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2019年 3月 
報道関係者各位 プレスリリース 

 
 

【こんなの見たことない！？】 高さ約１ｍ 特大リードディフュ－ザー
『ILUM(イラム)コレクション』新作の香りが堂々日本初登場！  

 
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、『Max Benjamin(本社：アイルランド)』の ILUMコレクション新作の香り「UN SEUL MONDE(アン スール モン
ド)」を日本総代理店として販売開始いたしました（http://steki.in/ilum.html）。 

 
 2008年創業のフレグランスブランド『Max Benjamin(マックスベンジャミン)』より、2016年にリリースされた ILUMコ
レクション。 
高さ 1mのかつてない大きさ、美しい陶器のグラス、こだわり抜いた高品質の香り。デザインと香りに妥協を許さず、贅沢
を極めたディフューザーはまさに芸術作品。圧倒的な存在感で当初から大きな注目を集めました。 
そして、7つ目の芸術作品「UN SEUL MONDE」が、2019年 2月に登場しました。 
 
■主要販売店舗 

 
伊勢丹新宿店 5階リビングデコール（※3月 6日より 5階インテリア）、銀座三越 ７階バス＆リラックス、東急百貨
店渋谷本店 6階タオル売場、エストネーション六本木ヒルズ店、AREA Osaka、maturite青山、maturite名古屋、Amazon、
BeautyPassport（通販サイト） [ http://www.b-pass.jp/brand_054.html ]、等で展開。 
（店舗により取扱いのアイテム、展開時期は異なります。または在庫切れの場合がございます。） 
 

■会社概要 
 
ステキ・インターナショナル株式会社 
所在地	 ： 東京都渋谷区神宮前 6-29-3 原宿 KYビル 
代表	 	 ： 代表取締役	 島影 将（しまかげ かつし） 
事業内容： 世界の「ステキ」な商品の輸入販売業務 
URL	 	 ： http://steki.in 
Facebook：https://www.facebook.com/steki.intl/ 
Instagram：https://www.instagram.com/steki.in/ 
Twitter  ：https://twitter.com/steki_in  
 

  

【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：谷 明希子 
TEL：03-6427-2577 / FAX：03-6427-2588 / E-mail：pr@steki.in 



ステキ・インターナショナル株式会社 
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-29-3 原宿 KY ビル 
TEL: 03-6427-2577 FAX:03-6427-2588 
URL: http://steki.in Email: pr@steki.in 

2 

 
■Max Benjamin「ILUM コレクション」について 

 
デイビッド、オーラ、マークのバンデンバーグ 3兄弟により、2008年に創業されたアイルランドのフレグランスブラン
ド。2016年にリリースされた ILUM コレクションは、兄弟がフレグランス作りで長年積み重ねて来た経験や知恵の集大
成であり、かつ、次の時代に向けての新境地でもあります。金箔で彩られたハンドメイドの陶器は、それぞれコンセプト
に基づいたデザイン。特別に調香された高品質のフレグランスをふんだんに使用。圧倒的な存在感と贅沢を極めたルーム
フレグランスです。 

  

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■新作「UN SEUL MONDE」について 
 

2019年 2月の新作、フランス語で「世界はひとつ」を意味
する『UN SEUL MONDE』。 

 
描かれているデザインはそれぞれ、渡り烏は「世界を行き
交う人々」、円は 「開かれた機会の扉」、力ラフルなトラ
イアングルは「世界の国々」を意味し、異なる士地での暮ら
しや文化交流、様々な人との出会いなど、グローバル化が進
む現代社会を反映した「文化の融合と人々の調和」が表現さ
れています。 

 
壮大なコンセプトをもとに、シトラス、フローラル、ウッ
ディノートを見事に調和させ、世界に愛される香りがここに
誕生しました。 

  

David Orla Mark 



ステキ・インターナショナル株式会社 
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-29-3 原宿 KY ビル 
TEL: 03-6427-2577 FAX:03-6427-2588 
URL: http://steki.in Email: pr@steki.in 

3 

 
■商品ラインナップ 
 

ディフューザー スタンダード（オイル 1 本付属） ラージ（オイル 3 本付属） 

 
本体価格 22,000円 70,000円 

内容量 
500mL  

ファイバースティック 8本[別箱入] 

1,500ｍL（500mL×3本） 

ファイバースティック 15本[別箱入] 

サイズ 

[容器サイズ] 

底径 8cm 最大径 11cm 高さ 22cm 

[スティック挿入時サイズ] 

最大径約 25cm 高さ約 53cm 

[容器サイズ] 

底径 16cm 最大径 27cm 高さ 35cm 

[スティック挿入時サイズ] 

最大径約 50cm 高さ約 85cm 

芳香期間 約 6 ヶ月〜1年（使用環境による） 約 1年（使用環境による） 

ディフューザーリフィル（スティック別売）  

 本体価格 10,000円  

内容量 500mL  

サイズ 
[容器サイズ] 

底径 7cm 高さ 19cm 

 

ファイバースティック スタンダード ラージ 

 

本体価格 2,000円 5,000円 

内容量 8本 15本 

サイズ [長さ]約 52cm [長さ]約 88cm 

キャンドル スタンダード ラージ 

 

本体価格 15,000円 70,000円 

内容量 715g 5,150g 

サイズ 
[容器サイズ] 

底径 9cm 最大径 13cm 高さ 14cm 

[容器サイズ] 

底径 16cm 最大径 21cm 高さ 32cm 

燃焼時間 約 110時間(3本芯) 約 600時間(5本芯) 

※価格はすべて税抜です。サイズは、小数点第一位以下を切上げて表記しております。 
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■フレグランスリスト 

 

柄 香りの名前 香りの系統 デザイン ・ 香り 

 
【2019年 2月 新作】 

UN SEUL MONDE 
（アン スール モンド） 

シトラス 

フローラル 

ウッディ 

フランス語で「世界はひとつ」を意味する『UN SEUL 
MONDE』。グローバル化が進む現代社会を反映した「文
化の融合と人々の調和」を表す。シトラス、フローラル、ウッ

ディノートを見事に調和させた世界に愛される香り。 

 

INFUSION DECO 
（インフュージョン デコ） 

ハーバル 

グリーン 

1920年代の近代建築である「アールデコ」の装飾様式に
インスパイアされた力強い直線的な模様。ラベンダー、オ

ークモス、パチョリなどの落ち着いたグリーン系の香り。 

 

OR EGYPTIEN 
（オー エジプシャン） 

フローラル 

フルーティ 

フランス語でエジプトのゴールドを意味する『OR 
ÉGYPTIEN』。「円に囲まれた点」は「金」や「太陽」を、周
囲の瑠璃色は「喜び」を表わす。古くからエジプトで愛され

るゼラニウム、ジャスミン、ローズなどの華やかな香り。 
 

BASILICA 
(バシリカ) 

オリエンタル 

ウッディ 

古代ローマ時代から伝わる建築形式の 1つである
『BASILICA』からインスピレーションを受けた幾何学的な
モザイク模様。聖水、庭園の花、お香などの中世ローマの

教会をイメージした香り。 
 

COLOGNE RETRO 
（コロン レトロ） 

シトラス 
尊敬する父が仕事へ向かう時に毎朝まとっていた懐かし

いコロン。レモン、ムスク、アンバーなどの爽やかな香り。 

 

BELGRAVIA LUX 
（ベルグラビア ラックス） 

フルーティ 

ウッディ 

家族旅行で訪れた、世界でもっとも豊かな地区の１つであ

る超高級住宅街『BELGRAVIA』。プラムやザクロの魅惑
的な甘さと花やスパイス、木が織り成す心地よい香り。 

 

FIG ARABESQUE 
（フィグ アラベスク） 

グリーン 

フルーティ 

祖父の家のリビングにある食器棚の幾何学的な柄をモチ

ーフにしたアラベスク模様。イチジク、カシス、グリーンなど

の子供の頃に祖父と過ごした思い出の香り。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


