
STORIE DI SETA
The new silk perfume anthology by Salvatore Ferragamo

 
#StoriediSeta

 サルヴァトーレ フェラガモのアイコニックなシルクのクリエイションにインスパイアされたストリエ ディ セタ。 
五感を刺激しながら、 幻想的な風景や魅惑的な感覚へと誘う、 創意に富んだ様々な経験をもたらします。 

それは繊細なシルクの糸が、 美しいスカーフやストールに魅力的な模様やパッチワークを織りなすかのように、 
夢や色彩、 感覚的な世界に引き込まれていく旅のようです。

THE CONCEPT
Create your own fragrance

コレクションは４種類のオーデパルファムで構成されており、 異なる�つのカラーと、 サルヴァトーレ フェラガモの伝統的な
テキスタイルをベースに描かれた４種の精緻なモチーフがあしらわれています。 この新しいフレグランスは、 職人のセンス
とパーソナルな好みが融合して、 魅惑的な世界を創り出し、 常に変化し、 新たな発見と喜びをもたらします。
それぞれのエッセンスを単独でも使うことができるのはもちろん、 エッセンスを重ね付けしカスタマイズすることもできます。
このコレクションは、 思いがけない組み合わせや無数の可能性を通じて、 すべての香りを纏いたいという ʻdo it yourself’ 
の気持ちを駆り立てると共に、 嗅覚の次元を自己表現の特別な儀式へと変えてくれます。
�つのオーデパルファムは、 Ready-to-wear（既製服）のように�種類で楽しむこともできますが、 複数の香りを重ね付けす
ることもできます。 まだ見ぬ感情を引き出しあらゆる感覚を刺激し、 まるでBespoke（オーダーメイド）のような気分を楽し
むことができます。

THE FOUR FRAGRANCES

GIARDINI DI SETA ジャルディーニ ディ セタ オーデパルファムは、 シャリッとした赤い果実のジューシーなテイストを、 
輝きあふれるムスクが包み込むフローラル フルーティな香りです。 芸術的なブーケのように、 甘酸っぱくフレッシュなルバー
ブが現れ、 ピンクの桜の花のハートノートの香りを、 温かみあるマダガスカルベチバーのウッディな香りが抱擁します。

GIUNGLE DI SETA ジュングレ ディ セタ オーデパルファムは、 ワイルドグリーンのフレッシュな香りです。 ピュアで深み
のあるウッディノートに重なり、 エキゾチックなフローラル グリーンノートを醸し出しています。 グリーンピースの生き生き
としたクリスピーなひねりと、 ピオニーブロッサムのべルベットのような透明感が対照的に香り立ち、 光り輝くムスクの香
りによって明るさを与えます。

SAVANE DI SETA サヴァーネ ディ セタ オーデパルファムは、 はつらつとした黄色野菜がエキゾチックなひねりを加
え洗練されたフレグランスに姿を変えた、 官能的なシトラスフローラルの香りです。 サプライズなキャロットアコードは、 
パウダリーなイリスのハートノートへと誘い、 インディアンサンダルウッドのクリーミーでミルキーな香りによって柔らかな
印象をもたらします。

OCEANI DI SETA オセアニ ディ セタ オーデパルファムは、 魅力的なキアロスクーロ（明暗のコントラスト）を持つ、 
生き生きとしたフローラル アクアの香りです。 最初に現れる、 クリスタル ソルティアコードは海の力強い波を思い起こさ
せます。 スパークリングなマグノリアのピュアでグリーン感を帯びたハートノート、 そして、 柔らかなヘリオトロープによっ
て気高さを放ちます。
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SILK THREAD AND SUSTAINABILITY

シムライズの調香師であるエミリー・コッパーマンとアリエノール・マスネのコラボレーションによって生まれたこの４種の
オーデパルファムは、 「FILO DI SETA （フィロ ディ セタ）」（=シルクの糸）アコードによって結びつけられています。
これはコレクションの象徴でもあり、 この独特のシグネチャーアコードがそれぞれブレンドされることにより、 １種のみなら
ず２種、 もしくは全種類を重ね付けすることを可能にしました。 まさにテーラーメイドのフレグランスと言えるでしょう。
このコレクションのDNAである「FILO DI SETA （フィロ ディ セタ）」は、 グリーンケミストリーの手法でオレンジピールから
採取されたフレッシュなスズランの香りLilybelle®や、 エシカルに調達されたスパイシーペッパーオイルにピンクグレープ
フルーツ、 ユズを加えたウッディなフローラルを帯びたユニークなアクセントを持つティムットペッパー、 そして、格調高い
パフューマリーDe Laireが受け継いできた���年もの素晴らしい伝統への敬意を込めたピュアなシルクの感覚を表現した
アコードである「Neo Soie Velours De Laire（ネオシルクベルベット ドゥ レア）」を配合しています。

ROLLER BOOSTR

オーダーメイド体験をさらに魅力的にする�種類の特別なローラーブースターも登場。
単独でも、�種のコレクションと重ねて使用することもでき、香りの存在感を高めます。
Musky Booster ストリエ ディ セタ ムスキー ブースター
明るく親しみやすさのあるセカンドスキンのように包み込む香り
ムスク、 イエロージューシーペア
Woody Booster ストリエ ディ セタ ウッディ ブースター
心をふるわせるような温かみのあるセンシュアルさと力強さを持つ香り
カシミアウッド、 マダガスカルベチバー

THE BOTTLES

�つのボトルはそれぞれエレガントなフォルムでシルバーカラーのキャップが施され、 上部にはサルヴァトーレ フェラガモ
のロゴがあしらわれています。 透明なガラスボトルにはサルヴァトーレ フェラガモのシルクのマスターピースから着想を得
たモチーフが、 すべての角度から透けて見える革新的なセラミックデコレーションで装飾されています。
ジャルディーニ ディ セタは、 豪華な花々と優雅な鳥たちが幻想的な秘密の庭園から飛び立つ様子を、 赤を使った構図で
描いています。
ジュングレ ディ セタは、 豊かな葉を茂らせた野生のジャングルのグリーンとシルクの追憶を想起させます。
サヴァーネ ディ セタは、 神秘的なサバンナの夕陽に映える野生動物たちと葉の模様がイエローの輝きを放っています。
オセアニ ディ セタは、 幻想の世界として描かれた海の底深くにある楽園に流れる、 流動的な深いブルーを表現しています。
これらの素晴らしいデザインは魅力的なイメージを与えます。 象徴的なシルクの模様がそれぞれのボトルに美しく描かれ、
コレクション欲求を喚起させる逸品になることでしょう。

THE CAMPAIGN

ストリエ ディ セタ アンソロジーのキャンペーンには、 ビジュアルアーティストとして名高いニコリナ・ペトラスの夢と魔法の
レンズを通して、 日常を非日常に変えるシュールな描写が特徴となっています。
花と動物が混在する洗練されたシーンは、 このうえなく美しく到底想像のつかない要素が混ざり合い、 幻想と不思議に満
ち溢れた動きのある超現実的な絵画を作り出します。 それぞれのアートワークは二次元の要素が魔法のように引き付けら
れ重なり合い、 三次元の空間を創り出します。 その空間はどこか親しみがありながらあたかも現実のようであり、 なおか
つ完璧な幻想のようにも見えます。
ペトラスの巧妙で複雑なモンタージュテクニックにより、 これらのビジュアルストーリーは、 巨大な動物やそびえたつ木々、
鮮やかな花々が織りなす忘れられない白昼夢の物語にリズムを与え、 最終的には海がジャングルと出会い、 クジラがハチ
ドリと飛び立つといった、 見たことのない風景が繰り広げられます。





サルヴァトーレ フェラガモ
 ジャルディーニ ディ セタ オーデパルファム
 ジュングレ ディ セタ オーデパルファム
 サヴァーネ ディ セタ オーデパルファム
 オセアニ ディ セタ オーデパルファム

各 ��mL  �,���円 ／ 各 ���mL  ��,���円 *すべて税込価格

ストリエ ディ セタ ディスカバリーキット  ��,���円

ストリエ ディ セタ ブースターキット  �,���円
 ムスキー ブースター オーデパルファム ��mL 
 ウッディ ブースター オーデパルファム ��mL

*すべて税込価格
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