香りの取り替えが簡単にできる
新しいアロマデイフューザー

Serene Pod Photo Gallery

SERENE POD とは？
これまでのアロマディフューザーは、
お気に入りの香りをコレクションしたり、
シーンによって簡単に香りを取り替えたり
することが容易ではありませんでした。
そのような不便さをまったく新しい手法で
解決する画期的なシステムが、
セリーンハウスが開発した

優しい光と香りに
包まれて・・・

このセリーンポッドです。

プラスチック製の容 器に密封された
ソイワックスを温めることで、
揮発した香りが透湿防水シートを通して
新鮮な香りをお届けします。

デスクやオフィスなど
半径 60cmの
パーソナル空間の癒し。

ポータブルな
タンブラーサイズだから
ドライブや旅 行に。
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Serene Pod Fragrance

”ポータブル”をメインコンセプトに考えられた
King ＆ Queen
Queen は軽量でタンブラーの形をしているので
はタンブラーの形をしているので
持ち運び自由自在。
パソコンのUSBに接 続すれば、King
パソコンのUSBに接続すれば、
King＆
＆Queen
Queenを片手に
を片手に
好きな場所で好きな香りと一緒に仕事ができたり、
好きな場所で好きな香りと一
緒に仕事ができたり、
車のドリンクホルダーにセットしてドライブや、
出張や旅行へのお供としても活躍します。
出張や旅
行へのお供としても活躍します。

香りのポッド（レフィル）は

２０種 類 以上。
キング（ブラック/ホワイト）
クイーン（ブラック）
上代 ￥3,000（税抜）

香りのポッド（レフィル）は3つのコレクションをご用意しています。
ヨーロッパ産精油を使った

エッセンシャルオイルベース

フレグランスオイルベース

、そして気分に合わせた

と、フレグランスオイルを調合した

Arc

ヒーリングコレクション 。

アロマオイルについては10 0％天然植物抽出液にこだわり、本 場フランスの
調香師によって調香されたエッセンシャルオイル、フレグランスオイルを使 用しています。
香りのポッド（レフィル）のベースとなるワックス（ろう）は

おしゃれなインテリアをメインコンセプトにした
「ARC」は「弧 」という意味をもち
美しい曲線のフォルムとシンプルなデザインが
様々なスタイルのお部屋にマッチ。
LEDライトを内蔵し、シックで落ち着いた
イルミネーションも楽しむことができます。

天然由来のソイワックスを使 用しています。

アーク（パープル/グレイ/アンバー）
上代 ￥5,300（税抜）

香りの目安 約72時間
※香りが感じられなくなったらポッド交換時期です。
※加熱 後もワックスの容量に変 化はありません。
推 奨 適 応面積 約15〜35平米
国際特許出願中
※ワックスが溶けはじめ、香るまでの時間は15〜30 分が目安です。
※持続時間や適 応面積はご 利用の環 境や使 用方法により変わります。

Serene Pod Warmer
EASY

SAFETY

CLEAN

PORTABLE

King & Queen
Twinkle
/ Lace / Flow
2019年の新商品ではこれまでご要望の多かった
”ポータブル”をメインコンセプトに考えられた
King ＆ Queen は軽量でタンブラーの形をしているので
タイマー機能を備えました。
持ち運び自由自在。
セット時間も３/６/９時間から選ぶことができ、
様々なシーンに合わせてお使いいただくことができます。
パソコンのUSBに接続すれば、King ＆ Queen を片手に
好きな場所で好きな香りと一緒に仕事ができたり、
また、
ポッドの交換目安となる72時間のリマンド機能を
車のドリンクホルダーにセットしてドライブや、
装着。
使 用開始から累計72時間が経 過すると
出張や旅行へのお供としても活躍します。
インジケーターでお知らせします。

トゥインクル
上代 ￥7,000（税抜）
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レース
上代 ￥7,500（税抜）
フロー
上代 ￥8,300（税抜）

Serene Pod

セリーンポッド
上代：￥５００（税抜）

Home Fragrance Collection ホームフレグランスコレクション
容量：３０ｇ

材質：ナチュラルソイワックス + フレグランスオイル

持続時間：約７２時間
商品番号

PD2044

推奨適応面積：約１４～３５平米

Photo

※持続時間や適応面積は使用頻度やご利用の環境、その使用方法によって変わります。

Item Name

商品名

JANコード

Lemon Zest

レモン ゼスト

Lavender Vanilla

香り（成分）
スイートオレンジ、レモン、ローズ、ライム、ムスク、

4942140920441

PD2047

ラベンダー バニラ

シダーウッド

ラベンダー、パチョリ、ムスク、シダーウッド、バニラ
4942140920472

PD2048

Rose Bouquet

ローズ ブーケ

ゼラニウム、ローズ、シダーウッド、サンダルウッド
4942140920489

PD2049

PD2050

PD2054

Jasmine Evening

Apple Cinnamon

Spring Fresh

ジャスミン

Forest Bath

4942140920496

アップル

ド

シナモン、スパイスアップル、スパイスペアー

シナモン

4942140920502

スプリングフレッシュ

ラベンダー、ハーバル、ユーカリ、レモン

フォレストバス

マリン、スパイス、パイン、ジャスミン
4942140920571

PD2058

Ocean Deep

オーシャンディープ

マリン、シトラス、ローズマリー、ムスク
4942140920588

PD2063

Coconut Passion

ココナッツパッション

ピーチ、バニラ、ココナッツ
4942140920632

PD2067

CEDRE D'ORIENT

シダーデオリエント

フレッシュハーバジャス、フローラスパイル、ムスク
4942140920670

PD2068

PD2069

CANELLE & EPICES

PASSION DE
MANGUE

カネルー＆エピース
（シナモン＆スパイス）

パッション
マンゴ

香り（レシピテーマ）

グリーン、オレンジ、ペアー、ストロベリー、アップル
4942140920687

ドゥ

シナモン、ジャスミン、クローブ、ムスク、バニラ

甘さをトッピング。リフレッシュしたいときにおすすめの香りで

4942140920694

11

す。
リラックス効果の高いラベンダーをベースに、バニラのやさしい香
りをプラス。睡眠前のリラックスタイムにおすすめです。

ローズとゼラニウムを中心としたグリーンフローラルのやさしい香
り。リラックスタイムにおすすめ。

せ持ったエレガントな香りです。

アップルパイの香りにシナモンスパイスをトッピングしたようなス
イートスパイシーな大人の香りです。

ラベンダーの香りをベースに、レモンやハーブ系の爽やかな香りを
プラス。気分をリフレッシュさせたいときにおすすめの香りです。

深い森の中にいるような木系の香りに爽やかなマリンの香りをプラ
ス。気分をリフレッシュさせたいときにおすすめの香りです。

石鹸のような爽やかな香り。清涼感があり、スキッと気分をリフ
レッシュさせたいときにおすすめの香りです。

ピーチのフレッシュさとバニラの魅惑的な香りがバランスのよい、
女性におすすめの香りです。

お香をたいているような、オリエンタルな香り。
リラックスタイムにおすすめの香りです。

スパイシーでフルーティな活力を感じる香りです。

オレンジ、シトラス、ジャスミン、ライラック、ローズ 南国の光が降り注ぐ開放感と爽快感。フローラル＆ウッディーな香
ベリー、ムスク、シダーウッド、サンダルウッド

ランキング

レモンを中心とした柑橘系の爽やかさの中にローズやムスクなどの

ゼラニウム、ジャスミン、バニラ、ムスク、シダーウッ ゼラニウム＆ジャスミンの上品さとバニラ＆ムスクの華やかさを併

イブニング

4942140920540

PD2057

発注単位：各６個

容器：ポリエステル樹脂、紙（ラベル）

りです。
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Serene Pod

セリーンポッド
上代：￥５００（税抜）

Essential Oil Collection エッセンシャルオイルコレクション
容量：３０ｇ

材質：ナチュラルソイワックス + エッセンシャルオイル

持続時間：約７２時間
商品番号

推奨適応面積：約１４～３５平米

Photo

Item Name

※持続時間や適応面積は使用頻度やご利用の環境、その使用方法によって変わります。

商品名

JANコード

香り（成分）
トップノート：ブラックカラント、フェンネル、プチグレイン

PD7037

Jade Sonata

ジェイドソナタ
4942140970378

PD7038

PD7039

PD7040

Blooming infusion

インフュージョン

Bohemian

ボヘミアン

Bourgeois

ブルジョワ

Gorgeous

ゴージャス

Encounter

エンカウンター

カシスのほんのり甘い香りとフラワー系の香りをベースに、スパイ

ベースノート：シダー、アンバー

シーなパチョリ等を加えた華やかな香りです。

4942140970385

ミドルノート：ローズ、ベイリーフ、バイオレット、マジョラム

ピーチとアプリコットのほんのり甘いフルーティな香りに、ローズ

ベースノート：アンバー

やマジョラムなどの魅惑的な香りを加えました。

ミドルノート：ジンジャー、ペカン、パチョリ

グレープフルーツの爽やかさの中に、ほのかに香るペカンの甘い香

ベースノート：シダー、アメリカパイン

Fete de lave

フェッテ・デ・ラブ
4942140970415

PD7042

Mon lit, ton pull

りが特徴的なフレッシュな香りです。

ミドルノート：ピオニー、スイートピー、マグノリア

清潔感のある石鹸の香りに洋梨の甘さやフローラル系の華やかさを

ベースノート：サンダルウッド、ベンゾイン

トンチュール

4942140970422

プラス。花束のようなエレガントな香りです。

ミドルノート：ローズマリー、マゴケ、アイリス

柑橘系の爽やかさと森林の中にいるような清々しいユーカリの香り

ベースノート：パチョリ、松葉、シダー、アンバー

Il y a 3 jours

イリヤトワデュー
4942140970439

が特徴的なノンスイートでユニセックスな香りです。

ミドルノート：ラベンダー、イランイラン、アイリス、クラリセージ

フローラル系とハーブ系の香りのバランスがよく、エレガントな香

ベースノート：カシミアウッド、バニラ

Giselle

ジゼル
4942140970446

りです。

ミドルノート：ジャスミン、パチョリ

シトラス系の香りの後に、春のお花畑を思わせるスズランの花香が

ベースノート：シダー

Nuit Blanche

ヌイ

ブランシュ
4942140970453

PD7046

PD7047

PD7048

Floating

ひろがります。チャーミングな香りです。

ミドルノート：ベイリーフ、パチョリ

ポピー等のフラワー系とミントやベイリーフ等のリーフ系が調和し

ベースノート：オーク、ペルーバルサム

transparently

Call it a night

Marquise's farewell

トランスパレントリー

て、フラワーショップにいるようなにぎやかな香りです。

コール
ア

4942140970477

すすめな香りです。

4

スズランやローズ等のフラワー系の香りのあとに柑橘系の爽やかな
香りがひろがります。

10

精油：オレンジスイート、イランイラン等

ミドルノート：ローズ、レモングラス、オレンジブロッサム、ローズマリー

ユーカリやレモンの香りがスパイスになっているフラワー系の香り

ベースノート：ローリエ

です。

8

精油：ユーカリ、ローズマリー等
トップノート：ベルガモット、ナツメグ、カルダモン、コリアンダー

4942140970484

6

精油：オレンジスイート（低圧搾）、サザンブルーガム等

トップノート：ユーカリ、レモン、スイートオレンジ

マーキーズ
フェアウェル

ミントティを思わせるさわやかさで、リフレッシュしたいときにお

ベースノート：オーク、サイプレス

ベースノート：シダー、ベチパー、バニラ

イット

ナイト

ミドルノート：緑茶、パチョリ、チューベローズ

ミドルノート：ローズ、ジャスミン、ユリ

4942140970460

2

精油：セロリシード、ペルーバルサム等

トップノート：緑茶、スズラン、ユーカリ、オレンジ

フローティング

1

精油：ガルジュンバルサム、グアヤクウッド等

トップノート：スペアミント、ライチ、ベリー

PD7045

11

精油：クラリセージ、ラベンダー等

トップノート：ポピー、ライチ、ミント

PD7044

9

精油：松葉、グアヤクウッド等

トップノート：シトラス、レモン、スズラン、マグノリア

PD7043

3

精油：マンダリン、オレンジ等

トップノート：コリアンダーシード、バイオレット

モンリー

5

精油：ジンジャー、クラリセージ等
トップノート：ペアー、カルダモン、アイリス

4942140970408

7

精油：マンダリン、シダーウッド等
トップノート：グレープフルーツ、フリージア、ベルガモット

4942140970392

ランキング

精油：パチョリ、イランイラン等
トップノート：ピーチ、アプリコット、オレンジブロッサム

ブルーミング

香り（レシピテーマ）

ミドルノート：鉄観音茶、ベチバー、イランイラン

トップノート：ライム、ユーカリ、オレンジブロッサム

PD7041

発注単位：各６個

容器：ポリエステル樹脂、紙（ラベル）

ミドルノート：ブラックペッパー、フェンネル、イランイラン、プチグレン

ベルガモットの爽やかさの中にブラックペッパーのアクセントを効

ベースノート：エレミ、グアイヤクウッド、シダー

かせた スパイシーでスタイリッシュな香りです。

精油：シダーウッド、ブラックペッパー等

12

Serene Pod

セリーンポッド

ヒーリングコレクション
容量：３０ｇ

上代：￥８５０（税抜）

新たなレシピで調合したシリーズ

材質：ナチュラルソイワックス + エッセンシャルオイル

容器：ポリエステル樹脂、紙（ラベル）持続時間：約７２時間

発注単位：各６個

推奨適応面積：約１４～３５平米

※持続時間や適応面積は使用頻度やご利用の環境、その使用方法によって変わります。※容量は従来と同じですが、エッセンシャルオイルの含有量を増やしました。
※商品名は使用シーンをイメージしたもので、その効果を保証するものではありません
商品番号

Photo

PD7100

Item Name

Relax

商品名

JANコード

リラックス

香り（成分）

香り（レシピテーマ）

ラベンダー、シダーウッド

ラベンダーの優しい香りとシダーウッドの清涼感で落ち着いた香りです。

4942140971009

PD7101

Comfort

コンフォート

スイートオレンジ、シナモン

スイートオレンジ柑橘系のフルーティな香りにシナモンのスパイスを効かせた優
しい香りです。

4942140971016

PD7102

Inspire

インスパイア

グレープフルーツ、レモン

グレープフルーツとレモンの柑橘系オイルでスッキリ感を強調した香りです。

4942140971023

PD7103

Energy

エナジー

スイートオレンジ、ジンジャー

スイートオレンジの清涼感とジンジャー（生姜）ブレンドで力強さを感じる香り
です。

4942140971030

PD7104

Stress Relief

ストレスリリーフ

ユーカリ、ペパーミント

ユーカリとペパーミントで抜けるような爽快感を感じるスッキリした香りです。

シトロネラ、ペパーミント

シトロネラやペパーミントで開放的なアウトドアをイメージした香りです。

4942140971047

PD7105

Refresh

リフレッシュ
4942140971054

Serene Pod Warmer

セリーンポッド ウォーマー

セリーンポッドを温める専用のウォーマーです。
7色のLEDが光る据え置きタイプやお車でも使えるポータブルサイズ、タイマー機能など充実した装備のタイプなど、様々な機種があります。
商品番号

PW5003

Photo

Item Name

商品名

Arc Purple

アーク

JANコード

上代 / 発注単位

商品情報

パープル
4942140950035

材質：PP、Glass（ポリプロピレン、ガラス）
LED：７色発光（グラデーション/単色）

PW5004

Arc Grey

アーク

￥5300（税抜）/ 各2個

グレイ
4942140950042

付属品：ウォーマー本体、サンプルポッド1個、専用ACアダプター、
専用USBケーブル、
取扱説明書（保証書）
サイズ：H：8.5㎝

PW5005

Arc Amber

アーク

アンバー
4942140950059

W：13.5㎝

商品番号

Photo

PW6001

Item Name

商品名

King(White)

キング

JANコード

上代 / 発注単位

商品情報

ホワイト

494214096001

材質：PP（ポリプロピレン）
LED：単色発光（ウォームホワイト色）
付属品：ウォーマー本体、サンプルポッド1個、専用USBケーブル、

PW6002

King(Black)

キング

￥3000（税抜）/ 各3個

ブラック

取扱説明書（保証書）
サイズ：H：15㎝

W：8.5㎝

4942140960027
※ACアダプターは付属しません

PW6003

Queen (Black)

クイーン

ブラック

4942140960034

PW6009

Twinkle

トゥインクル

\7000（税抜）/ 1個

材質：PP（ポリプロピレン）、スチール、ガラス
LED：単色発光（ウォームホワイト色）
付属品：ウォーマー本体、サンプルポッド1個、専用USBケーブル、

4942140960096

取扱説明書（保証書）
機能：ポッド交換リマインダーランプ、タイマー機能
PW6010

Lace

レース

￥7500（税抜）/

1個

4942140960102

サイズ：H：約13cm

W：9cm（PW6009/6010）

サイズ：H：約13cm

W：14cm（PW6011）

※ポッド交換リマインダーランプ機能：
ポッド交換目安の72時間が経過するとランプの色が変わります。
※タイマー機能：

PW6011

Flow

フロー

￥8300（税抜）/

1個

3/6/9時間のタイマー機能で自動的に電源が切れます。

4942140960119

Serene Pod Warmer Accessaries
商品番号

Photo

セリーンポッド ウォーマー アクセサリー

Item Name

商品名

AC Adaptor

ACアダプター

JANコード

上代 / 発注単位

商品情報
セリーンポッドウォーマー用ACアダプター

PZ0010

￥1200（税抜）/

1個

ウォーマーを据え置きで使いたい場合はACアダプターが便利です。
キング／クイーンに最適です。

4942140990109
シガーチャージャー/ブラッ

PZ0011

ク
Car Charger

PZ0012

4942140990116

シガーチャージャー/ホワイ
ト

4942140990123

￥1200（税抜）/ 各1個

ウォーマーをお車で使いたいときにはシガーチャージャーが必要です。
キング／クイーンに最適です。
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