


　アクア ディ パルマは、ファッションデザインの世界への最初の一歩を踏み出しました。
イタリアンスタイルで夏を過ごすために欠かせない、リミテッドエディションを作り出すパートナー

。たしまし用起を）イェジ・ルブダ・ラ（JelbuoD aLてしと
素晴らしい創造的な相乗効果と価値観の共有に基づいて新しいパートナーシップが誕生しました。

　ブランドの創設者であるJJ Martin（JJ・マーティン）は、ラ・ダブル・ジェイに魂を込めてブランドを
立ち上げました。ロサンゼルスで生まれ、2001年からミラノに住み、ファッションエディターおよび
ジャーナリストとして長年の経験を持つJJ・マーティンは単なるライフスタイルブランド以上のものを
創造する才能に長けています。
ラ・ダブル・ジェイは、生き方や世界観であり、ヴィンテージとモダンの要素を兼ね備えています。
ラ・ダブル・ジェイのすべてのクリエイションは、洋服からインテリアデザインの細部まで、
JJ・マーティンがこよなく愛するイタリアとイタリア独特のライフスタイルへのラブレターになっています。

　アクア ディ パルマの輝かしいスタイル、繊細なエレガントさ、本質的で洗練されたデザインと、
ラ・ダブル・ジェイの明るく楽観的な精神が融合しています。
どちらも、イタリアのオーセンティックなクラフトマンシップに対する熱いパッションを持ち合わせて
います。アクア ディ パルマとラ・ダブル・ジェイはそれらを祝福し再発見することを享受しています。
ラ・ダブル・ジェイで使用されているコモのシルクや、アクア ディ パルマのフレグランスの香料など
希少性が高く最高の素材を、イタリアの小さな村に至るまでこだわりを持って探しました。

　この見事なパートナーシップから、ブルー           メディテラネオ         バイ      ラ・ダブル・ジェイ       カプセルコレクションが
誕生しました。どの製品にも発見と喜びがあり、新しい新鮮なフォーミュラや呼び起こす感情、
そしてイタリア地中海のアロマエッセンスに満ちています。アクア ディ パルマのために創られた
ラ・ダブル・ジェイの輝かしく優雅なトレードマークパターンが、フレグランスのボトルやパッケージに
取り入れられています。

　最初のコレクションで発表されたモチーフを、生き生きとした模様でありながらヴィンテージ感も
あるモダンなテイストに、リニューアルしたいと、JJ・マーティンは考えました。
調和的でダイナミックなパターンは、伝統的なアーカイブにあるイタリアのファブリックを
アクア ディ パルマのアイコニックなカラーで特徴づけたことによって再び蘇らせました。
アクア ディ パルマのブルー メディテラネオ コレクションの中で、人気のアランチャ、フィーコ、
ミルトの香りのラ・ダブル・ジェイ ボディラインが誕生しました。

LA DOUBLEJ FOR ACQUA DI PARMA
TOGETHER FOR AN AMAZING ITALIAN SUMMER

The fashion and lifestyle brand founded by JJ Martin and the Maison symbol
of the most elegant Italian style, team up for the first time

to create a must-have summer kit. 



「ラ・ダブル・ジェイにひとめぼれしました。このブランドは、大胆なファッションと斬新なライフスタイル、
そして創造的でポジティブなビジョンを体現しており、エレガントさとイタリアンスタイルへの情熱で
有名であるアクア ディ パルマと同様、情熱を持ち続けています。単なるパートナーではなく、
エネルギーを交換し合い、とてもスムーズに革新的なコレクションを導き出しました。
ラ・ダブル・ジェイと一緒に、私たちは世界中のお客様に、真のイタリアンスタイルの休日のための
サマーバージョンを提供したかったのです」

と、アクア ディ パルマ会長兼CEOであるローラ･ブルデーゼは述べています。

「私にとって常にイタリアの素晴らしさの象徴であるブランド、アクア ディ パルマと一緒に仕事が
できてとても光栄に思っています。本質的でありながら洗練されているスタイルをもつこのメゾンを
私は心から尊敬しており、アランチャは私の大好きな香りの1つです。私は、職人が作り出す作品
すべてを特別なものに変える、不完全さがあるからこそ人間として完璧なもの、アクア ディ パルマを
イタリアンスタイルのアイコンに押し上げた、喜びに満ち肩肘はらないイタリアンエレガンスに
共鳴しています。ブルー メディテラネオ バイ ラ・ダブル・ジェイ エディションで、私たちは新しいものを
創造すると同時に、両ブランドの価値とアイデンティティを完全に一致させることに成功しました」

と、ラ・ダブル・ジェイ創設者JJ・マーティンは述べています。

　製品と同様に喜びに満ちたエレガント スピリットを投影したキャンペーンヴィジュアルが特徴です。
メゾンのトレードマークであるブルーとイエローの色合いのファサードを備えた歴史的な建造物の
窓から、ブルー メディテラネオ バイ ラ・ダブル・ジェイのさまざまな製品がお目見えしています。
ラ・ダブル・ジェイとアクア ディ パルマとの素晴らしく忘れられない夏になることでしょう。



BLU MEDITERRANEO BY LA DOUBLEJ SHOWER MOUSSE 

白く
　ブルー メディテラネオ バイ ラ・ダブル・ジェイ シャワームースは、クリアな液体が一瞬にして
とても ソフトなムースに変わり、あなたのシャワータイムを全く新しい、素晴らしい体験にします。
とても軽いクリーミーなテクスチャーが身体を覆い、この上なくソフトな感覚に包まれます。
喜びに満ちたビューティリチュアルのひとときになることでしょう。
この心躍るフォーミュラには、植物ベースのクレンジング剤が含まれており、優しくクレンジングしながら
水分と油分のバランスを保ちます。潤いのあるビロードのような肌に導くことでしょう。
イタリア地中海で最も輝く場所をイメージした3つの異なる香りに身をゆだねる、ご褒美といえる感覚の
ショートトリップは、日々楽しめるように実用的なスプレーボトルに入っています。
カプリ島の日当たりの良いリラックスした雰囲気のアランチャ、生まれ変わったような気分を味わう
ことのできる場所、パナレーア島を体現したミルト、エネルギーと甘さを与えるアマルフィのフィーコ。
心に深く根差したウェルビーイングは、肌にフレッシュさと爽やかな香りを与えます。
ボトルはリサイクルプラスチックから作られており、ラ・ダブル・ジェイが、アクア ディ パルマのために
創り出した遊び心のあるパターンが施されています。

使用方法：
濡れた肌に適量をのばし、マッサージしながら肌になじませ、洗い流してください。

　生まれ変わったイタリア地中海のアロマを再発見し、その輝いたエネルギーを全て吸い込んだ
最も理想的なギフトです。ディスカバリーセットは、最も愛されているブルー メディテラネオの香りが
ケースに入っており、ラ・ダブル・ジェイによって、アクア ディ パルマのために創られた遊び心のある
デコレーションで包まれています。
人気の4 種類の香り、アランチャ、ベルガモット、フィーコ、ミルトがセットになった10mlサイズの
ロールオンタイプになり、イタリア地中海のそよ風をいつでも持ち運ぶことができます。
いつでもどこでもこの忘れられない場所へあなたを誘います。

BLU MEDITERRANEO BY LA DOUBLEJ DISCOVERY COLLECTION SET



　ブルーメディテラネオ バイ ラ・ダブル・ジェイ ボディローションは、まるでイタリア地中海のそよ風が
肌をそっと撫でるかのような軽いタッチのつけ心地です。高い保湿力とライトなテクスチャーで、一瞬で
肌に馴染みます。
アーモンドオイル、オリーブオイル、グレープシードオイルを配合し、柔らかくビロードのような肌を
保ちます。イタリアの地中海の香りである、アランチャ、フィーコ、ミルトの3種類の香りに酔いしれること
ができます。
ラ・ダブル・ジェイ ボディローションは、150mLサイズのラ・ダブル・ジェイオリジナルパターンの
スプレーボトルに入っています。

BLU MEDITERRANEO BY LA DOUBLEJ BODY LOTION

　ブルー メディテラネオ バイ ラ・ダブル・ジェイ センティッド キャンドルは、シトラスフルーツの澄み
切った輝かしいエネルギーを家の中に放つことでしょう。それはまるで世界で最も魅力的な島で、
太陽とその島の彩りに出会うような体験です。アランチャ ディ カプリの香りのキャンドルを灯すことで、
地中海のサマーをお部屋で感じることでしょう。
さらに、時代にとらわれないデザインは、エレガントなインテリアになることでしょう。
　ブライトブルーカラーのボトルは海の反射を思い起こさせ、ピュアな白いワックスと調和して、
喜びとリラックスした香りを放ちます。オレンジ、マンダリン、レモンの太陽をいっぱい浴びた煌めく
トーンは、プチグレンのフレッシュさとカルダモンの強さ、そしてキャラメルの軽いアクセントとムスク
の官能的なアクセントに出会います。象徴的なシリンダーのパッケージはアクア ディ パルマのために
ラ・ダブル・ジェイによって作られた鮮やかなデコレーションであり、イタリア地中海で最も魅力的な場
所の雰囲気が醸し出されています。

BLU MEDITERRANEO BY LA DOUBLEJ ARANCIA DI CAPRI PERFUMED CANDLE

　ブルー メディテラネオ  バイ ラ・ダブル・ジェイ ボディスクラブはイタリア地中海の豊かな庭園で採れた

包まれて、きめの細かい粒のスクラブによりお肌を整えます。
ナチュラルなオイルベースのフォーミュラは、肌の潤いを保ちます。
ブラウンシュガー、ホホバ種子、オレンジピールが配合され、肌をやさしく滑らかにし汚れを取り
除きます。地中海を感じる芳香は、満ちあふれたゴールドに輝くサマーへと誘うことでしょう。
身体中が深呼吸し、肌がまるで太陽に口づけされたように、ビロードのように輝きます。
パッケージも明るいカラーで彩られ、リサイクルプラスチックで作られたボトルとエレガントなボックス
ともに、ラ・ダブル・ジェイが、アクア ディ パルマのために創り出した遊び心のあるパターンが施され
ています。

使用方法：
濡れた肌に適量をのばし、優しくマッサージしながら肌に馴染ませ、ぬるま湯で洗い流してください。
使用目安週1～2回。

BLU MEDITERRANEO BY LA DOUBLEJ BODY SCRUB



アランチャ シャワ－ム－ス
フィーコ  シャワ－ム－ス
ミルト シャワ－ム－ス
各150mL　6,300円（税別）

アランチャ ボディローション
フィーコ  ボディローション
ミルト ボディローション
各150mL　7,500円（税別）

アランチャ センティッドキャンドル
200ｇ　10,000円（税別）

ディスカバリーセット
（アランチャ オーデトワレ､ベルガモット オーデトワレ、フィーコ オーデトワレ、ミルト オーデトワレ　ロールオン各10ml)

10,500円（税別）
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ブルー メディテラネオ バイ ラ・ダブル・ジェイ

アランチャ ボディスクラブ
フィーコ ボディスクラブ
ミルト ボディスクラブ
各200mL　7,900円（税別）

iMac_MAYO


