
 

 



 
 

NINA RICCI EXTRA ROUGE 

ニナ エクストラ ルージュ 

 

Immoderately Nina 

2006 年、ニナリッチはおとぎ話のようなフレグランス「ニナ」を発売し世界を驚かせまし

た。斬新なアップルシェイプのボトルに込められた、食欲をそそるアップルトフィーアコー

ドが印象的。シトラス フローラルに美味しそうなグルマンノートのアクセントを加えた 

ユニークなフレグランスが誕生しました。 

2019 年にローンチした「ニナ ルージュ」。情熱的で目が覚めるような鮮やかな色彩のルー

ジュが目を引きます。シトラス、ラズベリー、ガーデニア、ジンジャーフラワーの香りを、

バーボンバニラとクランチーキャラメルの食欲を刺激するグルマンアコードで包み込みこ

んだ、クセになるフレグランスです。 

 

EXTRA Rouge Alart 

ニナ リッチは「ニナ ルージュ」に続いて、危険なほど情熱的で現代的なエッジの効いた 

「ニナ エクストラ ルージュ」を発表しました。刺激的でクール。美味しそうなノートに包

まれた濃厚なフローラルアコードの極上で贅沢な香り。なんと大胆で斬新な遊び心にあふ

れる試みでしょう。食欲を刺激するグルマンノートが広がる新世界で、至極の芳香を放つ魅

惑の一品をお楽しみください。 

 

Life in EXTRA Rouge 

ニナ エクストラ ルージュのヴィヴィッドな色彩の赤は、ニナ リッチファッションの雰囲

気を彷彿とさせます。アーティスティック・ディレクターのルシェミー・ボッター（Rushemy 

Botter）とリジー・ヘレブラー（Lisi Herrebrugh）監修のニナ リッチ ブランドクチュール

の洗練されたヴィヴィッドな色彩と巧みに融合し、超現代的でエッジの効いたデザインに

仕上がりました。色彩は時として個性を表現する手段となります。その色が堂々とした潔い

赤であれば一層目を惹くことでしょう。 

 

Velvety bottle 

アップルシェイプのボトルのアイコニックなシルエットについては、改めて紹介するまで

もないでしょう。ニナ エクストラ ルージュではボトル全体がベルベットのように滑らか

でマットな赤で覆われています。そして中央には一口かじられた痕跡が…。大胆不敵ないた

ずらは、真っ赤なマントの下にリッチな濃い赤のドレスを纏ったニナの仕業。 

 

 



 
 

EXTRA -vagant, EXTRA-verted, EXTRA-gourmand  

 警告！究極に美味し過ぎるノート... こんなに贅沢なフレグランスが、未だかつて存在した

でしょうか。濃厚なグルマン オリエンタル フローラルのニナ エクストラ ルージュは、 

ブラックカラントが効いたグリーン系のトップノートで幕を開けます。ラズベリーの酸味

のあるフレッシュなノートが、ビタースウィートなグレープフルーツの爽快なエネルギー

を引き立てます。フローラルのミドルノートでは、ローズバッドの繊細な香りと紅茶の軽や

かなスパイスの香りが調和し、やがてベースノートではバニラとプラリネによるグルマン

の官能的な香りが漂います。 

 

Redder than Red! 

オランダ出身のモデル、エステラ・ボーズマ(Estella Boersma)は、ニナ リッチのアイコニ

ックなヒロインであるニナの魅力を最大限に引き出し続けてきました。ニナ エクストラ 

ルージュのニナを表現する彼女は、よりチャーミングで、より陽気で、より大胆です。     

ルシェミー・ボッター（Rushemy Botter）とリジー・ヘレブラー（Lisi Herrebrugh）が手が

けたニナ リッチの鮮やかな赤色を贅沢に使ったエレガンスなドレスを身に纏い、歓喜と 

自由と遊び心が込められた XXL サイズのアップルシェイプのボトルといつまでも戯れます。

ニナ リッチでは「贅沢」と「エレガンス」は同義語と考えています。これこそが、まさに

エクストラ ルージュの真髄です。 

 

 

香調 ：オリエンタル フローラル 

TOP   ：ブラックカラント、グレープフルーツ 

HEART：ローズバッド、ティー 

BASE  ：プラリネ、バニラ 

調香師 ：オリビエ・クレスプ 

     マリー・サラマーニュ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TAGLINES  

Extravagant, extraverti, extraordinaire… Extra Rouge  

/ とても贅沢で外交的で並外れたエクストラルージュ 

Extra gourmand, extra intense… Extra Rouge / とてもグルマンで濃厚なエクストラルージュ 

Extra sweet, extra playful… Extra Rouge / 甘く遊び心溢れる エクストラルージュ 

The colour of (Extra) Love / （濃厚な）愛の色 

Extra Gourmandise / エクストラ グルマン 

Extra addictif… / エクストラ依存 

Red dingue / レッドクレイジー 

Extra is for… Extraordinary / エクストラオーディナリー（非日常）のエクストラ 

Nina voit Extra Rouge / ニナが見たエクストラ ルージュ 

La vie en Extra Rouge / 人生はバラ色エクストラ ルージュ色 

Extra Rouge is the new red / エクストラ ルージュの赤の新解釈 

Extra is the new normal / エクストラはニューノーマル 

Mordue de Nina Extra Rouge / ニナ エクストラ ルージュが大好きなのにな 

Alerte Extra Rouge / エクストラルージュ警報発令 

Attention, force d’attraction extra puissante My favourite colour is… Extra Rouge 

/ 私の大好きな色 エクストラ ルージュの持つ力と引力半端ない 

Extra Rouge Passion / ルージュを超えたパッション 

Le pouvoir du Rouge / ルージュの威力 

Gimme more Rouge！ / もっとルージュを！ 

Plus rouge que rouge / 赤よりも赤なのにな 

I want more and more and more and more…/ もっともっともっと欲しいのにな 

Overouge / ルージュ超越 

When life gives you apples… / 人生が辛くても良き方向へ進みたいのにな 

Beyond red  / 赤を超越するのにな 

Keep Rouge and carry on / ルージュに戦い続けよ 

Let’s paint the town red! / パーティで盛り上がろう！ 

Extralicious / 最高に美味しいのにな 

Deliciously bold / 美味しくて際立つのにな 

Deliciously daring / 美味しくて大胆なのにな 

Dream Extra big / 夢は超ビッグなのにな 

Love at first smell /初恋の香り 

Too much is not enough /多すぎてもまだまだ足りないのにな 

So far, so Rouge / 今のところはルージュなのにな 

Go the Extra mile /一層頑張るのにな 



 
 

 

ニナ リッチ ニナ エクストラ ルージュ オーデパルファム 

30ml 7,590円/ 50ml 10,560円/ 80ml 12,210円(税込) 
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〈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 
https://www.kawabe.co.jp/fragrance.html 
 
〈プレスコンタクト〉 
川辺 株式会社 フレグランス本部 press@kawabe.co.jp 
〒160-8403 東京都新宿区四谷 4-16-3 
TEL: 03-3352-7161 


