
TUSCAN STORIES THE AUTHENTIC
SALVATORE FERRAGAMO STYLE



TUSCAN CREATIONS、それはサルヴァトーレ フェラガモにとって
欠かすことのできない地、トスカーナのエッセンスを込めたラグジュアリーな香水、
芸術のコレクション。

IT IS AN ITALIAN STORY
華やかなスターが活躍するハリウッド、そこで数多くの映画スターたちに
愛され成功を成し遂げたサルヴァトーレ フェラガモ。“夢の靴職人”と呼ば
れた彼がイタリアに戻った1927年、そこで彼はフィレンツェに出会います。
芸術の街、そして職人たちが活気づく街、彼はこの地こそが夢がかなった
場所と気づきます。スピーニ・フェローニ宮殿、フィレンツェで最も歴史が
ありもっとも美しい建築物であるこの宮殿は、やがて私たちの本社となり
ビジネスの中心となりました。ファミリーはこの地、この中世の美しい建物で
歴史を刻みます。

 

IT IS A LOVE STORY
フェラガモを語るうえでトスカーナは切り離すことのできない絆です。
フェラガモのヴィジョン、クリエイティビティはこのフィレンツェと
そこにあるあらゆる要素によって常に育まれてきました。
今、タスカンクリエイションズは、わたしたちのブランドの美しい物語、
そしてフィレンツェとの強い結びつきを、後世に語り継がれる香りの
クリエイションとしてあらたな歴史を刻みます。

IT IS A STORY OF STORIES
トスカーナ、それはインスピレーションに満ちた場所です。
タスカンクリエイションズ１１品すべての作品とそのイタリア語の製品名は、
それぞれが芸術と自然に恵まれたこの地の物語を象徴しています。
トスカーナが、トスカーナだけが見せる数々の美しい歴史と物語が香りの
傑作となったのです。ラ コルテとラ コメディア。コンヴィーヴィオと
ヴェンデミア。カリマーラとリナシメント、プンタ アラとビアンコ ディ カラーラ。
そして、トスカーナを象徴するカラー、ヴィオラ エッセンツィアーレ、
テラ ロッサとテスタ ディ モーロ。

IT IS STORY OF ICONS
タスカン クリエイションズは、サルヴァトーレ フェラガモの歴史です。
この１つ１つのボックスがフェラガモの世界、色、スタイルに結びついて
います。高貴なボトルは男性的な強さをベースにしながら女性を思わせる
優しいエッセンスを表現。キャップには本革とともに匠なステッチが
ほどこされ、この地のクラフトマンシップの象徴です。美しいキャップの
上部には、フェラガモのアイコン、ガンチーニが輝きます。

IT IS A COLOUR STORY 
この伝統と革新が融合したコレクションは、すべてがメイドインイタリー。
そして７人のアーティストたちの創造性によって生み出された香りのストーリー。
アーティストたちがフェラガモの歴史に想いを馳せ、貴重な素材を選び抜きました。
それぞれの製品が色によって、そのトスカーナにまつわるストーリーを表現しています。

サルヴァトーレ フェラガモ 
タスカンクリエイションズ、

香りの新たな幕開け

 



RINASCIMENTO
BY ALEX LEE 

PASSIONATE. 情熱
UNFORGETTABLE. 忘れることのない

LUXURIANT. 繁栄

ルネッサンス： “再生”、そして古きものと現代の相互の関わり。芸術の繁栄。
壮大な自然と知識の融合。永遠に語り継がれる美しさ。14世紀から16世紀に
繁栄したルネッサンス、フィレンツェは世界的に長い間芸術の“再生”の地

「リナシメントは、フィレンツェの古いシンボル百合の花から
インスピレーションを得た、エレガントでフローラルな香り。
魅惑のオーラを放ち、忘れることのできない香りを残す」

TOP NOTES: イタリアンマンダリンのはじけるようなジューシィさが、
バジルとグリーンペッパーに出会い、軽やかでありながら力強い、斬新の香りの幕開け。

THE HEART:そして香りの中心は美しい花々。ユリの少しスパイシーな香りが魅惑的な
チュベローズと重なり、思いもよらないような美しいブーケに。
やがてアイリスバターが加わってさらにリッチなテイストへと。

BASE NOTES : ウッディなテイストを帯びながら、ラストは心地よく包むような
サンダルウッドとオルカノックスで。センシュアルなエンディングへ。
ベチバーが忘れられないような香りへ仕上げます。
 

として広く知られてきました。天才たちが、その情熱や才能を注いだシンボル、
フィレンツェ、創造と再生の街へ捧げる繁栄の香り。



今ここにある喜びを共有する、それはイタリアンライフの象徴。トスカーナの
地が五感と芸術の美しい競演の舞台となったとき、それはわたしたちにとって
唯一無二の経験を創り出す場となりました。

「コンヴィーヴィオでは、
誰かとともに生きる喜びを伝えたかった。

輝く太陽に照らされ、明るく笑うトスカーナの人々。
このすばらしく温かい魂を切り取った香り」

TOP NOTES: フレッシュでジューシィなイタリアンベルガモットとグレープフルーツの
香りがウッディなキャロットシードとの絶妙なハーモニーで幕開けします。

THE HEART:トスカーナを象徴する高貴なサイプレスウッドがジャスミンペタルと
ヴァイオレットウッドと響き合い、ラグジュアリーで洗練された香りに。

BASE NOTES : カシミアウッドと乳香、そしてアンブロックスのブレンドは
フィレンツェの芸術のように香りの余韻となって残ります。

 

トスカーナで語り継がれる美しい文化、共有。それは、人々が共有し誰しもが自分も
その一員だと感じられる場所。トスカーナの美しい心に捧げる香り。

CONVIVIO
BY FABRICE PELLEGRIN 

VIBRANT. 活き活きと
JOYFUL. 喜び
BRILLIANT. 朗らか



ティレニア海にほど近い地、カラーラでしか採ることのできない、
混じりけのない貴重な大理石。
その美しい大理石からインスピレーションを得た傑作の香り。

「ビアンコ ディ カラーラでは、
時を超えた輝きと大理石の魔法のエッセンスを

ストーリーにしたかった。
気高い素材が素晴らしい香りに昇華するまでの

美しいストーリー」

TOP NOTES: カラーラの白い大理石のようにピュアな香りはカラブリアンベルガモットと
ブラックペッパーの高貴な競演から始まります。アンブレットシードの輝く香りが
シルクのように重なります。

THE HEART:スミレとアイリスが華やかにフローラルな香りを演出。
やがてホワイトヘリオトロープがヴェルヴェットのようにセンシュアルに香りたちます。

BASE NOTES : やがて、ビアンコ ディ カラーラの神髄へ。深みのあるアンバーとトンカが
温かみのある優しい香りへ導き、上質なスエードのように、肌に余韻を残します。

 

ビアンコ ディ カラーラはトスカーナのこの地の宝石、大理石に捧げる香り。
ゴールドとグレーが美しく脈打つ、白。パフューマー アレクサンドラ カーリンが
大自然の荒々しい美しさにエレガントとピュアの新しい解釈を与えます。

BIANCO DI CARRARA
BY ALEXANDRA CARLIN 

TIMELESS. タイムレス
ELEGANT. エレガント

PURE. ピュア



トスカーナの美しい水辺、プンタ アラ。その美しい海岸に捧げる香り。
まばゆいほどに美しく青い地中海、燦々と目に映る木々の緑、そして
あたたかみある砂丘の黄色、色のコントラストが造り上げる地上の楽園。

「延々と続くパノラマ、どこまでも続く水平線、光輝く色、
イタリアの海岸線が自然の美しさに際立つ。

このストーリーで描きたかったのは、すばらしい地中海の楽園」

TOP NOTES: イタリアンシトラスのカクテルのように香りはフレッシュに立ち上がります。
ベルガモット、レモン、マンダリン。そして絶妙なネロリのスパイスが海風のように香ります。

THE HEART:たっぷり日差しを浴びたあたたかいソーラー アコードがジャスミンと出会い
それはまるで楽園を思わせる心地よい香りへ。グリーンと少しだけフルーティなテイストの
オリーブリーフが、自然の美しさを全身で感じるように香ります。

BASE NOTES : そしてこの楽園への旅はシダーウッド、ベチバー、そしてパチョリの
洗練さとともに、あなたを次の楽園へ…

 

地上の楽園、トスカーナで出会える自由を満喫する極上の香り。その自然の恵みを美しい
シトラスフローラルの香りで表現。

PUNTA ALA
BY ALBERTO MORILLAS

FEARLESS. 自然
FREE. 自由

BRIGHT. 輝くような



カリマーラ: それは、中世フィレンツェの街で生まれた最古のギルド。
そこでは色とりどりのマーケットが並び、友好的な組合が結成され、
布地や高価なウールなどが活き活きと取引されていました。世界各国との貿易で

「カリマーラ（ギルド）は、世界各地から集まった豊穣な宝、
スパイス、布地など、フィレンツェの人々が
活き活きと働くカラフルなマーケットの象徴。

このフレグランスへのインスピレーションの真の源泉」

TOP NOTES: すべては美しいバラの競演から。活き活きとしたオレンジのフレッシュな
香りとカルダモンのスパイシーな香りによってナチュラルに香り立ちます。

THE HEART:続いてさらに２つのバラが重なります。センティフォーリアローズは
エレガントに優しく ブルガリアンローズは 豊かに気高く。バラの華やかな競演に加え
オレンジブロッサムが都会的な深みあるフローラルな香りを表現します。

BASE NOTES : やがて、美しいフローラルの香りはドライダウンへ。スエードがブラック
ヴァニラと合わさり、ラストはシプリオールがウッディでオリエンタルなエンディングへ。

 

栄えたこのトスカーナのシンボルをファブリス・ペルグランはレザーローズ、カルダモン、
ヴァニラなど美しいバーガンディの色と豊な香りで表現しました。世界中から各国の
スパイスや布地が取引される街フィレンツェの、まるでそのマーケットにいるように。

CALIMALA
BY FABRICE PELLEGRIN 

CHARISMATIC. カリスマ的
LUXURIOUS. 豊かな

EXCITING. 興奮



TOP NOTES: 始まりは地中海の自然を感じるフレッシュな香りから。
輝くシトラス、活き活きとしたイタリアンベルガモットが五感をとぎすませ、
そして熟した桃の香りがフルーティに重なります

THE HEART: ミドルはイタリアンマンダリンがとろけるように香りたち、ジャスミンと
フィグの香りがまるでトスカーナの土地を感じさせるように包み込みます。

BASE NOTES : ブドウ園に沈む夕日のように香りのエンディングはやさしく。
アンブロックス、あたたかみのあるサンダルウッド、そして成熟したワインのように魅惑的な
トンカビーンズが、静かにノーブルに優しく、ずっとそばにいたくなるような香りへと。

 

古代先住民エトルリア人がこの地を開拓して以来、ブドウ栽培とワインはこの土地、
トスカーナの美しい文化として人々に継承され続けてきました。
太陽のもと、ひとつひとつ丁寧にブドウを作り続けた、そのトスカーナの大地を

「このフレグランスは、夕方の黄金の光の中、
ぶどう畑でぶどうを摘む人々を想像させる」

生きた人々へ捧げる香り。ファブリス・ペルグランはその風景を、リッチで唯一無二の恵みは、
はじけるようなシトラスとフルーツによって彩りました。温かみと人々のぬくもりを
感じる大地の香り。

VENDEMMIA
BY FABRICE PELLEGRIN

AUTHENTIC. オーセンティック
INTENSE. 濃厚

WARM. あたたかみ



TOP NOTES: 忘れられない白いブーケ、香りはノーブルなジャスミンの花々しさ
からスタート。アーモンドミルクやフリージアが、この美しい白いブーケをさらに濃厚に
高貴な香りへ彩ります。

THE HEART: やがてもう一人の白の主役、スタージャスミンがホワイトリリーの香りと
溶け込み、壮麗なミドルノートへ。それはまるでイタリアの宮殿に誘われたように、
上質で絢爛な香り。

BASE NOTES : そしてラストはホワイトアンバーとカシミアウッド、バーボンヴァニラの
競演により、まるで魔法にかけられたような感覚に包み込まれます。

 

フィレンツェが誇るもっとも高貴な貴族、メディチ家、フィレンツェをルネサンス発祥の
地に導き、その繁栄を支え続けました。メディチ家の美しい宮殿であらゆる芸術が、
思想が、そして理想が生まれ、後世に語り継がれる傑作として今に至ります。

「ルネッサンス時代の芸術と貿易。
メディチ家は、そのアイデンティティを
フィレンツェの街に深く結びつけた。

その繊細さと豊かさが、この香りへの私のインスピレーション」

ルネッサンスが花ひらいた時、壮麗な芸術を生み出したフィレンツェ。そしてその芸術の地で
愛された花、ジャスミン。ファブリス・ペルグランはその花の女王ジャスミンへの
オマージュを込め、愛され続けるエレガンスさを創り出します。

LA CORTE
BY FABRICE PELLEGRIN

ENLIGHTENED. 芸術
SUMPTUOUS. 壮麗

NOBLE. 高貴



TOP NOTES: インセンス、ピンクペッパーが広がるスパイシーで豊かな香りで。
そしてドライフルーツのかぐわしさがベルベットのように包み込みます。

THE HEART: そして力強いレザーの香りが壮麗に立ち上がり、サフランとパチョリが
うっとりするような温かみのある香りへと。

BASE NOTES :  ラストはサンダルウッドとタバコ、マテの絶妙なブレンドがスモーキィで
エレガントな余韻を残します。
 

トスカーナにおいて、決して切り離すことのできないこと、それはレザーとの
結びつき。力強く、深く香るなめした皮、ウッディでスモーキィな香りは、
クラフトマンシップが息づく、このフィレンツェの地でしか表現しえない

「静寂、闇、親密。
テスタ ディ モーロで, 私は、クラフトマンシップが

文化遺産と傑作に出会う工房の雰囲気をクリエイトしたかった」

センシュアルな香り。ファブリス・ペルグランはトスカーナの伝統とオリエンタル文化の融合、
スエードのエレガントさをセンシュアルな香りで表現。
トスカーナの街にあふれる小さな革職人のアトリエ。そこで出会う、ミステリアスで、
力強い皮革の香りへの讃歌。

BY FABRICE PELLEGRIN 

DEEP. 力強い
MYSTERIOUS. ミステリアス

INTENSE. 濃厚

TESTA DI MORO



TOP NOTES: 優雅で魅惑的なミモザの花々しい香りがベリーニとライチのジューシィで
印象的な香りとともに華やかに香り立ちます。

THE HEART: やがてアイリスのブーケのようにその香りは美しく続き、パウダリーな
優しさが重なったクライマックスへ。誘惑に満ちた香りはヘリオトロープとユリの
女性らしさを魅惑的に演出しながら忘れられない香りへ。

BASE NOTES : 貴族が愛したベチバーとパチョリ。 香りのエンディングは まるで１日を
優しく包み込むようにウッディなラストへ。優雅で香り高いヴァニラがセンシュアルに
香りを残します。
 

アイリス、それはトスカーナで最も愛された花。フィレンツェの歴史とともに
語り継がれてきた美しい花。神秘的な色、香り、すべてがこの美しい花を
真のエレガンスの象徴として輝かせます。

「この香りのクリエイションはまるで魅惑と芸術の土地、
トスカーナに自分自身を没頭させているようだった。
ちょうど日没時の美しい田舎を散歩するような。

私は、ヘリオトロープに魅了され百合に魔法をかけられた」

ヴィオラ エッセンツィアーレは、エレガントでフェミニンの象徴である濃い紫色と明るい
ライラック色で彩られています。ソニア・コンスタントが表現したのは、日が暮れ始めた
ころのトスカーナ。この街が誇る美しい花アイリスがフィレンツェを照らしていることを
感じることができるはず。

VIOLA ESSENZIALE
BY SONIA CONSTANT

ENCHANTING. 誘惑的
SOPHISTICATED. 洗練

DELICATE. 優雅



TOP NOTES: エレガントでフレッシュなベルガモットとジューシィなオレンジによって
創り出される弾ける香りがエクスクルーシブなローズエッセンシャルと重なり、
さらにピュアでフレッシュな幕開け。

THE HEART: やがて香りの中心はラブダナムと温かみのあるパチョリが少しウッディな
香りをもたらしながら、サイプレスのアロマに包まれます。

BASE NOTES : ラストは豊かに香り立つハートノートとの完璧な競演。
アンバートニックの赤みがかった色味が象徴する、誘惑にかられる香りがトンカビーンと
溶け込み合いながらゆるやかにパウダリーに香りを残します。

灼熱の赤土、石畳を駆け回る馬のひづめの音、中世から引き継がれている、
馬のパーリオ、シエナだけの独特の文化…シエナの街へようこそ。
灼熱の太陽と赤い土が包む、唯一無二の街。

「テラ ロッサは、ルネッサンスの時代から芸術家たちに
愛された情熱の色。

シエナの太陽に灼かれたこの地のエネルギー。
この本物のトスカーナの至宝を貴重な成分で香りに表現。

伝説となった、イタリアの遺産に想いをはせて紡いだ香り」

アンバーや赤みがかった色味が、いかにもイタリアらしい高潔な香り。

TERRA ROSSA
BY DOMITILLE BERTIER

SENSUAL. センシュアル
MYTHCAL. 伝統

PASSIONATE. 情熱



TOP NOTES: トップはオペラの舞台のように燃えるような輝く香りから。
ビターオレンジピールとはじけるグレープフルーツが絶妙にブレンドされエレガントな
カルダモンと溶け合い魅惑的な香りへ。

THE HEART: そして物語は佳境を迎えるまばゆいミドルへ。アキガラウッド の葉、
ナツメグエッセンス、そしてピメントのスパイシーとウッディさを醸しながら、
気が付けば虜になるような香りの魅力的な２重奏を奏でます。

BASE NOTES : ラストは高潔なトンカビーンの香りがゆるやかに加わり、ベチバールーツと
繊細なレザーアコードによる劇的なフィナーレへ。

C ommedia：オペラ。中世の文明を語るうえで欠かすことのできない生きた物語り、
イタリア文学の最高傑作。ダンテの「神曲」は芸術としての歌劇、物語を造る人類の
創造性を記録として記す、大いなる第一歩でした。

「このフレグランスは地球の中心への旅。
ダンテの壮大な世界から飛び出した、

激しく刺激的でミステリアスな吐息のよう」

ダンテが愛し、たびたびその肖像画でも見られる赤いガウン。ナタリー・グラシア＝セットは、
「神曲」のように調和のとれた対立を香りで表現しました。明るいけれど謎めいた、
あたたくて冷たい、そして甘くて苦い…
この対立が生み出す魅惑の舞台は、エレガントで貴重な原料によって香りへと紡がれています。

LA COMMEDIA
BY NATALIE GRACIA TTO

PROVOCATIVE. 挑戦的
EPIC. 叙情

HYPNOTIC. 誘惑



左から

サルヴァトーレ フェラガモ タスカンクリエイションズ

　コンヴィーヴィオ オーデパルファム
　ヴィオラ エッセンツィアーレ オーデパルファム
　リナシメント オーデパルファム
　ビアンコ ディ カラーラ オーデパルファム
　プンタ アラ オーデパルファム
　ラ コルテ オーデパルファム
　ヴェンデミア オーデパルファム
　ラ コメディア オーデパルファム
　テラ ロッサ オーデパルファム
　カリマーラ オーデパルファム
　テスタ ディ モーロ オーデパルファム

各100mL 32,100円 *本体価格
2018年9月●日(●)発売
取扱い店舗　サルヴァトーレ フェラガモ 銀座本店、阪急百貨店うめだ本店

◆読者様のお問い合わせ先 　インターモード川辺 フレグランス本部 TEL: 0120-000-599 www.kawabe.co.jp/fragrance.html
◆Press contact　　　　　　川辺 株式会社 フレグランス本部 PR 藤井裕子・立山詩織　press@kawabe.co.jp　
　　　　　　　　                〒160-8403 東京都新宿区四谷4-16-3　TEL: 03-3352-7161 FAX:03-3352-2051
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