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茶の文化を取り入れた香りと道具のブランド
「MABOROSHI」
2022年 夏の新作のご案内

茶の文化に学び、手仕事に触れ生まれた、香りと道具のブランド「MABOROSHI」より、 
2022年夏、5種の新作が登場します。 
新作のラインアップは、自然の素材で構成される香りのアイテムと、香りを楽しむための道具で 
構成されます。  
都会にいても、大地の恵みを感じることができるーー。 
「MABOROSHI」の新しい提案にご期待ください。 
＊発売日はアイテムごとに、6月～7月にかけて発売日が異なります。 

「MABOROSHI」について 
「間に触れる、間を育てる」。 
茶葉から漂う香りの美しさを原点に、その魅力を伝えたいという思いから生まれました。 
自身と向き合う時に寄り添い、自分らしい「間」を生み出す香りと道具をお届けしています。 
香りは厳選した自然素材を選び、香りを楽しむための道具は、デザイナー、職人、調香師など、 
それぞれのクリエイターが「MABOROSHI」のために作り上げました。 
香りを感じる行為は、自らを整える行為ともいえるでしょう。 
「MABOROSHI」は、自然の素材で「間」を整え、心地よい状態、安らぎの時間を提供しています。
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「MABOROSHI」新商品 
 
spiral incense スパイラル インセンス     価格：￥2,500 発売：7月9日（土） 

香りの文化に深く長く根付いている京都 山田松香木店の「かやり香」を、オリジナルのパッケージで
「MABOROSHI」から発売します。古来より、日本におけるお香は、好い香りであると共に、心へどの
様にアプローチするのかがとても大切なことでした。朝焼けの透明感。夕暮れの静寂。香るその時々に
よって浮かび上がる景色は変容します。どんな時にも、心地よい静けさと深い安らぎをもたらしてくれ
る香りです。天然除虫菊を配合しているため、香りを楽しむだけでなく蚊遣り香としてもお使いいただ
けます。 
  

使用方法 
付属の香立ての上に載せたり、皿の上に灰を盛りその上に載せてお使いください。 

内容量：10枚（香立付）　サイズ：直径 5cm 燃焼時間：1.5時間 

山田松香木店：江戸時代より続く、京都の老舗 香木店。平安時代からの「日本の香り文化」を、その発祥・発展の地で正統に
伝承することを社是とし、香木・香原料の産地買付・輸入・製造を一貫して行ない、自然素材にこだわった高品質の香りを作
り続けています。 
 
small plate for maboroshi スモールプレート フォー マボロシ    価格：￥3,500 発売：7月9日（土） 

猿山修がデザインし、波佐見焼の陶磁器ブランド「マルヒロ」が製造した、「MABOROSHI」の香りを
楽しむための道具。その繊細で美しい姿は、古来より捧げ物の道具としての役割を果たす器の姿を思い
起こさせてくれます。 

使用方法 
ティーキャンドルや、灰を盛ってかやり香を載せる小皿として。自在鉤*に吊るしたり、kouro#01**の本
体に入れ、中のキャンドル隠しとして使用するなど、ご自由にお使いいただけます。  
*自在鉤は3P、**koubo#01は6Pに記載 
サイズ：直径 9cm 高さ 3cm 素材：磁器    
       
spiral incense + small plate for maboroshi set  価格：￥5,800　発売：7月9日（土） 
かやり香と小皿のセットもご用意しました。こちらのセットをご購入の方にのみ、灰を1回分プレゼント。 
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「MABOROSHI」新商品 

自在鉤       価格：￥19,800  発売：7月9日（土） 

囲炉裏や茶室で使用される「自在鉤」はその名の通り自由自在に高さを調整し、火との距離を調整する
道具です。この仕組みとその機能美を元に、猿山修がデザインを手掛けた代表的なプロダクトの一つ、
その名も「自在鉤」は、日本人が取り入れた生活への知恵を、見事に現代の姿へと昇華している逸品で
す。「MABOROSHI」では、この「自在鉤」を再解釈し、小皿に合わせ、新たに猿山修がディテールを
再編集しました。従来のものに比べて添付のフックの部分を小さくし、垂直線を強調することで、受け
の部分にかかる皿へ視覚が移りやすくなっています。 
  
使用方法 
金属同士の摩擦を利用した仕組みで、お好みの長さで止めることが出来ます。空間や設えによって自由
に調整し、天井や柱から吊るしてお使いください。 
  
サイズ：自在鉤 高さ76cm～129cm　受け 直径6.6cm、高さ11cm 

デザイン：猿山修、 制作：ギュメレイアウトスタジオ、 製造：塩見和彦　 
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「MABOROSHI」新商品 

essencial oil エッセンシャルオイル　価格：各種￥3,000（tea/moss/hinokiの3種）　発売：6月25日（土） 

「自然の美しさ、日本の美意識が込められた香り」である「MABOROSHI」の既存商品「fragrance 
mist」*のベースとなる精油（essencial oil）。（*「fragrance mist」は7ページに記載） 
この香りは、「MABOROSHI」とフランスの調香師 Barnabe Fillion（バルナベ・フィヨン）との協業
で生まれました。「“香”を通し、日本の美意識である“和み”のある日々を創造したい」という
「MABOROSHI」の思いに、バルナベ・フィヨンが共感し体現した“日本の自然観”に“西洋の香”の概念
を加え、フランスで全て天然素材から作られた精油です。 
奥深く立体的で、優しい結界に包まれ安らぎを得たのちに、その香りの結界は曖昧となり、心の静けさ
を取り戻してくれます。複雑かつ深い香りをお楽しみください。 

使用方法 
kouro#01の皿に水を張り、2～3滴垂らすと、香りが部屋の中に広がります。また、アロマディフュー
ザーに使用したり、素焼きのストーンやアロマオーナメントに数滴たらし、玄関、クローゼット、寝室
や靴箱に置くと香りが優しく広がります。 

内容量：3ml 
ラインアップ： maboroshi41 tea ：緑茶、マテ、赤海苔 
  maboroshi10 moss ：白檀、干し草、ベチバー 
  maboroshi31 hinoki ：檜、杉、ピンクペッパー 
 

Barnabe Fillion バルナベ・フィヨン 
調香師。「美しい自然の持つ魅力とその景色を香りに閉じ込める」こ
とで知られ、ヨーロッパを中心に世界中のブランドの調香を手掛ける
調香師。植物学の研究と共に、ヨーロッパにおける伝統的技術を学び、
自然とその恵みである天然素材を愛し、多くの旅を通して、人や文化と
の交流、そして素晴らしい素材との出会いが、彼の魅力ある香りづくり
に活かされている。 
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「MABOROSHI」新商品 

maboroshi for kouro （yomogi ヨモギ / kouyamaki 高野槙） 価格：￥1,500  発売：6月4日（土） 

既存商品の「kouro #01」（6ページ参照）のmaboroshi for kouroシリーズの新商品として、ヨモギ
と高野槙の2種が登場しました。軽やかで夏にぴったりの香りです。 

使用方法：kouro#01にお好きな量をのせてお愉しみください。 

内容量：yomogi：3g、kouyamaki：6g（10～15回分） 
 
yomogi 

古代ギリシャで、女性の身体を整えるハーブとして広く愛用されていたヨモギは、日本においても、野
草を象徴する植物として大切にされてきました。姿や印象は繊細ですが、生命力はとても強く、荒野で
たくましく育つその力からも、心身を健やかに導きます。太古から、世界中で人々の日々に寄り添う野
草の魅力を、香りとしても是非お楽しみいただき、心のリラックスをご体験ください。 
素材協力：Retocos（リトコス） 
  
kouyamaki 
  

日本の固有種であり、世界三大美樹の一つとして称えられる高野槙は、他の樹木にはない魅力を持ち合
わせています。瑞々しく、透明感のあるレザーのような香りは、心を優しく包みこみ深い緑溢れる森林
の中の静けさに浸るような感覚を提供します。高野槙は、現在、環境変動により、限られた自然の中で
のみ自生する希少な樹木の一つです。「kouro #01」の上に載せて、ゆっくりと高野槙の香りの世界を
旅してください。 
素材協力：中川木工芸 
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「MABOROSHI」既存商品のご紹介 

 
kouro #01

茶香炉を現代に再解釈したプロダクト。デザインを猿山修、製造をマルヒロ
が手がけています。自然素材の持つ魅力をそのまま体感できる道具です。 
茶香炉：茶葉に熱を加え香りを楽しむための道具 

価格：￥17,500 
サイズ、素材：＜皿＞Φ 15cm　 H 2cm / 陶器 
          ＜身＞Φ13.5cm  H 8cm / 磁器 

maboroshi for kouro 
kouro #01 で楽しむための、自然の恵の香。既存商品は下記5種をご用意しています。 
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maboroshi41 
日本茶・紅茶・烏龍茶など五種
の天然素材をバランスよくブレン
ドした茶香炉用の茶葉。 
素材協力：EN TEA 
価格：￥1,500　 
内容量：35g（5g×7包） 

maboroshi41 for MAISON 
パリのレストラン『MAISON』をイメー
ジして作った茶香炉用の茶葉。
「maboroshi41」に青森県産天然ヒバの
精油をインフューズして仕上げました。 
素材協力：EN TEA、Cul de Sac-JAPON 
価格：￥2,100　 
内容量：35g（5g × 7包） 

aomori hiba 
Cul de Sac-JAPONが、素材から
厳選をし丁寧に仕上げた青森ヒ
バのディープウッドオイル。 
素材協力：Cul de Sac-JAPON 
価格：￥1,500 
内容量：20g（10～15回分） 

botanboufu 
夏に可憐な白い集合花を咲かせ
る、別名「長命草」とも呼ばれ
るボタンボウフウ。 
素材協力：Retocos 
価格：￥1,500 
内容量：5g（10～15回分）

holy basil 
愛らしい薄紫色の花をつけた 
ホーリーバジル。 
素材協力：Retocos 
価格：￥1,500 
内容量：5g（10～15回分） 

roselle 
魅惑的なルビーレッドの花びらと
爽やかな酸味をもち、栄養豊富
なハーブ、ローゼル。 
素材協力：Retocos 
価格：￥1,500 
内容量：10g（10～15回分） 

jindai sugi 
神代（かみよ）の昔から地中で眠
りつづけていた稀少な杉の木。 
素材協力：中川木工芸 
価格：￥1,800 
内容量：6g（10～15回分）
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「MABOROSHI」既存商品のご紹介 

fragrance mist 
「MABOROSHI」と調香師 バルナベ・フィヨンとの協業により自然素材のみで生み出された、奥深く立体的で、
優しい結界に包みこまれるような香り。居間や寝室はもちろん、旅先や浴室でスプレーして自然の香りをお楽しみ
ください。

maboroshi41 tea   
茶葉を軸に構成されたMABOROSHIの世界観を象徴するモデル。爽やかに広がり、静
かに変化する甘みと香りは懐かしく優しい景色を走馬灯のように心の中に描いてくれ
ます。お茶を口にした時に、余韻で感じる“安堵感”を、香りという表現でお楽しみく
ださい。 
価格：￥4,000 内容量：100mL 

maboroshi10 moss 
静けさと艶やかさを感じる、芳醇な香りが印象深いモデル。高貴で官能的な香りは、
豊かに広がる苔の景色とリンクします。その世界に身を委ねると、やがて安らかな気
持ちに包まれ、心の落ち着きが訪れます。 
価格：￥4,000 内容量：100mL 

maboroshi31 hinoki 
清らかさと和み。若日本を象徴する香りである「檜」の持つ多面的な表情と、その奥
に潜む情熱的な香り、それらの重なりを表現する中で、多幸感を立体的に感じさせて
くれるモデルが生まれました。 
価格：￥4,000 内容量：100mL 

MABOROSHI について 
2020年にスタートした香りと道具のブランド。茶葉から漂う香りの
美しさを原点に、その魅力を伝たいという思いから、信頼を寄せる
自然素材のみを使用し、香りそして美しい道具を通して楽しみ方を提
案しています。天然アロマ素材シリーズ『maboroshi for kouro』、
スプレータイプの天然由来の素材のみで生み出された『fragrance 
mist』。『fragrance mist』は、フランスを拠点に活躍する調香師 
Barnabe Fillion(バルナベ・フィヨン)が手掛けています。  
https://maboroshi54.com 

お客様お問合せ先：MABOROSHI https://maboroshi54.com 

プレスお問合せ先：HOW INC.   MAIL pressrelease@how-pr.co.jp　　 TEL 03-5414-6405

7

mailto:pressrelease@how-pr.co.jp



