プレスリリース

2018 年 2 月 9 日
アットアロマ株式会社
“花と舞と音楽”の宴を楽しむ、お花見体験

『FLOWERS by NAKED 2018 輪舞曲』
天然オリジナルアロマによる、イベント空間演出
2018 年 2 月 26 日(月)まで
心地よさと機能性のあるアロマ空間デザインや、香りによるブランディング・CI を手掛けるアットアロマ
株式会社（代表取締役：片岡 郷）は、開催中の『FLOWERS by NAKED 2018 輪舞曲』(2018 年 1 月 23
日(火) 〜 2 月 26 日(月)／日本橋三井ホール）にて、株式会社ネイキッドとのコラボレーションにより、
FLOWERS by NAKED オリジナルの香りによる空間演出を行っています。
「FLOWERS by NAKED」は、通算 25 万人を動員した、五感で楽しむ花のアート展です。今回は「輪舞
曲（ロンド）」をテーマに、デジタルとアナログで” 花と舞と音楽 ” を融合させた新たな作品を展開。前年
までの鑑賞中心のコンテンツから参加型のコンテンツとなり、来場者は都会の中心で、幻想的な花の世界に
迷い込み、アート空間の中を歩きながら花の生命のストーリーをなぞります。
香り空間演出について

＜記憶に残る香り体験を＞
会場内では、それぞれのコンテンツと連動して、アットアロマによる香りの空間演出を行っています。
アットアロマのアロマ空間デザイナーが FLOWERS by NAKED のためだけに、テーマやコンセプトに合わせ
て、天然の植物から抽出された、100%ピュアエッセンシャルオイルを調合。花をモチーフとした特別なオ
リジナルアロマを創りあげました。
来場者の嗅覚に働きかける香りの演出は、イベントでの楽しい経験とともに深く記憶に残ります。今回は
新たに『MICRO（ミクロ）』『FULL BLOOM（フルブルーム）』『KASUMI[桜彩]（カスミ[オウサイ]）』の
3 種の香りを制作。初回開催時より演出している『SECRET GARDEN』を含む全 4 種のオリジナルの香りが、
会場内を印象的に演出しています。

＜精霊の踊りとともに香り広がる＞
「花畑エリア」のステージ、「桜彩エリア」では、
40 分に一度、春の訪れを告げるヴァイオリン奏者
と春の精霊たちによる宴が繰り広げられます。
春の精霊たちが踊りだすと、花のアロマの香り
がふんわり心地よく広がり、春の訪れを嗅覚から
も感じていただけます。
精霊たちの漂わせる香りは日々変わるとのこと。
どんな香りを纏った精霊に出会えるかお楽しみに。
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FLOWERS by NAKED オリジナルアロマについて
01 SECRET GARDEN（シークレットガーデン）
魅惑的でラグジュアリーな印象の、甘く花々しい特別な香り
ブレンド内容：ゼラニウム、イランイラン、ベルガモット、サンダ
ルウッド、ベンゾインなど

[演出箇所] BIG BOOK
日常から非日常の世界へといざなう大きな本のオブジェ「BIG
BOOK」。FLOWERS by NAKED の世界はここから始まります。

06 MICRO（ミクロ）
目には見えないが手に取れそうな存在感、地から包み込まれ
るような印象を感じる、フローラルハーブの香り
ブレンド内容：ラベンダー、イランイラン、ライム、ユーカリ、コ
リアンダーなど

[演出箇所] 小さい世界 エリア
花図鑑エリアで撮影した花の写真を『空間顕微鏡』にかざすと、
写真の色を抽出し、アートが花開きます。

07 FULL BLOOM（フルブルーム）
花々が彩り豊かに共演する、楽しさと幸福感を感じる花畑の
香り
ブレンド内容：ネロリ、スパイクラベンダー、ローズマリー、カモ
ミール、ユーカリラディアータなど

[演出箇所] 花畑 エリア
種をまき、水をやり、たくさん栄養を与えて花を育てる花畑。幼い
頃、花畑で遊んだように、さまざまな遊びを楽しむことができます。

08 KASUMI[桜彩]（カスミ[オウサイ]）
やわらなか日差しの中で花びらが舞う、花霞の情景を感じさ
せる、甘く優しい香り
ブレンド内容：グレープフルーツ、ホーウッド、ジャスミン、カモ
ミールローマン、アニスなど

[演出箇所] 桜彩 エリア
日本一早いお花見を象徴する桜のアート空間。100 本の「啓翁桜」
とともに、空中には和紙のインスタレーションアート、アーティシ
ャルフラワーが春を演出します。
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オリジナルグッズ販売＆ワークショップ開催
＜オリジナルグッズ販売＞
花図鑑（STREET）エリアでは、会場内で演出する FLOWERS by NAKED オリジナルのエッセンシャルオ
イルやエアミスト、またディフューザーなどのアロマグッズを販売しています。
・オリジナルエッセンシャルオイル(10ml) 全 4 種
販売価格：各 1,600 円（税抜）
・オリジナルエアミスト(30ml) 全 4 種
販売価格：各 1,600 円（税抜）
※「01 SECRET GARDEN」のミストは好評につき
完売いたしました。

＜アロマワークショップ開催＞
会場内の香りを手がけるアットアロマ監修の「オリジナルアロマミスト ワークショップ」を、2 月 15 日
（木）～2 月 17 日（土）まで 3 日間、開催いたします。日本一早いお花見を楽しんだ後に、
「FLOWRES
by NAKED」オリジナルの香りによるアロマスプレーづくりをぜひお楽しみください。
『アットアロマ オリジナルアロマミスト ワークショップ』
・開催日：2 月 15 日（木）
、2 月 16 日（金）、2 月 17 日（土）
・開催時間：①11:30-12:30／②13:00-14:00／③15:30-16:30／④17:00-18:00／⑤18:30-19:30
※２月 17 日（土）は全 4 回（①～④のみ）
・チケット料金：FLOWRES by NAKED オリジナルアロマミストワークショップ付き前売券 3,400 円
申し込みはこちら：http://ticket.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=1761498&rlsCd=002
※なお当日空きがある場合は、当日券（前売料金＋手数料 200 円）、またはセミナー会場にて
ワークショップ参加券のみ（2,500 円）をご購入いただけます。

開催概要
『FLOWERS by NAKED 2018 輪舞曲』（フラワーズバイネイキッド 2018 ロンド)
・場所：日本橋三井ホール COREDO 室町 1 5F（エントランスは 4F）
・会期：2018 年 1 月 23 日（火）〜2 月 26 日（月）※会期中無休
・時間：10:00〜20:00 ※入場は閉場の 30 分前まで
・チケット：[当日券]大人(高校生以上) 1400 円／小人(小・中学生)900 円
・主催：FLOWERS by NAKED 製作委員会
・企画・演出：NAKED Inc.
・チケット情報・詳細情報はこちらから：https://flowers.naked.works/2018rondo/
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会社概要
＜NAKED Inc.について＞
「FLOWERS BY NAKED」の企画・演出・制作を手がける、株式会社ネ
イキッドは、1997 年、村松亮太郎を中心に、映像ディレクター／デザ
イナー／CG ディレクター／ライターなどが集まり設立されたクリエイ
ティブカンパニー。メディアやジャンルを問わず、映画／広告／TV／インスタレーションなど様々なクリ
エイティブ活動を続ける。また、近年はプロジェションマッピングを始めとした様々な映像演出技術や美術
造作を組み合わせ、光を使った空間の総合演出を手がけている。
＜@aroma について＞
「アロマで空間をデザインする」をコンセプトに、天然の香りがもたら
す心地よい香り空間をトータルに提供するサービスカンパニー。商業施
設やホテルなど、全世界 3,000 箇所以上のパブリック空間でアロマ演出
を手がけている。アロマ空間デザインのノウハウをもとに、パーソナル
な空間でも使用できる、家庭用アロマディフューザーや天然 100％エッセンシャルオイルブレンドの企画・
開発も手がけている。
■社名：アットアロマ株式会社
■代表者：代表取締役社長 片岡 郷
■設立：1998 年 12 月 14 日
■事業内容：アロマ空間デザインサービス、ディフューザー・オイルの開発・販売、スクールの運営
■公式サイト：http://www.at-aroma.com

本件に関する報道関係者様のお問い合わせ先
アットアロマ株式会社 広報 武石紗和子
〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋 2-11-23
TEL：03-6453-4231

サンタワーズ B 棟 4 階

FAX：03-6453-4236

E-mail： pr@at-aroma.com

4

