ユズ、 ウード、 オスマンサス、 ケルシアが鮮やかな香りの世界へと誘います。

SELECTION SET



アクア ディ パルマは、 100年以上もの間、 イタリアの職人たちの手によって作られた傑作によって、 ラグジュア

リーマーケットのリーディングカンパニーとして君臨してきました。

ブランドの歴史は1916年にコロニア オーデコロンの発売によって始まりました。 コロニア オーデコロンは、 オー

センティックでアイコニックなフレグランスで、 アクア ディ パルマの世界観に大きな影響を与えています。 美に

かける情熱、 ディテールにこだわる審美眼、 コンテンポラリーな解釈などのイタリアのライフスタイルを象徴する

価値観を大切にしています。

何年もの年月をかけ、 ブランドは商品の幅を広げてきました。 新作コロニアやコレツィオーネ バルビエーレ 

（シェービングツール）、 ル ノービレ （イタリアンガーデンの中でも最もノーブルな花からインスピレーションを得た

レディースフレグランス）、 ブルー メディテラネオ （イタリアの地中海に面した、 ナチュラルでエクスクルーシブな

ロケーションから着想されたフレグランス）、 ホームフレグランス （アロマキャンドルとルームスプレー）、 ホームコ

レクション （タオルやバスローブ）、 トゥルネ コレクション、 ビジネスアンドウィークエンド （レザーアクセサリー） 

などの様々なラインナップを展開してきました。 また、 世界中のエクスクルーシブなホテルのスイートルームでは、 

コロニアのイタリアンスタイルを盛り込んだラグジュアリー ホテル ラインを手がけています。

アクア ディ パルマの本社はミラノに所在し、 商品はすべてイタリアで生産され、 ヨーロッパ、 アジア、 アメリカなど

世界中で販売されています。 2001年にLVMHの傘下に入りました。

acquadiparma.com
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