
PAÑPURI Sensorial Pleasure

Floral 
SIAMESE WATER タイジャスミン・ミント 
ONE NIGHT IN BANGKOK チュベローズ・ブラックペッパー 

PEONY ABSOLUTEピオニー・レッドベリー 

MEMORIA MIMOSA ミモザ・カルダモン  

CHAMPACA MONSOON ホワイトチャンパカ・グレープフルーツ

Fruity 
FIGTIONALISM ワイルドフィグ・サイプレス 
ENLIGHTENED BERRY ブラックベリー・ローズ

Citrus 
INDOCHINE レモングラス・マンダリン  
OOLONG RITUALS クレメンタイン・ウーロン茶 
ETERNAL SUNSHINE ライム・タイバジル

Green 
ANDAMAN SAILS ベルガモット・グリーンティー 
COSMIC MINT ワイルドミント・ユーカリ

Aromatic 
HAZE OF GRASS カンナビステルペンブレンド  
DISTANT SHORES ゼラニウム・ユーカリ

Woody 
SACRED SANTAL サンダルウッド・オリスルート

私たちの宇宙は、香りを通して芳しく語られます。私たちの物語、愛するもの、大切な経験、
私たちの意識と潜在意識を、思いがけない香りの物語に変えていくのです。私たちは、香りが
感情を呼び起こし、私たちの身体、心、魂を結びつけると信じています。

香りは、人の心を癒し、心を目覚めさせ、健やかさを育むことができるのです。



SIAMESE WATER   

AVAILABLE PRODUCTS:  

TOP : ミント HEART : タイジャスミン・イランイラン BASE : サンダルウッド

ONE NIGHT IN BANGKOK  

AVAILABLE PRODUCTS:  

TOP : ベルガモット・ユーカリ HEART : ジャスミンサンバック 
チュベローズ・イランイラン

BASE : ブラックペッパー・クローブ 
トンカビーン・サンダルウッド

PAÑPURI Sensorial Pleasure

PANPURIを象徴するジャスミンの香り。エキゾチックなフローラルノートで魅了し、古代シャムの時代から続

く、陶器の壺に雨水を貯め、ジャスミンを浸し、香りをつけたジャスミンウォーターの伝統を思い出させます。

ハチミツ色のタイジャスミンに、ミントの爽やかなシャープさが加わり、豊かで高揚感のある香りが繊細に織り

込まれています。

バンコクの一角に、伝統が息づく町。花の屋台が立ち並び、チュベローズの官能的な香りが喧騒の中に浮かび上

がります。ブラックペッパーのスパイシーな香りが、この象徴的な花に新しさを加え、バンコクの隠れた庭で過

ごす、忘れられない香りが漂います。

サイアミーズ ウォーター ワンナイト イン バンコク

キャンドル ���g

ディフューザー ���mL / ���mL

ディフューザーリフィル ���mL

ルームスプレー ���mL

ブレンドエッセンシャルオイル ��mL

エクストラクトパフュームオイル ��mL / ��mL

ボディ＆ハンド クレンザー ���mL

ボディ＆ハンドローション ���mL

ミルクバス＆ボディオイル ���mL

ボディ＆ヘアドライオイル ���mL

ハンドクリーム ��mL

キャンドル ���g

ディフューザー ���mL / ���mL

エクストラクトパフュームオイル ��mL / ��mL

ボディ＆ハンドクレンザー ���mL



MEMORIA MIMOSA  

AVAILABLE PRODUCTS:  

TOP : カルダモン・ネロリ  HEART : ミモザアブソリュート BASE : トンカビーン・バニラアブソリュート

CHAMPACA MONSOON  

AVAILABLE PRODUCTS:  

 
 

 
 

 

TOP : グレープフルーツ  
オーガニックローズマリー

HEART : ホワイトチャンパカ  
ジャスミンサンバック

BASE : シダーウッド

PAÑPURI Sensorial Pleasure

ミモザの花のパウダリーな甘さを、黄金の太陽が明るく照らし出し、貴重なスパイスであるカルダモンが、若々

しいフローラルブーケに温もりと驚きを与える。ノスタルジックな温もりが内側から放たれ、大切な人が出てく

る温かな白昼夢で心を目覚めさせてくれます。

モンスーンが過ぎ去った後の世界、そのフレッシュな空気が、ホワイトチャンパカの甘さをより引き立てる。ピ

リッとしたグレープフルーツピールの爽快な香りをまとったチャンパカモンスーンは、タイの伝統的な儀式やセ

レモニーで身につける手編みの花輪へのオマージュ。

メモリアミモザ チャンパカ モンスーン

キャンドル ���g

ディフューザー ���mL / ���mL

エクストラクトパフュームオイル ��mL / ��mL

ハンドクリーム ��mL

ディフューザー ���mL / ���mL

エクストラクトパフュームオイル ��mL / ��mL

ハンドクリーム ��mL



FIGTIONALISM  

AVAILABLE PRODUCTS:  

TOP : ワイルドフィグ HEART : サイプレス 
カーネーション・チュベローズ

BASE : パチュリ

ENLIGHTENED BERRY 

AVAILABLE PRODUCTS:  

TOP : ブラックベリー HEART : ローズ・イランイラン BASE : バニラアブソリュート・アンバー 
シダーウッド

PAÑPURI Sensorial Pleasure

西アジアの密林地帯に実る野生のイチジクの甘くフルーティな香りが、木陰を揺らすやさしい風に溶け込みま

す。読書に明け暮れた夏の日を思い起こさせるフィグショナリズムは、サイプレスの持つユニークな爽やかさも

あり、香りの詩で語られる物語を体現しています。夏のロマンティシズムの詩を心で詠う香りです。

春の冷たい空気の中に感じるブラックベリーの甘酸っぱい香りは、新しい季節の始まりを告げ、未来への希望に

満ちた温かい気持ちを呼び起こします。そこに加わる、ローズ・アブソリュートの柔らかなフローラルな香り

は、若々しい驚きと静かで瞑想的な静けさで、私たちの心を包み込みます。

キャンドル ���g

ディフューザー ���mL / ���mL

ディフューザーリフィル ���mL

エクストラクトパフュームオイル ��mL / ��mL

ハンドクリーム ��mL

フィグショナリズム エンライテンド ベリー

キャンドル ���g

ディフューザー ���mL / ���mL

ディフューザーリフィル ���mL

エクストラクトパフュームオイル ��mL / ��mL

ハンドクリーム ��mL



ETERNAL SUNSHINE

TOP : レモングラス
マンダリン・メイチャン   

HEART : オーガニックラベンダー 
ネロリ 

BASE : サンダルウッド

ANDAMAN SAILS  

TOP : ベルガモット HEART : グリーンティー BASE : ナツメグ・サンダルウッド

PAÑPURI Sensorial Pleasure

AVAILABLE PRODUCTS:  AVAILABLE PRODUCTS:  

 
 

 

 
 

世界遺産・バガン遺跡に立つ無数のパゴダ（仏塔）。夜明けは、何千ものパゴダを黄金色に輝かせ、バガン平原

を神話の世界へと変えます。ライムのさわやかな柑橘系の香りが、昇る太陽と共に立ち上り、タイバジルのハー

バルでスパイシーな香りが、私たちの心を包み込み、来る日への熱望と喜びを呼び覚まします。

波の静けさ、エメラルド色の海、肌に触れる太陽の光。アンダマンセイルズは、サンダルウッドの心地よい香り

に、ベルガモット、グリーンティー、ナツメグが爽やかに香り立ちます。終わりのない夏、つま先の間の白い

砂、そして心地よい海の賛美歌を思い起こさせる、五感を刺激する香りです。

エターナル サンシャイン

キャンドル ���g

ディフューザー ���mL / ���mL

ブレンドエッセンシャルオイル ��mL

エクストラクトパフュームオイル ��mL / ��mL

ボディ＆ハンド クレンザー ���mL

ボディ＆ハンドローション ���mL

キャンドル ���g

ディフューザー ���mL / ���mL

ブレンドエッセンシャルオイル ��mL

エクストラクトパフュームオイル ��mL / ��mL

ボディ＆ハンド クレンザー ���mL

ボディ＆ハンドローション ���mL

ハンドクリーム ��mL



COSMIC MINT

TOP :  ライム・ユーカリ
スペアミント・ペパーミント 

HEART : オリスルート BASE : シダーウッド

HAZE OF GRASS 

TOP : カンナビステルペン
スイートバジル

HEART : グリーンティー BASE : Jジュニパー・ブラックペッパー

PAÑPURI Sensorial Pleasure

AVAILABLE PRODUCTS:  AVAILABLE PRODUCTS:  

 
 

 
 

ワイルドミントの明るく爽やかな香りは、心を新しい宇宙的な次元のウェルネスへと導いてくれます。そして、

ユーカリの爽やかでシャープな香りが、この新しい香りの世界を心地よく包み込みます。コズミックミントは、

身体、心、魂を悟りの境地へと導き、五感をリフレッシュさせる、活力に満ちたリフレッシュノートの傑作で

す。

大麻の名産地として知られる「ゴールデントライアングル」の緑豊かな丘から、霞のように漂うこの香りは、熱
帯の緑を感じさせるカンナビステルペンのフレッシュでアーシーな香りで、心を落ち着かせてくれます。レモン
グラス、ローズマリー、レモンに、スイートバジル、ジュニパーベリー、ブラックペッパーのクリアなノートを
加えて。熱帯を通り抜けた嵐の後の草原、フレッシュな露が肌に残るような空気の中で空想にふける記憶を呼び
起こします。

キャンドル ���g

ディフューザー ���mL / ���mL

ディフューザーリフィル ���mL

ピローミスト ���mL

ブレンドエッセンシャルオイル ��mL

キャンドル ���g

ディフューザー ���mL



DISTANT SHORES 

TOP :  ユーカリ
ペパーミント

HEART : ゼラニウム  
オーガニックラベンダー 

BASE : シダーウッド

SACRED SANTAL 

TOP : ヒノキ・カルダモン HEART : オリスルート・ジュニパー BASE : Jサンダルウッド・アンバー

PAÑPURI Sensorial Pleasure

AVAILABLE PRODUCTS:  AVAILABLE PRODUCTS:  

 
 

 
 

 
 
 

 

アロマティックな香りが、鮮烈な憧れの記憶を呼び覚まし、遠い岸辺への郷愁が心をとらえる。ユーカリの爽や

かさが季節の変わり目を告げ、ゼラニウムのグリーンな甘さが心を和ませ、夏の日差しの下での、あの遠い日の

記憶をおだやかに思い出させてくれます。

インドの聖なる森の魂が、聖なる寺院で焚かれるサンダルウッドの暖かさと共鳴し、古代の豊かな瞑想の儀式を

呼び起こします。ウッディな香りを引き立てるのは、オーリスルートのアーシーでなめらかな香り。そしてサイ

プレスとカルダモンがスパイシーさと温かさで全体を包み込みます。

シダーウッド・オークモス・ベチパー

キャンドル ���g

ディフューザー ���mL / ���mL

ディフューザーリフィル ���mL

ブレンドエッセンシャルオイル ��mL

ボディ＆ハンド クレンザー ���mL

ボディ＆ハンドローション ���mL

ミルクバス＆ボディオイル ���mL

ハンドクリーム ��mL

キャンドル ���g

ディフューザー ���mL / ���mL

ディフューザーリフィル ���mL

ルームスプレー ���mL

エクストラクトパフュームオイル ��mL / ��mL

ボディ＆ハンド クレンザー ���mL

ボディ＆ハンドローション ���mL

ミルクバス＆ボディオイル ���mL

ハンドクリーム ��mL

その官能的な花びらが秘める意味。�


