


ミラー  ハリスのあらゆるフレグランスと同じ
ように、 このコレクションもシングルノートを
リッチで複雑なフォーミュラで魅力的に演出して
います。 プライベートコレクションでは、 リン・
ハリスが幼い頃の思い出をモチーフにした  

「ラ フューイ」 から、 マチュー・ナルダンがコント
ラストの限界を広げた 「レザー ルージュ」 まで、 

調香師が自らの思い出やイメージを自由自在に
表現しました。

先進的なフレグランス上級者のために、 ごく少量
しか製造されない希少で他にはない天然香料を
使用。

ブランドのDNAを受け継ぎながら、 調香師が
独自のスタイルを自由に表現したフレグランスを
取り揃えました。

このラグジュアリーなコレクションは、 天然の
香料を驚くほど贅沢に使用。 それだけでなく、 

有名な産地のハイグレードな原料をパーフェクト
な配合で使用しています。

プライベートコレクションのフレグランスは、 

ミラー ハリスの粋を極めた人気の高いエッセン
スへのモダンなオマージュ。 まさに名前の通り、 

調香師の個人的な思い入れが感じられる香り
です。

OVERVIEW



Leather Rouge
どんなフォルムでも美しく、 ゴージャスで
ミステリアスなブラックレザーをベースに、 
深みのある色彩が弾けるように広がります。

　
魅惑的なローズと美味しそうなラズベリー
が温かみのあるアンバーやサフランと混じり
合い、 秘めた深みとマチュー・ナルダンによ
る斬新な工夫がコントラストを織りなします。 
このフレグランスでは、 どこまでも濃厚な
レザーで個性を演出し、 弾けるようなラズベ
リーでフルーティーな酸味を効かせました。 
プライベートコレクションの中でもひときわ
ユニークな香りと言えるでしょう。

Le Cédre
タイムレスな温かみを感じさせる、 シーンを
選ばないモダンでアイコニックな香りを生み
出しました。

　
アロマティックなシダーウッドをメインに、
オーソドックスなウッディフレグランスの
粋を極めました。 ブラックペッパーでスパ
イシーな温かみを、 インセンスでほのかな
スモーキーさを添え、 ムスクとカシミアウッド
をブレンドしてハーモニーを演出することで、 
最高にエレガントなフレグランスに仕上げ
ています。 プライベートコレクションを代表
するモダンな香りです。

La Feuille
季節ごとに表情を変える葉、 そして英国の
自然に対する愛情をモチーフにした香りで、 
光あふれる温室のイメージを表現したフレ
グランスです。
　
木漏れ日が差す緑の葉、 アイビー、 オーク、 
そして驚くほど香り高いトマトに熟したレッ
ドベリーとジューシーなブラックカラントを
ブレンドし、 気分の上がるユニークなフレグ
ランスに仕上げました。 幼い頃から自然を
愛していた創業者の思いにインスパイア
された 「ラ フューイ」 は葉をモチーフにした
香り。 春の新緑から秋の落葉まで、 巡る
季節を表現しています。

La Fumée Alexandrie
ダマスクローズ  アブソリュート、 ウード、 
そしてインセンスをブレンドした魅惑的な
スモーキーローズの香りが、 煙の香りに
まつわる古代の儀式を思わせます。
　
「ラ フュメ アレクサンドリー」 はローズと
ウードの賛歌。 空に向かって立ち昇る煙の
ような、 魅惑的な香りです。 ローズにフ
ルーティーなライチとマンダリンを効かせ、 
パピルスとサンダルウッドのドライなぬくも
りをプラス。 鮮烈なウードをスパイシーな
シナモンとクミンでやわらげています。

ミラー ハリス
レザー ルージュ オーデパルファム
100mL  32,670円（税込）

ミラー ハリス
ル シダー オーデパルファム
100mL  32,670円（税込）

ミラー ハリス
ラ フューイ オーデパルファム
100mL  32,670円（税込）

ミラー ハリス
ラ フュメ アレクサンドリー オーデパルファム
100mL  32,670円（税込）

PRIVATE COLLECTION
プライベートコレクション
フレグランスのラインナップ
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いつの時代も人気のウード（沈香）は魅力的で包容力がありながら、 好き嫌いの分かれる香料でもあります。 以前
からウードが好きだった人であれ、 最近詳しくなった人であれ、 ミラー ハリスの新作フレグランス 「ウード エクラ 

オーデパルファム」 を手にすれば、 この香料のイメージがきっと変わるでしょう。

「ウード エクラ オーデパルファム」 はシュガーとムスクのきらめくようなストラクチャーにウードを配合することで、 

このアイコニックな香料の印象を一新します。 ウードをメインにした多くのフレグランスは、 まとうときにダークなマント
を思わせるレザー系のアーシーでスパイシーな香りに包まれますが、 このフレグランスのウードはもっと控えめな
役割を果たします。 「ウード エクラ オーデパルファム」では、 トップノートに配合したウードがカシミアウッドと混ざり
合い、 そこからシュガー、 マリーゴールド、 バルサム、 ナツメグの香りが広がって、 さらに魅惑的なブーケが花開きます。
これを際立たせるのが、 モスやムスクをリッチに配合したメロウで記憶に残るドライダウン。 こうして、 香りの好みに
かかわらず誰にでもつけやすい、 ユニセックスで複雑なフレグランスに仕上がっています。

AN OUD UNLIKE ANY OTHER …
他に類を見ないウード……

ミラー ハリスから、 ウードのイメージを一新する
魅力的な新作フレグランスが登場



このフレグランスは、 光と影の美しさを融合させるためにクリスタルの製造に使用される鉛とガラスの動きからインスピレーション
を得ています。 調香師のエミリー・ブージュはきらめくクリスタルを見て、 フレグランスにおける香りのコントラストのアイディアを
思い付きました。 クリスタルには光と影の部分があり、 ガラスに鉛を加えて最適なバランスになったところで成形します。 この
バランスこそ、 「ウード エクラ オーデパルファム」 でイメージしたもの。 きらめくような甘いアコードが本領を発揮し、 明るさを
プラスしてウードのリッチな深みをやわらげ、 魅惑的で実にユニークな香りを演出します。 夜に映える華やかさを持ちながら、 

日中でもまといやすいフレグランスです。 従来のウードは好き嫌いが分かれますが、 この香りは万人に愛される魅力を持って
います。

The perfect introduction to Miller Harris Private Collection…
ミラー ハリス プライベートコレクションでは、 調香師が自らの思い出やイメージを自由に表現しました。 新境地を開拓し、 未来の
定番となるような香りを取り揃えています。 エミリー・ブージュがプライベートコレクションで初めて手掛けたフレグランス 「ウード 
エクラ オーデパルファム」 は、 神秘的なコントラストを織りなす複雑な香りとして、 このコレクションにぴったりマッチしています。

Miller Harris Oud Éclat
香調 ： ウッディ ムスキー アンバー
トップノート ： アガウッド、 マリーゴールド、 カシミアウッド
ハートノート ： アンバー、 フローラルトランスパレント、 ファーバルサム、 ナツメグ
ベースノート ： モス、 ムスク、 レザー、 シュガー

ミラー ハリス ウード エクラ オーデパルファム　100ml  32,670円（税込）
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