
Miller Harris Bath and Body  



Re-imagining Rituals 

私たちはミラー ハリスです。 
私たちは地球と未来に情熱を注いでいます。 

私たちは持続可能な価値に支えられた、コンテンポラリーでモダンなブランドです。 
私たちのすべての取り組みが、持続可能な信頼に影響を与え、評価されることを確信しています。 

私たちのすべての小さな一歩は、私たちの未来を守るための旅路になることでしょう。 
私たちにとって持続可能性とは何でしょうか。 

消費者のニーズとライフスタイルを活用して、現実的な多目的ソリューションを創り出します。 
現代的ボヘミアンライフスタイルの習慣的な行動を再考すること。 

本能的 
クリエイティブ 
エンパワーメント 

再発見とパーソナライズを促す製品を通して、 
消費者が異なった方法で世界について考えることを可能にします。 

 



Re-imagining Rituals 

私たちのバス＆ボディラインは、ブランドを大きく飛躍させるものです。 

ラインナップは、実用性と環境への配慮に基づいて決められました。 

再利用、リサイクル、およびリフィルの可能性を考慮し、パッケージのライフサイクルを見直しました。 

 

包装のサイズ、重量、生産プロセスの削減 

一次包装のみを使用し、過度な段ボールカートンの使用を削減 

三次包装を避ける：シュリンクラップ、カバー、およびラップの使用 

 

ホイル不使用のカートンは、環境に優しく、単一の素材であるためリサイクルが容易です。 

カートンはFSC認定を受けており、塩素を含まず完全にリサイクル可能になっています。 

壊れやすいアイテムで必要な場合にのみ二次包装を使用しました。 

チューブはリサイクル可能なアルミニウムで作られています。 
 



BOTTLES 
50％PCR（Post Consumer Recycled）プラスチック製のリサイクル可能なボトルで、 

ガラスよりも軽量なので輸送時の環境への影響が少なく、ご家庭のバスルームでも安全です。 
PCRはエネルギーと再生不可能な資源を節約します。 

リサイクルによって、新しいプラスチックの製造が不要になります。 

PUMPS AND CAPS 
私たちは、ポンプがステンレススプリングを含んでいても、 

リサイクル可能であると断言することができます。 

キャップはPPのみであるため、実際にリサイクルされる可能性が高くなります。 
 

JARS 
リサイクル可能で再利用可能なガラスから作られています。 

 

SOAP 
ワックスコットンコード付きの単一素材カードパッケージ。 

“naked”になるための最初のステップ。 

Re-imagining Rituals 



Re-imagining Rituals 

環境への献身と自然界への愛情の一環として、 
持続可能性を核としたバス&ボディコレクションをすべてリニューアルしました。 

 
この新しいフォーミュラは、責任を持って調達されたパームオイルと 

環境に優しいココナッツ抽出物を取り入れています。 
 

 プラスチック包装はすべて、完全にリサイクル可能であり、 
リサイクルされたコンシューマー・プロダクトから作られています。  

 
品揃えもバリエーションを増やし、 

豪華なテクスチャを備えた新しい構成が追加され、 
顧客のお気に入りがコレクションに追加されました。 

 



素晴らしいバスタイムを作り出すように考えられたこのボディウォッシュには、やわらか
い泡を生成するための優しいココナッツエッセンス（*界面活性剤）、保湿剤が含
まれています。 

 
Rose Silence Body Wash 

よく晴れた朝に儚いピンクのバラ園を散歩するひと時のように美しい時間を作り出す
ローズ サイレンス ボディウォッシュは、感覚へのご褒美です。 
 
Lumiere Doree Body Wash 

オレンジの木々の隙間からこぼれ落ちる金色の陽の光の暖かさのように、ルミエール 
ドーレ ボディウォッシュは、あなたを夏の日々に送り届けます。 
 
Tea Tonique Body Wash 

茶畑に漂う清々しい香りの新鮮さにインスパイアされ、ティートニック ボディウォッ
シュは、心と体をリフレッシュする香り立ちで、健やかに保ちます。 

Body Wash 
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Body Wash 
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Etui Noir Body Wash 

レザーの手触りを捉えた豊かで温かみのある香りのエチュイ ノワールボディウォッシュ
は、贅沢で豊潤です。 
 
Scherzo Body Wash 

あなたを感覚の旅に連れ出すスケルツォ ボディウォッシュは、鮮やかな色、甘さと深
さに満ちています。 
 
Rhubarb + Peony Body Wash 

繊細な花のついたピンク色の茎をパキッと折るように爽やかで生き生きとしたルバー
ブ アンド ピオニー ボディウォッシュは、エネルギッシュで新鮮です。 
 

Nettles Body Wash 

グリーンと魅力的なグレープフルーツで色鮮やかな公園を歩き回るように、ネトルズ 
ボディウォッシュは心地よい使用感です。 
 
Honey + Lime Body Wash 

生き生きとしたシトラスと花が咲き誇る日当たりの良い屋上庭園のように、ハニーア
ンド ライム ボディウォッシュはグリーン感漂う爽快な香りです。 

 
ボディウォッシュ 各 300mL 3,500円（本体価格） 

 
  
 



ミラーハリス ソープは、ココナッツオイル(*洗浄剤)と菜種（*洗浄剤）の泡立ち成
分で作られており、オーガニックシアバター（*スキンコンディショニング剤）、グリセリ
ン（＊保湿剤）が肌に潤いを与えます。 

 
Rose Silence Soap 

よく晴れた朝に儚いピンクのバラ園を散歩するひと時のように美しい時間を作り出す
ローズ サイレンス ボディウォッシュは、感覚へのご褒美です。 
 
Lumiere Doree Soap 

オレンジの木々の隙間からこぼれ落ちる金色の陽の光の暖かさのように、ルミエール 
ドーレ ソープは、あなたを夏の日々に送り届けます。 

 
Tea Tonique Soap 

茶畑に漂う清々しい香りの新鮮さにインスパイアされ、ティー トニック ソープは、心
と体をリフレッシュする香り立ちです。 
 

Etui Noir Soap 

レザーの手触りを捉えた豊かで温かみのある香りのエチュイ ノワール ソープは、贅
沢で豊潤です。炭を加えているのでシェイビングにも使用可能です。 

 
ソープ 各200g 3,200円（本体価格) 

 
  

Soap 
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Soap on a Rope 
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このラグジュアリーなソープは、ココナッツオイル（*洗浄剤）、オーガニックシアバ
ター（*スキンコンディショニング剤）、グリセリン（*保湿剤）も含んでおり、 

潤いを感じられる洗い上りです。ソープベースは英国で作られています。 
英国で栽培された菜種油（*洗浄剤） 80％ 
泡立ち成分のココナッツオイル（*洗浄剤） 20% 
この生産においてEDTA(キレート剤)は環境に良くありません。 
天然のキレート剤を使用しています。 

 

Rhubarb + Peony Soap on a Rope 

繊細な花のついたピンク色の茎をパキッと折るように爽やかで生き生きとしたルバー
ブアンド ピオニー ソープ オン ア ロープは、エネルギッシュで新鮮です。小麦ぬか  
（*スクラブ剤）を加えたことによりエモリエントで肌をなめらかに保つ効果が加わり
ました。 

 
Nettles Soap on a Rope 

グリーンと魅力的なグレープフルーツで色鮮やかな公園を歩き回るように、ネトルズ 
ソープ オンロープは心地よい使用感です。グレープシードオイル（*スキンコンディ
ショニング剤）も配合しています。 

 
Honey + Lime Soap on a Rope 

生き生きとしたシトラスと花が咲き誇る日当たりの良い屋上庭園のように、ハニー
＆ライム ソープ オン ア ロープはグリーン感漂う爽快な香りです。小麦ぬか（*ス
クラブ剤）を加えたことによりエモリエントで肌を滑らかに保つ効果が加わりました。 
 

ソープ オン ア ロープ 各200g 3,500円（本体価格） 

 
 



Hand Care 
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肌を滑らかにするビタミンB5（*保湿剤）、保湿シアバター（*スキンコンディショ
ニング剤）とアルガンオイル（*スキンコンディショニング剤）、グリセリン（*保湿
剤）と鎮静作用のあるアロエベラ（*スキンコンディショニング剤）が、手肌を滑ら
かに整え、潤いを与えます。 

 

Rose Silence Hand Cream 

よく晴れた朝に儚いピンクのバラ園を散歩するひと時のように美しい時間を作り出す
ローズ サイレンス ハンドクリームは、感覚へのご褒美です。 
 
Lumiere Doree Hand Cream 

オレンジの木々の隙間からこぼれ落ちる金色の陽の光の暖かさのように、ルミエール 
ドーレ ハンドクリームは、あなたを夏の日々に送り届けます。 

 
Scherzo Hand Cream 

あなたを感覚の旅に連れ出すスケルツォ ハンドクリームは、鮮やかな色、甘さと深
さに満ちています。 

 
ハンドクリーム 各75mL  3,200円（本体価格） 

 
 



Hand Care 
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Tea Tonique Hand Wash 

ティー トニック ハンドウォッシュは、心と体をリフレッシュする香り立ちです。ココナッ
ツエッセンス（*界面活性剤）の泡立ち成分と肌を柔らかくするビタミンB5   
（*保湿剤）が、手肌の潤いを守りながら、清潔に保ちます。 

  
ハンドウォッシュ 300mL  3,500円（本体価格） 

 

 
Tea Tonique Hand Lotion 

ティー トニック ハンドローションは、心と体をリフレッシュする香り立ちです。肌を滑
らかにするビタミンB5（*保湿剤）とシアバター（*スキンコンディショニング剤）
とアルガンオイル（*スキンコンディショニング剤）、グリセリン（*保湿剤）と鎮静
作用のあるアロエベラ（*スキンコンディショニング剤）が、ハンドケアに最適です。 

 

ハンドローション 300mL 4,400円（本体価格） 



Body Lotion 
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保湿シアバター（*スキンコンディショニング剤）とアルガンオイル（*スキンコンディ
ショニング剤）、グリセリン（*保湿剤）、鎮静作用のあるアロエベラ（*スキンコ
ンディショニング剤）ビタミンB5（*保湿剤）が、肌を絹のように滑らかに整え、 
健やかに保ちます。 
 

Lumiere Doree Body Lotion 

オレンジの木々の隙間からこぼれ落ちる金色の陽の光の暖かさのように、ルミエー
ル ドーレ ボディローションは、あなたを夏の日々に送り届けます。 
 Tea Tonique Body Lotion 

茶畑に漂う清々しい香りの新鮮さにインスパイアされ、ティー トニック ボディローショ
ンは、心と体をリフレッシュする香り立ちです。 
 
 

ボディローション 各300mL 4,400円（本体価格） 



Body Cream 
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シアバター（*スキンコンディショニング剤）、ココナッツオイル（*スキンコンディショニ
ング剤）、オーガニックアルガンオイル（*スキンコンディショニング剤）の保湿特性
と肌を柔らかくするビタミンB5（*保湿剤）が、肌をしっとり落ち着かせて健やかに
整えます。 

 
Rose Silence Body Cream  

よく晴れた朝に儚いピンクのバラ園を散歩するひと時のように美しい時間を作り出す
ローズ サイレンス ボディクリームは、感覚へのご褒美です。 

 
Scherzo Body Cream 

あなたを感覚の旅に連れ出すスケルツォ ボディクリームはシャンパンエキス（*スキ

ンコンディショニング剤）も加わって、鮮やかな色、甘さと深さに満ちています。 
 

 

ボディクリーム 各175mL 6,100円（本体価格） 



Hair Mist 
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Scherzo Hair Mist 

あなたを感覚の旅に連れ出すスケルツォ ヘアミストは、鮮やかな色、甘さと深さに
満ちています。香りを身にまとい、髪に潤いを与える繊細な方法は、あなたの髪の
動きに合わせて光輝く香りのオーラを作り出します。 

 

ヘアミスト 100mL 7,800円 （本体価格） 



Product Information 
Body Wash  各300mL 3,500円  
 ローズ サイレンス ボディウォッシュ 
 ルミエール ドーレ ボディウォッシュ 
 ティー トニック ボディウォッシュ 
 エチュイ ノワール ボディウォッシュ 
 スケルツォ ボディウォッシュ 
 ルバーブ アンド ピオニー ボディウォッシュ 
 ネトルズ ボディウォッシュ 
 ハニー アンド ライム ボディウォッシュ   
 
Soap  各200g 3,200円 
 ローズ サイレンス ソープ 
 ルミエール ドーレ ソープ 
 ティー  トニック  ソープ 
 エチュイ ノワール ソープ 
 
Soap on a Rope 各200g 3,500円 
 ルバーブ アンド ピオニー ソープ オン ア ロープ 
 ネトルズ ソープ オン ア ロープ 
 ハニー アンド ライム ソープ オン ア ロープ 
 
Hand Cream 各75mL 3,200円 
 ローズ サイレンス ハンドクリーム 
 ルミエール ドーレ ハンドクリーム 
 スケルツォ ハンドクリーム 

Hand Wash 300mL 3,500円 
 ティー トニック ハンドウォッシュ 
  
Hand Lotion  300mL 4,400円 
 ティー トニック ハンドローション 
 
Body Lotion  各300mL 4,400円 
 ルミエール ドーレ ボディローション 
 ティー トニック ボディローション 
    
Body Cream  各175mL 6,100円 
 ローズ サイレンス ボディクリーム 
 スケルツォ ボディクリーム 
 
Hair Mist 100mL 7,800円 
  スケルツォ ヘアミスト 
 
＊本体価格 

 
2020年5月29日（金）全国発売 
（2020年5月13日 (水） 伊勢丹新宿店 先行発売） 

   
 



ミラー ハリスはイギリスのメゾンフレグランスのブランドです。色彩と生命の息吹をクラシックな香り
の芸術に吹き込み、複雑なクチュールフレグランスを現代のビビッドなストーリーを語るものとしてデ
ザインします。 
ミラー ハリスのシグネチャースタイルは、自然への愛が特徴です。限界に挑戦し、革新的でありな
がらも時を経て色あせることのない、精巧に作られた香りです。 
フレグランスのエキスパートであるミラーハリスは、Seven Dials、Covent Garden、Canary 
Wharfにすでにショップを構え、さらにロンドンで今最も注目されているCoal Drops Yardに５
店舗目をオープンしました。 

About Miller Harris: 

読者様お問い合わせ先  
インターモード川辺 フレグランス本部 

TEL: 0120-000-599  
http://millerharris.jp/ 

Millerharris.jp 
 

本件お問い合わせ先 
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 
press@kawabe.co.jp 

TEL: 03-3352-7161 FAX: 03-3352-2051 

#millerharris #ミラーハリス  

   


