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2016/8/吉日 
報道関係者各位 プレスリリース 

 
微笑みの国タイ発のフレグランスブランド 

『Vuudh（ヴッド）』日本初上陸 

世界の「ステキ」な商品を輸入販売するステキ・インターナショナル株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締

役：島影 将）は、日本初上陸となる『Vuudh（本社：タイ・バンコク市）』のルームフレグランスを 2016 年 8 月
24日より日本総代理店として販売開始いたします。（http://steki.in/vuudh.html） 

 
『Vuudh（ヴッド）』は、2009 年に創業されたフレグランスブランドです。世界各地を旅した創業者が、その土

地から得たインスピレーションを香りにして伝えたいという想いから、歴史と文化、植生や生活様式等を独自のス

タイルで表現しています。 
 
香料には、植物やハーブから採れたエッセンシャルオイルをふんだんに使用し、ナチュラル感に溢れた贅沢な香

りを存分に堪能することができます。 
 
フレグランスディフューザーは、瓢箪（ヒョウタン）のようなガラス容器が特徴的で、2014 年には「グッドデザイン賞（日本）」を

受賞しました。 
瓢箪は、中国古来より「中に入れた種は必ず芽が出る」と言われてきたことから、幸福や成功のチャンスが巡っ

てくる縁起の良い植物とされ、薬や酒、聖水を入れることにより、不運を取り除き財産をもたらすためのお守りと

して重宝されてきました。 
それが今、時代を経て、精油やフレグランスオイルを注ぐことにより、大切な居住空間で一家団欒やリラックス

のアイテムとして現代に蘇えろうとしています。 
 

■主要販売店舗	

【8/24～】伊勢丹新宿店本館 5F リビングデコール、三越銀座店７F バス&リラックス、【9/1～】BeautyPassport 
[http://b-pass.jp]（通販サイト）、【9/14～】西武池袋本店 2F、他、高級インテリアショップ等で展開予定 

	

■会社概要	

ステキ・インターナショナル株式会社 (http://steki.in) 
東京都渋谷区神宮前 6-29-3 原宿 KYビル 
代表取締役：島影 将	 	 事業内容：世界の「ステキ」な商品の輸入販売業務 
【お問い合わせ先】ステキ・インターナショナル株式会社	 	 担当：佐藤 聖羅 

TEL：03-6427-2577／FAX：03-6427-2588／E-MAIL：pr@steki.in 
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■ブランドストーリー	

	
『Vuudh（ヴッド）』は、タイ・バンコク市で 2009年に創業され
たフレグランスブランドです。 
 
世界各地を旅した創業者が、旅先から帰って来た際に家族や友人に

土産話をするのと同様に、それぞれの土地や街から得たインスピレ

ーションをそれぞれの香りにして伝えたいという想いが込められ

ています。 
 
また、香りを嗅ぐことによって旅の思い出や、その土地のことを思

い起こさせるよう、それぞれに地名が付けられ、その土地ならでは

の歴史と文化、そして植生や生活様式等を、独自のスタイルで表現

しています。 
 
香料には植物やハーブから採れたピュアエッセンシャルオイルをふんだんに使用し、ナチュラル感に溢れた贅沢な

香りを存分に堪能することができます。	

	

■フレグランスディフューザー	

 
『Vuudh（ヴッド）』のフレグランスディフューザーは、そのガラス容器が特徴的です。2014
年には「グッドデザイン賞（日本）」および「デザインエクセレンス賞（タイ）」を受賞しま

した。「無機的なガラスと、瓢箪（ヒョウタン）のような有機的なデザインのコンビネーショ

ンが美しく、まるで空間に浮遊しているようなアロマディフューザーである。」と評され話題

を呼びました。 
	

瓢箪は、中国古来より「中に入れた種は必ず芽が出る」と言われてきたことから、幸福や成功

のチャンスが巡ってくる縁起の良い植物とされ、薬や酒、聖水を入れることにより、不運を取

り除き財産をもたらすためのお守りとして重宝されてきました。それが今、時代を経て、精油

やフレグランスオイルを注ぐことにより、大切な居住空間で一家団欒やリラックスのアイテム

として現代に蘇えろうとしています。 
 
また、この瓢箪型のデザインはビジュアルのユニークさだけではありません。底の丸みを帯びた部分と先端の小さ

な口は、フレグランスオイルを入れる空間を確保しつつ、オイルの揮発スピードを緩やかにする形状となっている

ため、まさにフレグランスディフューザーの容器として適しています。 
 
創業者がアジア各地の旅先で出会った歴史と伝統、人々の慈悲深い信仰心に、機能性とインテリア性を融合するこ

とにより、他にはない唯一無二のフレグランスディフューザーに仕上がりました。 
 
■インテリアフレグランススプレー＆ゾディアックチャーム	

	

【インテリアフレグランススプレー】	

さっとひと吹きで香りが広がり、来客時や気分転換したい時に最適です。シ

ンプルなボトルで洗練されたデザインは、香りだけではなくお部屋のインテ

リアとしてもお楽しみいただけます。	

	

【ゾディアックチャーム】	

十二支をモチーフにしたチャームで、12種類の動物ごとに生地の色やデザイ
ンが異なります。ここにフレグランススプレーを染み込ませ、ドアノブや衣

装ケース、車の中等に吊るして香りをお楽しみいただけます。また、そのま

まアクセサリーとしてもご使用いただけます。 
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■商品ラインナップ 

 
	 	

商品名	
フレグランス 

ディフューザー(小) 

フレグランス 

ディフューザー(大) 
ディフューザーオイル 

ディフューザー専用 

スティック 

商品画像	

 

 

 

 

価格(税抜)	 9,000 円 11,000 円 4,500 円 1,500 円 

内容量／	

スティック本

数	

100 mL／約 15 本 100 mL／約 15 本 100 mL 約 15 本 

芳香期間	 約 3 ヶ月 約 3 ヶ月 約 3 ヶ月 
 

サイズ	
外箱：W15.5×D9.5×H34.5cm 

容器：Φ6.5×H11.5cm 

スティック挿入時：H 約 31cm 

外箱：W15.5×D9.5×H34.5cm 

容器：Φ8×H17.5cm 

スティック挿入時：H 約 32cm 

本体：W5×D5×H11cm H 約 30cm 

	     

商品名	
インテリアフレグランス 

スプレー 
ゾディアックチャーム 

インテリアフレグランス 

スプレー＆チャームセット 

ミニインテリアフレグランス 

スプレーセット 

商品画像	

 

 

 
 

価格(税抜)	 4,000 円 1,000 円 5,000 円 4,000 円 

内容量／付属

品	
95 mL 1 個 95 mL／1 個 6.5 mL×5 本（5 種） 

サイズ	 本体 W5.5×D5.5×H11cm 
本体：W5.5×D2×H8cm 

紐：H11.5cm 
外箱：W20.5×D6×H14.5cm 

外箱：W16×D3×H14.5cm 

本体：W2.5×D2.5×H6cm 
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■フレグランスリスト	

香り名	 フレグランスノート	 ディフューザー	 スプレー	
ミニスプレーセッ

ト	

Bangkok（バンコク）	 ジャスミン	 ●	 ●	 ●	

Phuket（プーケット）	 ラベンダー、レモングラス、グベバ	 ●	 ●	 ●	

Chiangmai（チェンマイ）	マグノリア、イランイラン、プチグレン	 ●	 ●	 ●	

Samui（サムイ） オレンジ、ホーリーバジル、ユーカリ	 -	 ●	 -	

Singapore（シンガポール）	サンダルウッド、オレンジブロッサム、	
レモン、ベルガモット	

●	 ●	 ●	

Mumbai（ムンバイ） ローズ、クローブ、ゼラニウム、レモン	 ●	 ●	 ●	

Thaipei（台北）	 ウーロンティー、サルビア、ラベンダー、	

ベルガモット	
-	 ●	 -	

Beijing（北京）	 ロータス、オレンジ、マグノリア、ベルガモット	 -	 ●	 -	

Shanghai（上海）	 オレンジ、ジャスミン、サンダルウッド	 -	 ●	 -	

Hong Kong（香港）	 レモン、ローズマリー、ユーカリ	 -	 ●	 -	

Kobe（神戸）	 フレッシュグラス、ガルバナム、ペパーミント、ゼ

ラニウム	
-	 ●	 -	

Tokyo（東京） ラベンダー、オレンジ、タンジェリン	 -	 ●	 -	

	
■ゾディアックチャーム	デザインリスト	

デザイン名	 商品画像	 デザイン名	 商品画像	 デザイン名	 商品画像	

Rat（子） 

 

Ox（丑） 

 

Tiger（寅） 

 

Rabbit（卯） 

 

Dragon（辰） 

 

Snake（巳） 

 

Horse（午） 

 

Goat（未） 

 

Monkey（申） 

 

Rooster（酉） 

 

Dog（戌） 

 

Pig（亥） 

 
	

		


