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FRAMA Studio 

Since the launch of our first collection in 2011, FRAMA 
has embraced an organic and collaborative approach 
to design equally inspired by the old and the new, by 
digital technologies and analog traditions. The brand's 
naturalistic, hands-on approach to design and production 
has allowed the creation of a unified aesthetic across 
a growing range of product collections encompassing 
lifestyle objects and homewares, interior architecture 
and meaningful design solutions, furniture and lighting, 
scents, and skincare.

Based in Copenhagen’s Nyboder neighborhood, FRAMA’s 
headquarters are an ever-evolving studio space housed 
in the historic St. Pauls Apotek dating back to 1878. Each 
year, FRAMA Studio Store hosts a full calendar of open 
events, collaborative gatherings, as well as art and design 
installations.

4
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コペンハーゲンのNyboder地区を拠点とするFRAMAは、五感を刺激し、心豊かな生活を促すライフスタイル・オブジェを制作するデザインブランドです。天然素材、シンプルな幾何学模様、そして妥協のない品質に重点を置くFRAMAのアートワークは、想像力と実用性を結び付け、独特の温かみのある誠実な美学を生み出しています。
2011年にファーストコレクションを発表して以来、FRAMAはデザインに対して有機的かつ協力的なアプローチを採用してきました。このアプローチでは、古いものと新しいもの、デジタル技術とアナログの伝統から同じようにインスピレーションを受けています。デザインと生産に対する自然体で実践的なアプローチにより、家具、照明、ホームオブジェ、ファブリック、アポセカリー、書籍、キッチンなど、幅広い製品コレクションで統一された美学を実現しています。
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St. Pauls Apothecary

St. Pauls Apothecary Collection is developed in Copen-
hagen and created with natural, carefully selected 
ingredients. Each product is gender-neutral and crafted 
with essential oils that offer a pure, refreshing, and 
distinct scent that helps restore skin balance. The 
collection sets the tone for re-discovery by captivating 
the senses and stressing individuality.

one

ST. PAULS APOTHECARY COLLECTION 
2016年よりスタートしたアポセカリーのラインナップ St. Pauls Apothecary Collection は、現在スタジオを構えている 1878年に設立された 薬局St. Pauls Apotekの歴史的な空間にインスパイアされて生まれました。 自然素材のリサーチ、天然由来のエッセンシャルオイルを用いた香りのディ レクションなど、すべての製品開発はコペンハーゲンのスタジオで行なって います。コレクションの特徴のひとつは、「薬局」「ミュージアム」「寺 院」といった場所や建物、旅の記憶から着想を得て調香されたジェンダー ニュートラルな香り。もうひとつの特徴はパッケージのマテリアルとデザ イン。ニュアンスのあるカスタムカラーが印象的なイタリア製ガラスボト ルをはじめ、確かな存在感が空間に美しさをもたらしてくれます。
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Apothecary Scent

Featured in products for hands, body, and hair, 
APOTHECARY is FRAMA’s signature scent. With notes 
of sandalwood, cedar, and ylang ylang, APOTHECARY 
is a pure and refreshing aroma with a calming effect. 
Inspired by St. Pauls Apotek, a historic pharmacy that was 
established in Copenhagen in 1878, and which is today 
home to FRAMA’s headquarters and Studio Store, the 
APOTHECARY scent is infused with the dreams of the 
past.

KEY NOTES Sandalwood, Cedar, and  Ylang Ylang

18
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FRAMAの代表的な香りAPOTHECARYは、サンダルウッド、シダー、イランイランのピュアでさわやかな香りです。
1878年にコペンハーゲンで創業し、現在はFRAMAの本社とスタジオストアがある歴史ある薬局、セントポールズアポテックからインスピレーションを受けたAPOTHECARYの香りは、過去の夢を吹き込んでいます。
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HAND WASH

Product
Origin
Material 
Size

Apothecary Hand Wash
Denmark & Italy
Italian glass
375 mL & 500 mL

The APOTHECARY Hand Wash is a mild, scented 
cleansing gel containing a blend of nourishing oils and 
mineral-rich extracts to hydrate and purify. Formulated 
for everyday use, its gentle foaming agents and natural 
active ingredients restore balance and moisture, leaving 
skin soft, renewed, and protected. 

The delicate balance of nourishing ingredients such 
as aloe vera, thyme oil, shea butter, and extracts from 
flax, cotton, and fig gently cleanse, hydrate, and soften 
hands, restoring the skin’s purity. Additionally, Vitamin E 
promotes skin health by actively counteracting damage 
caused by environmental toxins.

one

one

APOTHECARY Hand Wash 

シダーウッド、サンダルウッド、イランイランを基調とする FRAMA の特徴的な香りのハンドウォッシュ。天然由来の成分はマイルドな泡立ちで、手肌をリフレッシュします。

APOTHECARY Hand Wash は、ナチュラル＆オーガニック成分を配合したクレンジングジェルです。軽い使い心地で、泡立ちが優しく、毎日使いやすく、爽やかな洗い上がりで、健康的な肌をサポートします。
天然の成分が肌のバランスを整え、柔らかい肌へと導きます。
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Formulated with natural, active ingredients, the 
APOTHECARY Hand Lotion replenishes and hydrates the 
skin, leaving it soft and revitalized. A soothing treat for 
your skin, an essential part of your care routine.

Crafted with calming aloe vera, nourishing thyme 
oil, pure almond oil, and shea butter, which prevents 
moisture loss and repairs damaged skin, the 
APOTHECARY Hand Lotion deeply moisturizes and 
promotes cell renewal. It revitalizes the hands with its 
softening and protective layer and scents them with its 
distinctive aroma.

HAND LOTION

Product
Origin
Material 
Size

Apothecary Hand Lotion
Denmark & Italy
Italian glass
375 mL & 500 mL

one

one

APOTHECARY Hand Lotion

シダーウッド、サンダルウッド、イランイランを基調とする FRAMA の特徴的な香りのハンドローション。手肌をリフレッシュし、潤いを与えて柔らかくします。べたつかず、さらりとした使い心地です。肌に水分を与え、柔らかく瑞々しい肌に導くハンドローションはケアルーチンに欠かせないアイテムです。
アロエベラ、タイムオイル、ピュアアーモンドオイル、潤いを保ち肌ダメージの修復を助けるシアバターを配合しています。
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The natural APOTHECARY Shampoo has been crafted 
to thoroughly cleanse, moisturize, and balance the scalp 
and hair without drying or stripping. Intended for daily 
use and all-hair types, the shampoo’s lightweight formula 
leaves naturally hydrated and soft hair while invigorating 
the senses.

The APOTHECARY Shampoo synthesizes beetroot-
derived surfactants with amino acids to effectively 
condition the scalp and gently remove impurities. Fig 
essence helps maintain moisture and balance through 
the subtle release of nutrients and Vitamins C and E 
while flaxseed extract boosts growth and slows down 
hair breakage.

SHAMPOO

Product
Origin
Material 
Size

Apothecary Shampoo
Denmark & Italy
Italian glass
375 mL

one

one

APOTHECARY Shampoo

シダーウッド、サンダルウッド、イランイランを基調とする FRAMA の特徴的な香りのシャンプー。頭皮と髪のバランスを整え、うるおいを与えながら、しっかりと汚れを落とします。毎日使うシャンプーとして、またすべての髪質に合うよう、軽い使い心地です。自然な潤いと柔らかさを残しながら、髪をソフトに洗い上げます。
ビーツ由来の成分が頭皮のコンディションを整え、汚れをやさしく落とします。イチジクのエッセンスが、うるおいとバランスを保つのを助けます。
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The natural APOTHECARY Conditioner has been crafted 
to naturally nourish and hydrate all hair types. Created to 
improve shine, softness and resilience while delivering 
conditioning nutrients deep into the hair follicle, the 
conditioner features the collection’s signature scent. 
Enriched with active proteins and softening essential oils, 
this lightweight product is formulated for daily use and 
helps to both soften and detangle hair while invigorating 
the senses.

The APOTHECARY Conditioner synthesizes natural 
Abyssinian oil with absorbent fatty acids to effectively 
hydrate all hair and scalp types. Rich in antioxidants and 
Vitamins A, B1, B2, B6, C, and E, it gently conditions and 
detangles hair without leaving any residue.

CONDITIONER

Product
Origin
Material 
Size

Apothecary Conditioner
Denmark & Italy
Italian glass
375 mL

one

one
APOTHECARY Conditioner

シダーウッド、サンダルウッド、イランイランを基調とする FRAMA の特徴的な香りのコンディショナー。髪のタイプを選ばず自然な潤いと栄養を与えます。毎日使うことで髪を柔らかくキープし、もつれを防いでくれます。
さわやかでジェンダーニュートラル、ナチュラルな心地よい香りです。
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The APOTHECARY Body Wash is a plant-based cleanser 
for the body that contains a blend of nourishing oils 
and mineral-rich extracts. Its gentle lather and natural 
active ingredients restore balance and hydration, leaving 
skin soft, renewed, and protected. Formulated for 
everyday use, the APOTHECARY Body Wash provides an 
invigorating and refreshing cleanse that supports 
healthy skin.

A gentle lather purifies without stripping while notes 
of bright ylang ylang and warm cedar calm and uplift. 
Synthesized with beetroot-derived extract, amino acid-
based cleansing agents, and hydrating glycerin, this 
delicate yet effective formula rinses residue-free and 
without drying the skin’s protective barrier.

BODY WASH

Product
Origin
Material 
Size

Apothecary Body Wash
Denmark & Italy
Italian glass
375 mL

one

one
APOTHECARY Body Wash

シダーウッド、サンダルウッド、イランイランを基調とする FRAMA の特徴的な香りのボディウォッシュ。
優しい泡立ちで、天然由来の成分は肌に潤いを与え、柔らかくします。爽やかな使い心地で、毎日使うことで肌の調子を整えてくれます。さわやかでジェンダーニュートラル、ナチュラルな心地よい香りです。
APOTHECARYボディウォッシュは、毎日お使いいただけるよう、すっきりと爽やかな洗い上がりで、健康的な肌をサポートします。穏やかな泡立ちで、肌のバランスを整え、潤った健やかな肌へと導きます。
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Crafted with natural, active ingredients, the APOTHECARY 
Body Lotion replenishes and hydrates the skin, leaving it 
soft and revitalized. Featuring the collection's signature 
scent, this aromatic body lotion is a soothing treat for 
your skin, an essential part of your care routine. 

APOTHECARY Body Lotion moisturizes and protects the 
skin while promoting cell renewal, formulated with a rich 
blend of calming aloe vera, rosehip oil, and softening 
shea butter. APOTHECARY Body Lotion regenerates the 
skin with a softening and protective layer and scents 
gently with a distinctive aroma.

BODY LOTION

Product
Origin
Material 
Size

Apothecary Body Lotion
Denmark & Italy
Italian glass
375 mL

one

one
APOTHECARY Body Lotion

シダーウッド、サンダルウッド、イランイランを基調とする FRAMA の特徴的な香りのボディローション。アロエベラ、ローズヒップオイル、シアバターなど天然由来の成分は肌にうるおいを与えて保湿し、柔らかく生き生きとした肌へと導きます。毎日使うことで肌の調子を整えてくれます。すべての肌のタイプにおすすめです。また、Apothecary Body Oil と一緒にお使いいただくとより効果的です。
さわやかでジェンダーニュートラル、ナチュラルな心地よい香りです。清潔な肌にやさしくなじませ、マッサージするようにボディに塗布します。
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Formulated with a highly nourishing formula, the 
APOTHECARY Body Oil deeply moisturizes the skin 
leaving it soft and replenished. The oil is suitable for all 
skin types and can be applied directly to body and hair. 
Renew your skin with this hydrating, aromatic body oil. 

A natural blend of vitamins and active ingredients such 
as rosehip, pomegranate, apricot, avocado, safflower, 
and jojoba oils — regenerate the skin, increase radiance, 
and promote a healthy and glowing complexion.

BODY OIL

Product
Origin
Material 
Size

Apothecary Body Oil
Denmark & Italy
Italian glass
100 mL & 200 mL

one

one

APOTHECARY Body Oil

シダーウッド、サンダルウッド、イランイランを基調とする FRAMA の特徴的な香りのボディオイル。
すべての肌タイプの方にお使いいただけるオイルで、体や髪にお使いいただけます。
優しいブレンドで肌を保湿をする、軽やかな香りのボディオイル。 ローズヒップ、ザクロ、ホホバオイルの完全なコンビネーションを保つガラスボトル入り。 素肌の健康を促進し、肌に深いうるおいを与え、ソフトで豊かな肌へと導きます。

清潔で乾いた肌に、Apothecary Body Oil をやさしくなじませます。バスト、腕、脚など、気になる部分に、円を描くようにマッサージしながらなじませます。そのままでも、またアポセカリーボディローションと一緒に手のひらに数滴垂らして混ぜてもお使いいただけます。
また、顔の中心から輪郭に向かって、なでるようにマッサージにお使いいただけます。ヘアオイルとして、髪や毛先にお使いいただけます。
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Featuring the APOTHECARY's signature scent highlighted 
by notes of sandalwood, cedar, and ylang ylang, refills 
are available in 500 mL containers made from recycled 
PET for both APOTHECARY Hand Wash, Body Wash, 
Shampoo, and Hand Sanitizer.

REFILL

Product
Origin
Material 
Size

Apothecary Hand Wash Refill
Denmark & Italy
PET
500 mL

REFILL

Product
Origin
Material 
Size

Apothecary Body Wash Refill
Denmark & Italy
PET
500 mL

REFILL

Product
Origin
Material 
Size

Apothecary Shampoo Refill
Denmark & Italy
PET
500 mL
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The introduction of APOTHECARY Body Lotion 90 mL 
features the same formula as the product in 375 mL 
but in a much-contained size ideal for travel and 
carrying around. 

The APOTHECARY Hand Cream 60 mL, on the other 
hand, is a rich moisturizer, heavier in texture than the 
Hand Lotion 375 mL and 500 mL, a blend of fragrant 
botanicals delivering intense hydration to hard-
working hands.

HAND CREAM TUBE

Product
Origin
Material 
Size

Apothecary Hand Cream
Denmark & Italy
ABL Tube
60 mL

BODY LOTION TUBE

Product
Origin
Material 
Size

Apothecary Body Lotion
Denmark & Italy
ABL Tube
90 mL

one

one

APOTHECARY Body Lotion Tube

シダーウッド、サンダルウッド、イランイランを基調とする FRAMA の特徴的な香りのボディローション。天然由来の成分が肌に潤いを与えて保湿します。すべての肌のタイプにおすすめです。さわやかでジェンダーニュートラル、ナチュラルな心地よい香り。 ボトルタイプと同じ配合・テクスチャーで、旅行や持ち運びに便利なサイズです。

APOTHECARY Hand Cream Tube

香りのよい植物成分を配合し、手肌に潤いを与えるリッチなハンドクリーム。肌を柔らかくするエモリエント効果のある成分を豊富にブレンドし、手肌、キューティクル、爪に潤いを与え、自然な保護バリアを強化します。ハンドローションよりも重めのテクスチャーで、サンダルウッド、シダー、イランイランのジェンダーニュートラルな香りが特徴です。外出先や旅行中に最適なコンパクトなサイズです。
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Herbarium Scent

Carefully crafted to enhance our line of hand, body, 
and hair products, Herbarium is FRAMA’s newest scent 
profile. Created to embody the calming essence of wild 
flora, Herbarium is a fresh yet exhilarating scent with a 
balsamic undertone. The fragrance’s rich woodiness and 
bright citrus notes bring to mind a walk through botanical 
gardens where the scent of flowers and wild grass is 
ever-present. Rooted in a palette of nuanced natural 
ingredients, Herbarium illuminates the path to wellness, 
a scent both lush and decadent.

KEY NOTES Orange, Juniper, Rose, and Ho Wood

one

ボディケアの新ラインナップ「Herbarium」は、FRAMAの新しい香りです。
野生の植物が持つ穏やかなエッセンスを体現したHerbariumは、バルサム調を基調としたフレッシュで爽快な香り。その豊かなウッディさと明るい柑橘系のノートは、花や野草の香りが常に存在する植物園を散歩することを思い起こさせます。 香りは、オレンジ、ローズ、ジュニパー、ホー ウッド (アジア原産の光沢のある明るい緑色の芳香のある葉で、林冠を構成する背の高い常緑樹) を基調としています。ニュアンス豊かな天然成分で構成されたHerbariumは、ウェルネスへの道を照らす、みずみずしく優雅な香りです。

Herbarium は、FRAMAとソウルのクリエイティブスタジオ Be My Guest のコラボレーションによって生まれました。

Key notes: Orange, White Rose, Cedarwood, Patchouli
Aroma: Herbal, Spicy, Woody
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HAND WASH

Product
Origin
Material 
Size

Herbarium Hand Wash
Denmark & Italy
Italian glass
375 mL & 500 mL

The HERBARIUM Hand Wash is a mild, scented cleansing 
gel containing a blend of nourishing oils and mineral-rich 
extracts to hydrate and purify. Formulated for everyday 
use, its gentle foaming agents and natural active 
ingredients restore balance and moisture, leaving skin 
soft, renewed, and protected.

The delicate balance of nourishing ingredients such as 
glycerin and mild plant based surfactants gently cleanse, 
hydrate, and soften hands, maintaining the skin's natural 
moisture balance.

one

one

HERBARIUM Hand Wash 

オイルとミネラル豊富なエキスを配合した、マイルドで香りのよいクレンジングジェル。毎日の使用に適した穏やかな泡立ちと天然の成分が、肌のバランスと潤いを取り戻し、柔らかく、保護された肌に導いてくれます。
グリセリンや植物由来の界面活性剤など、バランスよく配合し、肌本来の水分バランスを保ちながら、やさしく洗い上げ、潤った柔らかな手肌にします。
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Formulated with natural, active ingredients, the 
HERBARIUM Hand Lotion replenishes and hydrates the 
skin, leaving it soft and revitalized. A soothing treat for 
your skin, an essential part of your care routine.

Crafted with nourishing shea butter, sunflower and 
rapeseed oil, the HERBARIUM Hand Lotion deeply 
moisturizes the skin and maintains its natural balance 
and elasticity.

HAND LOTION

Product
Origin
Material 
Size

Herbarium Hand Lotion
Denmark & Italy
Italian glass
375 mL & 500 mL

one

one

HERBARIUM Hand Lotion

天然成分を配合したハーバリウムのハンドローションは、潤いのある柔らかく生き生きとした肌へと導きます。シアバター、ヒマワリ油、菜種油を配合しています、ハンドケアに欠かせない、ハーバリウム ハンドローションは、心地よい使い心地です。
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FRAMA’s natural HERBARIUM Shampoo has been crafted 
to thoroughly cleanse and moisturize hair without drying 
or stripping. Intended for daily use and all-hair types, the 
shampoo’s lightweight formula leaves naturally hydrated 
and soft hair while invigorating the senses.

The HERBARIUM Shampoo contains glycerin which 
maintains the skin’s natural moisture balance, and mild 
plant-based surfactants to effectively condition the scalp 
and gently remove impurities. Moreover, saccharide 
isomerate, a plant-derived carbohydrate complex, is an 
incredibly effective moisturizer that contributes to the 
hair’s healthy appearance as it adds shine and has a 
conditioning effect.

SHAMPOO

Product
Origin
Material 
Size

Herbarium Shampoo
Denmark & Italy
Italian glass
375 mL

one

one

HERBARIUM  Shampoo

ハーバリウムシャンプーは、頭皮と髪のバランスを整え、うるおいを与えながら、しっかりと汚れを落とします。毎日使うシャンプーとして、またすべての髪質に合うよう、軽い使い心地です。自然な潤いと柔らかさを残しながら、髪をソフトに洗い上げます。
肌の水分バランスを整えるグリセリンと、頭皮のコンディションを整え、汚れをやさしく落とす植物由来の界面活性剤を配合。さらに、植物由来の保湿成分により、ツヤのある健康的な髪に導きます。
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  FRAMA’s natural HERBARIUM Conditioner has been 
crafted to naturally nourish and hydrate all hair types. 
Created to improve shine, softness and resilience while 
delivering conditioning nutrients deep into the hair 
follicle. Enriched with active proteins and softening 
essential oils, this lightweight product is formulated for 
daily use and helps to both soften and detangle hair while 
invigorating the senses.

The HERBARIUM Conditioner synthesizes natural broccoli 
seed oil with absorbent fatty acids to hydrate hair and 
scalp types effectively. Rich in antioxidants that are 
excellent for use as an emollient and moisturizer for dry, 
damaged, and frizzy hair, the product gently conditions 
and detangles hair without leaving any residue. 

CONDITIONER

Product
Origin
Material 
Size

Herbarium Conditioner
Denmark & Italy
Italian glass
375 mL

one

one
HERBARIUM Conditioner

ハーバリウムコンディショナーは、エッセンシャルオイルを豊富に含み、あらゆるタイプの髪に自然な潤いを与えるようにつくられています。髪と頭皮を健康的にし、毎日使うことで、柔らかく、まとまりのよい髪に整えるのを助けます。
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The HERBARIUM Body Wash is a plant-based cleanser for 
the body. Its gentle lather and natural active ingredients 
restore balance and hydration, leaving skin soft, renewed, 
and protected. Formulated for everyday use, the 
HERBARIUM Body Wash provides an invigorating and 
refreshing cleanse that supports healthy skin.

A gentle lather purifies without stripping while 
maintaining the skin's natural moisture balance. This 
delicate yet effective formula rinses residue-free and 
without drying the skin’s protective barrier thanks to mild 
plant based surfactants and hydrating glycerin. 

BODY WASH

Product
Origin
Material 
Size

Herbarium Body Wash
Denmark & Italy
Italian glass
375 mL

one

one

HERBARIUM Body Wash

植物由来のボディ用ハーバリウムボディウォッシュ。やさしい泡立ちと天然の成分が、肌のバランスと潤いを取り戻し、柔らかく生まれ変わったような、保護された肌に導きます。ハーバリウムボディウォッシュは爽快な洗い心地で、毎日のご使用で健康的な肌をサポートします。
やさしい泡が、肌本来のうるおいを保ちながらさっぱりと洗い上げます。
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Crafted with natural, active ingredients, the HERBARIUM 
Body Lotion replenishes and hydrates the skin, leaving 
it soft and revitalized. A soothing treat for your skin, an 
essential part  of your care routine.

Formulated with a rich blend of calming sunflower oil, 
rapeseed oil, vitamin E and softening shea butter, it 
moisturizes and protects the skin while promoting cell 
renewal. HERBARIUM Body Lotion regenerates the skin 
with a softening and protective layer and scents gently 
with a distinctive aroma.

BODY LOTION

Product
Origin
Material 
Size

Herbarium Body Lotion
Denmark & Italy
Italian glass
375 mL

one

HERBARIUM Body Lotion

天然成分を配合したハーバリウムのボディローションは、肌に潤いと栄養を与え、やわらかく生き生きとした肌へと導きます。お肌のケアに欠かせない、心地よいご褒美です。

ヒマワリ油、菜種油、ビタミンE、シアバターを豊富に配合し、肌に潤いを与え、保護します。

ハーバリウム ボディローションは、肌を柔らかくケアしながら、特徴的なアロマが優しく香ります。その豊かなウッディさと明るい柑橘系のノートは、花や野草の香りが常に存在する植物園を散歩することを思い起こさせます。 香りは、オレンジ、ローズ、ジュニパー、ホー ウッドを基調としています。
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Formulated with a highly nourishing formula, the 
HERBARIUM Body Oil deeply moisturizes the skin leaving 
it soft and replenished. The oil is suitable for all skin types 
and can be applied directly to the body and hair. Renew 
your skin with this hydrating, aromatic body oil.

A natural blend of vitamins and active ingredients such 
as safflower, jojoba and apricot kernel oils, regenerate 
the skin, increase radiance, and promote a healthy and 
glowing complexion. 

BODY OIL

Product
Origin
Material 
Size

Herbarium Body Oil
Denmark & Italy
Italian glass
100 mL & 200 mL

one

The HERBARIUM Body Oil 

ロマティックなハーバリウム ボディオイルは、栄養価の高い処方で、肌に深いうるおいを与え、ソフトで豊かな肌触りにしながら肌をケアします。。ベニバナオイル、ホホバオイル、アプリコットカーネルオイルなどの植物由来の成分とビタミンのナチュラルなブレンドは、肌をつややかに、健康的な肌を導きます。
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Featuring the HERBARIUM's signature scent highlighted 
by notes of orange, juniper, rose, and ho wood, refills 
are available in 500 ml containers made from recycled 
PET for both HERBARIUM Hand Wash, Body Wash, and 
Shampoo supporting healthy skin and hair.

REFILL

Product
Origin
Material 
Size

Herbarium Hand Wash Refill
Denmark & Italy
PET
500 mL

REFILL

Product
Origin
Material 
Size

Herbarium Body Wash Refill
Denmark & Italy
PET
500 mL

REFILL

Product
Origin
Material 
Size

Herbarium Shampoo Refill
Denmark & Italy
PET
500 mL

one
オレンジ、ジュニパー、ローズ、ホー ウッドのノートが特徴的な香りHERBARIUM の ハンド ウォッシュ、ボディ ウォッシュ、シャンプーのリフィル。健康的な肌と髪をサポートします。
再生 PET から作られた 500 ml 容器入りです。
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HAND CREAM TUBE

Product
Origin
Material 
Size

Herbarium Hand Cream
Denmark & Italy
ABL Tube
60 mL

BODY LOTION TUBE

Product
Origin
Material 
Size

Herbarium Body Lotion
Denmark & Italy
ABL Tube
90 mL

The introduction of HERBARIUM Body Lotion 90 mL 
features the same formula as the product in 375 mL 
but in a much-contained size ideal for travel and 
carrying around. 

The HERBARIUM Hand Cream 60 mL, on the other 
hand, is a rich moisturizer, heavier in texture than the 
Hand Lotion 375 mL and 500 mL, a blend of fragrant 
botanicals delivering intense hydration to hard-
working hands.

one

one

HERBARIUM Body Lotion Tube

天然成分を配合したボディローション。肌に潤いと栄養を与え、やわらかく生き生きとした肌へと導きます。ヒマワリ油、菜種油、ビタミンE、シアバターを豊富に配合し、肌に潤いを与え、保護します。ボトルタイプと同じ配合・テクスチャーで、旅行や持ち運びに便利なサイズです。外出先でお肌をいたわるベーシックケア。

HERBARIUM Hand Cream Tube

香りのよい植物成分を配合し、ビタミンEや肌をソフトにするエモリエント効果をもつ成分を豊富にブレンドした、フレッシュで爽快な香りのハンドクリーム。ハンドローションよりも重めのテクスチャーで、手肌、キューティクル、爪に潤いを与えるリッチな保湿剤です。肌に深く潤いを与え、自然な保護バリアを強化します。コンパクトで旅行や持ち運びに最適です。
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Fragrance

Crafted in Italy with carefully selected ingredients, 
the St. Pauls Apothecary Body Fragrances are subtle, 
gender-neutral scents inspired by travel, nature, 
and the journey of discovery. Each scent is tied to a 
specific place with a unique character and history, 
from Korea’s ancient pine forests to the historic, 
fir-paneled St. Pauls pharmacy in Copenhagen.

60

one
St. Pauls Apothecary フレグランスコレクションは、
厳選された原料を使いイタリアで製造されており、旅や自然、旅先での発見からインスピレーションを受けた、ジェンダーニュートラルな繊細な香りです。
それぞれの香りは、韓国の古代松林やコペンハーゲンの歴史あるモミの木張りの薬局など、ユニークな個性と歴史を持つ特定の場所と結びついているのです。
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KOMOREBI

Key Notes

Aroma

Yuzu, Osmanthus, Jasmine, 
Cypress
Citrus, Floral, Woody

DEEP FOREST

Key Notes

Aroma

Orange, White Rose, 
Cedarwood, Patchouli
Floral, Green, Woody

BERATAN

Key Notes

Aroma

Orange, Carnation, 
Cinnamon, Sandalwood
Spicy, Floral, Woody

1917

Key Notes

Aroma

Bergamot, Lilac, Oakmoss, 
Patchouli
Floral, Green, Earthy

ST. PAULS

Key Notes

Aroma

Lemongrass, Coriander, 
Mysore Sandalwood, 
Cedarwood
Herbal, Spicy, Woody

Key Notes  &  Aromas
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ST. PAULS, FRAMA's signature fragrance and the 
Apothecary Collection's first scent, is a complex yet 
delicate essence. With an earthy formulation and 
distinctive freshness, it embodies the epitome of FRAMA. 
Wooden cabinets and tinted glass. Where past and 
present seamlessly intertwine.

KEY NOTES Lemongrass, Coriander, Mysore   
  Sandalwood, Cedarwood
AROMA  Herbal, Spicy, Woody

EAU DE PARFUM

Product
Origin
Material 
Size

St. Pauls Eau de Parfum
Denmark & Italy
Italian glass
50 mL & 2.5 mL

PERFUME OIL

Product
Origin
Material 
Size

St. Pauls Perfume Oil
Denmark & Italy
Italian glass
10 mL

one
コペンハーゲンにあるFRAMAのスタジオ - 1878 年創業の元薬局「St. Pauls Apotek」 の建物から着想をえて作られたアポセカリーコレクションの最初の香り「St.Pauls」。 歴史あるウッドパネルに囲まれたクラシカルな設えにインスパイアされた、レモングラ ス、シダーウッド、サンダルウッドの素朴で深みのある調香は、独特のフレッシュさが あり、過去と現在がシームレスに絡み合う FRAMA の世界観にリンクしています。
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1917 is a contemporary interpretation of the classical 
Chypre from 1917, evoking and setting the tone for re-
discovery. The Mediterranean flora of Cyprus gives this 
fragrance its vibrant yet mysterious character. Dried 
herbs and tempera. A scent messenger of symbolism, a 
fascinating gift of loving nature.

KEY NOTES Bergamot, Lilac, Oakmoss, Patchouli
AROMA  Floral, Green, Earthy

EAU DE PARFUM

Product
Origin
Material 
Size

1917 Eau de Parfum
Denmark & Italy
Italian glass
50 mL & 2.5 mL

PERFUME OIL

Product
Origin
Material 
Size

1917 Perfume Oil
Denmark & Italy
Italian glass
10 mL

one
「1917」は、デンマークの都市 オーフス(Aarhus)にある1917年設立のミュージ アム「Kunsthal Aarhus」とのコラボレーションで生まれた香り。古典的な ”シプ レー(Chypre)”の香りの現代的な解釈です。シプレーは、オークモス、パチュ リ、ベルガモットなどを主体とする香りの系統で、紀元前から香油を生産していた とされる地中海のCyprus(キプロス島)が由来。オーフスは海に面した産業と文 化の中心都市。FRAMA はローズ、ライラック、海藻の香りを重ねて、緑鮮やかな 夏のオーフスの香りとして現代のシプレーを表現しています。
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BERATAN is a warm scent inspired by the lush, volcanic 
landscape of Bali, Indonesia. A spiritual and inviting 
fragrance with a botanical bouquet that transports the 
wearer and those around them. Alluring to the senses, 
Beratan evokes the enchanting atmosphere of the tropics. 
Water lilies and incense. A visit to the temple after rain.

KEY NOTES Orange, Carnation, Cinnamon,   
  Sandalwood
AROMA  Spicy, Floral, Woody

EAU DE PARFUM

Product
Origin
Material 
Size

Beratan Eau de Parfum
Denmark & Italy
Italian glass
50 mL & 2.5 mL

PERFUME OIL

Product
Origin
Material 
Size

Beratan Perfume Oil
Denmark & Italy
Italian glass
10 mL

one
調香師がインドネシアのバリ島に滞在した際に調香された香り「Beratan」。独特 の香りがバリ島の記憶を呼び起こすような、ミステリアスで深みのあるボタニカル なブーケ、熱帯を思わせる温かさで構成される、穏やかで魅力的な香りです。
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DEEP FOREST is an earthy and herbaceous fragrance 
reminiscent of the wild Abies fir woods of Korea. These 
forests endure long, cool winters and warm, humid 
summers. Offering a fusion of grounded greens and 
gentle blossoms, this scent brings both wistfulness 
and the promise of new beginnings. Soil and steam. A 
yearning for a smell intrinsically tied to our pure nature.

KEY NOTES Orange, White Rose, Cedarwood,   
  Patchouli
AROMA  Floral, Green, Woody

EAU DE PARFUM

Product
Origin
Material 
Size

Deep Forest Eau de Parfum
Denmark & Italy
Italian glass
50 mL & 2.5 mL

PERFUME OIL

Product
Origin
Material 
Size

Deep Forest Perfume Oil
Denmark & Italy
Italian glass
10 mL

one
「Deep Forest」は、韓国の深い森から集められた香りのブレンド。長く寒い冬と暖かく 湿度の高い夏に耐えた森では、地表の緑や穏やかな花々が融合し、フローラルとウッデ ィの香りの調和をもたらします。
韓国のソウルを拠点とするクリエイティブブランディングスタジオBe My Guestと共同 で制作されました。
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Evocative of the Japanese notion encapsulating the 
feeling of light as it travels through, KOMOREBI is a 
delicate scent captivating the senses. A light floral 
formulation that embraces the connection to textured 
and organic spatial experiences. Washi paper and woven 
straw. A passage of time and significance.

KEY NOTES Yuzu, Osmanthus, Jasmine, Cypress
AROMA  Citrus, Floral, Woody

EAU DE PARFUM

Product
Origin
Material 
Size

Komorebi Eau de Parfum
Denmark & Italy
Italian glass
50 mL& 2.5 mL

PERFUME OIL

Product
Origin
Material 
Size

Komorebi Perfume Oil
Denmark & Italy
Italian glass
10 mL

one
Komorebi は、自然の美しさにインスピレーションを得て、太陽の日差しが漏れる光景を表現した 光の感覚を包み込む日本の概念を想起させるような、五感を魅了する繊細な香りです。柑橘系の余 韻が残る軽やかなフローラルな香りは、香りに込められた日常的な美しさを感じさせ、質感のある 有機的な空間とのつながりを表現しています。
ジェンダーニュートラルな香りKomorebi は、デンマークのコペンハーゲンを拠点とするLena Norlingが香りの開発を手がけ、厳選された素材を用いてイタリアで作られています。
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Home Fragrance

Crafted in Italy with carefully selected ingredients,
the St. Pauls Apothecary Home Fragrances are subtle,
gender-neutral scents inspired by travel, nature,
and the journey of discovery. Each scent is tied to a
specific place with a unique character and history,
from Korea’s ancient pine forests to the historic,
fir-paneled St. Pauls pharmacy in Copenhagen.

74

one
FRAMA のフレグランスコレクションを空間で楽しめるSt. Pauls Apothecaryホームフレグランスは、厳選された原料を使用し、イタ リアで製造されています。
St. Pauls Apothecaryホームフレグランスは、旅や自然、旅先での発 見からインスピレーションを得た、ジェンダーニュートラルな繊細な 香りです。 それぞれの香りは、韓国の古代松林やコペンハーゲンの歴史あるモミ の木張りの薬局など、ユニークな個性と歴史を持つ特定の場所と結び ついているのです。



7776

In the suggestive ritual of turning light into fragrance 
to enhance spatial experiences, ST. PAULS Scented 
Candle sets an ambiance in the surrounding space with a 
comforting and evocative scent.

ST. PAULS, FRAMA's signature fragrance and the 
Apothecary Collection's first scent, is a complex yet 
delicate essence. With an earthy formulation and 
distinctive freshness, it embodies the epitome of FRAMA. 
Wooden cabinets and tinted glass. Where past and 
present seamlessly intertwine.

SCENTED CANDLE

Product
Origin
Material 
Size

St. Pauls Scented Candle
Denmark & Italy
Italian glass
60 g & 170 g

one
キャンドルの光を香りに変えて空間を演出するという示唆的な儀式 において、ST. PAULS Scented Candleは、心地よい香りが周囲の 空間に雰囲気を与えます。揺れる炎と香りが、ゆっくりと落ち着い た時間を演出します。ガラスビーカーと木製のフタは、キャンドル を使わない時もインテリアアイテムとして機能します。

ST. PAULSは、FRAMAのシグネチャーフレグランスであり、アポセ カリーコレクションの最初の香りでもある、複雑かつ繊細なエッセ ンスです。深みのある調香と独特の爽やかさを持ち、FRAMAの真 髄を体現しています。過去と現在がシームレスに絡み合う場所。
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In the suggestive ritual of turning light into fragrance to 
enhance spatial experiences, 1917 Scented Candle sets 
an ambiance in the surrounding space with a comforting 
and expressive scent.

1917 is a contemporary interpretation of the classical 
Chypre from 1917, evoking and setting a template for 
re-discovery. The Mediterranean flora of Cyprus gives 
this fragrance its vibrant yet mysterious character. Dried 
herbs and tempera. A scent messenger of symbolism, a 
fascinating gift of nature.

SCENTED CANDLE

Product
Origin
Material 
Size

1917 Scented Candle
Denmark & Italy
Italian glass
60 g & 170 g

one
キャンドルの光を香りに変えて空間を演出するという示唆的な儀 式において、1917 Scented Candleは、心地よく表情豊かな香り で周囲の空間に雰囲気を作り出します。揺れる炎と香りが、ゆっ くりと落ち着いた時間を演出します。ガラスビーカーと木製のフ タは、キャンドルを使わない時もインテリアアイテムとして機能 します。

1917は、1917の古典的なシプレに現代的な解釈を与え、表現し たものです。キプロスの地中海の植物群が、この香りに活気と神 秘的な個性を与えています。自然からの魅惑的な贈り物。
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In the suggestive ritual of turning light into fragrance 
to enhance spatial experiences, BERATAN Scented 
Candle sets an ambiance in the surrounding space with a 
comforting and evocative scent.

BERATAN is a warm scent inspired by the lush, volcanic 
landscape of Bali, Indonesia. A spiritual and inviting 
fragrance with a botanical bouquet that transports the 
wearer and those around them. Alluring to the senses, 
Beratan evokes the enchanting atmosphere of the tropics. 
Water lilies and incense. A visit to the temple after rain.

SCENTED CANDLE

Product
Origin
Material 
Size

Beratan Scented Candle
Denmark & Italy
Italian glass
60 g & 170 g

one
キャンドルの光を香りに変えて空間を演出するという示唆的な儀式 において、BERATAN Scented Candleは、心地よく表情豊かな香り で周囲の空間に雰囲気を作り出します。揺れる炎と香りが、ゆっく りと落ち着いた時間を演出します。ガラスビーカーと木製のフタ は、キャンドルを使わない時もインテリアアイテムとして機能します。

BERATANは、インドネシア・バリの緑豊かな火山地帯にインスパイ アされた、温かみのある香りです。ボタニカルブーケのスピリチュア ルで心地よい香りは、身につける人とその周りの人を包み込みま す。五感を魅了するベラタンは、熱帯地方の魅惑的な雰囲気を思い 起こさせます。睡蓮とお香。雨上がりの寺院への参拝。



8382

In the suggestive ritual of turning light into fragrance 
to enhance spatial experiences, DEEP FOREST Scented 
Candle sets an ambiance in the surrounding space with a 
comforting and evocative scent.

DEEP FOREST is an earthy and herbaceous fragrance 
reminiscent of the wild Abies fir woods of Korea. Their 
monumental forests endure long, cool winters and warm, 
humid summers. Offering a fusion of grounded greens 
and gentle blossoms, this scent brings both wistfulness 
and a quest for new beginnings. Earthenware and steam. 
A yearning for a smell intrinsically tied to our human 
nature.

SCENTED CANDLE

Product
Origin
Material 
Size

Deep Forest Scented Candle
Denmark & Italy
Italian glass
60 g & 170 g

one
キャンドルの光を香りに変えて空間を演出するという示唆的な儀式 において、
DEEP FOREST は、心地よく表情豊かな香りで周囲の空間に雰囲気 を作り出します。揺れる炎と香りが、ゆっくりと落ち着いた時間を演 出します。ガラスビーカーと木製のフタは、キャンドルを使わない時 もインテリアアイテムとして機能します。

DEEP FOREST は、長く涼しい冬と暖かく湿度の高い夏に耐える韓 国のトドマツ林を思わせる、土と草の香りです。グリーンとブロッサ ムのフュージョンで、切なさと新たな始まりへの探求を表現していま す。土と蒸気。人間の本質と結びついた香りへの憧れ。
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In the suggestive ritual of turning light into fragrance to 
enhance spatial experiences, the KOMOREBI Scented 
Candle sets an ambiance in the surrounding space with a 
comforting and expressive scent.

Evocative of the Japanese notion encapsulating the 
feeling of light as it travels through, KOMOREBI  is 
a delicate scent captivating the senses. A light floral 
formulation that embraces the connection to textured 
and organic spatial experiences. Washi paper and woven 
straw. A passage of time and significance.

SCENTED CANDLE

Product
Origin
Material 
Size

Komorebi Scented Candle
Denmark & Italy
Italian glass
60 g & 170 g

one
キャンドルの光を香りに変えて空間を演出するという示唆的な儀式 において、KOMOREBI は、心地よく表情豊かな香りで周囲の空間 に雰囲気を作り出します。揺れる炎と香りが、ゆっくりと落ち着い た時間を演出します。ガラスビーカーと木製のフタは、キャンドル を使わない時もインテリアアイテムとして機能します。

光が通り抜ける瞬間を閉じ込めた日本の概念からイメージした香り KOMOREBIは、五感を魅了する繊細な香りです。テクスチャーと有 機的な空間体験とのつながりを受け入れるライトフローラルの調 合。和紙とわらで編んだもの。時間の経過と意味。
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Evolving our scents into new forms, ST. PAULS Essential 
Oil Dropper is now available as a home fragrance to 
be used with our room diffusers. Crafted with natural 
extracted oils, the essence is a subtle and gentle way to 
infuse the air with fresh fragrance and create a warm, 
welcoming ambience in your spaces.

ST. PAULS, FRAMA's signature fragrance and the 
Apothecary Collection's first scent, is a complex but 
delicate essence. With an earthy formulation and 
distinctive freshness, it embodies the epitome of FRAMA. 
Wooden cabinets and amber glass. Where past and 
present seamlessly intertwine.

ESSENTIAL OIL DROPPER

Product

Origin
Material 
Size

St. Pauls Essential  
Oil Dropper
Denmark & Italy
Italian glass
10 mL

one
香りを新しいカタチに進化させたエッセンシャルオイルドロッパー は、ルームディフューザーで使用するホームフレグランスです。天然のオイルを使用し、フレッシュな香りをほのかに漂わせ、空間を温かく包み込みます。

ST. PAULSは、FRAMAのシグネチャーフレグランスであり、アポセカリーコレクションの最初の香りです。独特のフレッシュな、複雑かつ繊細なエッセ ンスです。深みのある調香と独特の爽やかさを持ち、FRAMAの真髄を体現しています。
1878年に設立された 薬局St. Pauls Apotekの歴史的な空間、木製のキャビネットと琥珀色のガラス。過去と現在がシームレスに絡み合う場所。
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Evolving our scents into new forms, 1917 Essential Oil 
Dropper is now available as a home fragrance to be used 
with our room diffusers. Crafted with natural extracted 
oils, the essence is a subtle and gentle way to infuse the 
air with fresh fragrance and create a warm, welcoming 
ambience in your spaces.

1917 is a contemporary interpretation of the classical 
Chypre from 1917, evoking and setting a template for 
re-discovery. The Mediterranean flora of Cyprus gives 
this fragrance its vibrant yet mysterious character. Dried 
herbs and tempera. A scent messenger of symbolism, a 
fascinating gift of nature.

ESSENTIAL OIL DROPPER

Product
Origin
Material 
Size

1917 Essential Oil Dropper
Denmark & Italy
Italian glass
10 mL

one
香りを新しいカタチに進化させたエッセンシャルオイルドロッパ ーは、ルームディフューザーで使用するホームフレグランスで す。天然のオイルを使用し、フレッシュな香りをほのかに漂わせ、 空間を温かく包み込みます。

1917は、デンマークの都市 オーフス(Aarhus)にある1917年設立のミュージ アム「Kunsthal Aarhus」とのコラボレーションで生まれた香り。古典的な ”シプ レー(Chypre)”の香りの現代的な解釈です。シプレーは、オークモス、パチュ リ、ベルガモットなどを主体とする香りの系統で、紀元前から香油を生産していたとされる地中海のCyprus(キプロス島)が由来。オーフスは海に面した産業と文 化の中心都市。FRAMA はローズ、ライラック、海藻の香りを重ねて、緑鮮やかな 夏のオーフスの香りとして現代のシプレーを表現しています。
キプロスの地中海の植物群が、この香りに活気と神秘的な個性を与えています。自然からの魅惑的な贈り物。
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Evolving our scents into new forms, BERATAN Essential 
Oil Dropper is now available as a home fragrance to 
be used with our room diffusers. Crafted with natural 
extracted oils, the essence is a subtle and gentle way to 
infuse the air with fresh fragrance and create a warm, 
welcoming ambience in your spaces.

BERATAN is a warm scent inspired by the lush, volcanic 
landscape of Bali, Indonesia. A spiritual and inviting 
fragrance with a botanical bouquet that transports the 
wearer and those around them. Alluring to the senses, 
Beratan evokes the enchanting atmosphere of the tropics. 
Water lilies and incense. A visit to the temple after rain.

ESSENTIAL OIL DROPPER

Product

Origin
Material 
Size

Beratan Essential  
Oil Dropper
Denmark & Italy
Italian glass
10 mL

one
香りを新しいカタチに進化させたエッセンシャルオイルドロッパ ーは、ルームディフューザーで使用するホームフレグランスです。 天然のオイルを使用し、フレッシュな香りをほのかに漂わせ、空間を温かく包み込みます。

BERATANは、調香師がインドネシアのバリ島に滞在した際に調香された香りです。バリ島の記憶を呼び起こすような、ミステリアスで深みのあるボタニカルなブーケ、熱帯を思わせる温かさで構成される、穏やかで魅力的な香りです。

インドネシア・バリの緑豊かな火山地帯にインスパイアされた温かみとボタニカルブーケのスピリチュアルで心地よい香りは、身につける人とその周りの人を包み込みます。五感を魅了するBERATAN は、熱帯地方の魅惑的な雰囲気 を思い起こさせます。睡蓮とお香。雨上がりの寺院への参拝。
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Evolving our scents into new forms, DEEP FOREST 
Essential Oil Dropper is now available as a home 
fragrance to be used with our room diffusers. Crafted 
with natural extracted oils, the essence is a subtle and 
gentle way to infuse the air with fresh fragrance and 
create a warm, welcoming ambience in your spaces.

DEEP FOREST is an earthy and herbaceous fragrance 
reminiscent of the wild Abies fir woods of Korea. Their 
monumental forests endure long, cool winters and warm, 
humid summers. Offering a fusion of grounded greens 
and gentle blossoms, this scent brings both wistfulness 
and a quest for new beginnings. Earthenware and 
steam. A yearning for a smell intrinsically tied to our 
human nature.

ESSENTIAL OIL DROPPER

Product

Origin
Material 
Size

Deep Forest Essential  
Oil Dropper
Denmark & Italy
Italian glass
10 mL

one
香りを新しいカタチに進化させたエッセンシャルオイルドロッパ ーは、ルームディフューザーで使用するホームフレグランスです。 天然のオイルを使用し、フレッシュな香りをほのかに漂わせ、空間を温かく包み込みます。

DEEP FOREST は、韓国の深い森から集められた香りのブレンド。長く寒い冬と暖かく湿度の高い夏に耐えたトドマツの森、土と草、地表の緑や穏やかな花々が融合し、フローラルとウッディの香りの調和をもたらします。グリーンとブロッサムのフュージョンで、切なさと新たな始まりへの探求を表現して います。土と蒸気。人間の本質と結びついた香りへの憧れ。

韓国のソウルを拠点とするクリエイティブブランディングスタジオBe My Guestと共同 で制作されました。
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Diffusers & Objects

More than any other sense, smell has the power to 
ignite memory and spark imagination. With this in mind, 
the St. Pauls Apothecary collection of Home Fragrances 
has been carefully crafted with natural essential oils 
enhancing the aromatic experience of any room.

94

one
FRAMA のフレグランスコレクションを空間で楽しめるSt. Pauls Apothecaryホームフレグランスは、厳選された原料を使用し、イタ リアで製造されています。
St. Pauls Apothecaryホームフレグランスは、旅や自然、旅先での発 見からインスピレーションを得た、ジェンダーニュートラルな繊細な 香りです。 それぞれの香りは、韓国の古代松林やコペンハーゲンの歴史あるモミ の木張りの薬局など、ユニークな個性と歴史を持つ特定の場所と結び ついているのです。
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FROM SOIL TO FORM | RED EDITION is a natural room 
diffuser containing nine red spheres made from Korean 
soil. Encased in a pinewood box, the spheres softly 
diffuse the applied oil's fragrance while helping to purify 
the air and balance the room's humidity. 

To preserve the product’s quality and enclose the scent 
within the soil, we suggest closing the wooden lid after 
each use.

FROM SOIL TO FORM | RED EDITION

Product
Origin
Material 

Size

From Soil to Form
South Korea
Korean Soil Balls, 
Pinewood Box
H4.4 W11.3 

one
「From Soil to Form」は、韓国の土と木で作られたナチュラルなルームディフューザーで す。オイルの香りを染み込ませるための9つの赤土の球と、パイン材の箱で構成されたディ フューザー。 赤土は香りを優しく放つ特徴を持ち、室内の湿度のバランスを整えます。 セントオイルを香らせる目的で永続的に使用できます。
製品の品質を保ち、香りを土の中に閉じ込めるために、使用後は木の蓋を閉めることをお 勧めします。
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FROM SOIL TO FORM | CHARCOAL EDITION is a natural 
room diffuser containing nine red spheres made from 
Korean soil. Encased in a pinewood box, the spheres 
softly diffuse the applied oil's fragrance while helping to 
purify the air and balance the room's humidity. 

To preserve the product’s quality and enclose the scent 
within the soil, we suggest closing the wooden lid after 
each use.

FROM SOIL TO FORM | CHARCOAL EDITION

Product
Origin
Material 

Size

From Soil to Form Charcoal
South Korea
Korean Soil Balls, 
Pinewood Box
H3.8 W3.5 L23.5

one
「From Soil to Form | CHARCOAL 」は、韓国の土と木で作られたナチュラルなルームデ ィフューザーです。オイルの香りを染み込ませるための9つの赤土の球と、パイン材の箱で 構成されたディフューザー。 赤土は香りを優しく放つ特徴を持ち、室内の湿度のバランス を整えます。 セントオイルを香らせる目的で永続的に使用できます。
製品の品質を保ち、香りを土の中に閉じ込めるために、使用後は木の蓋を閉めることをお 勧めします。
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Inspired by artist Marcel Duchamp’s ‘Rotoreliefs’ created 
between 1924 and 1936, the SPHERE OIL DIFFUSER is a 
geometric steel sculpture that functions as an elegant oil 
diffuser. When combined with the heat of a tealight, the 
sphere’s steel volume gently diffuses the essential oils 
contained within, enhancing the aromatic experience 
of any room. An ornamental yet straightforward 
diffuser that scents while creating a warm and inviting 
atmosphere. 

To preserve the product’s quality, we suggest cleaning the 
sphere’s surface after use and drying it off using a damp 
cloth once it has cooled down.

SPHERE OIL DIFFUSER

Product
Origin
Material 
Size

Sphere Oil Diffuser
Lithuania
Stainless Steel
H5 W12.4

one
1924年から1936年にかけて制作されたマルセル・デュシャンの「Rotoreliefs」にインス パイアされたSHPERE OIL BURNERは、エレガントなオイルディフューザーとして機能 する幾何学的なスチール製の彫刻です。ティーライトキャンドルの熱により、SHPERE OIL BURNERからエッセンスドロッパーの香りを優しく拡散し、空間でアロマの香りを 楽しむことができます。
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A CANDLE SNUFFER is a charming object nostalgique, 
a simple but romantic tool that evokes an age when 
the warm glow of candlelight nightly filled the world’s 
homes, offices, and shops. The St. Pauls Apothecary 
CANDLE SNUFFER is a practical, modern interpretation 
of the classic tool, designed for use in the 21st century 
home. Made from delicate but durable stainless steel, the 
look and feel of the CANDLE SNUFFER will evolve with 
time, as it develops a graceful patina with use and age.

CANDLE SNUFFER

Product
Origin
Material 
Size

Candle Snuffer
Lithuania
Stainless Steel
L18.5

one
キャンドルスナッファーは、ノスタルジックな魅力にあふれたオ ブジェです。シンプルでロマンティックなこの道具は、世界中の 家庭やオフィス、お店で、毎晩キャンドルの暖かい光が満たされ ていた時代を思い起こさせます。
St. Pauls Apothecary キャンドルスナッファーは、このクラシッ クな道具を21世紀の家庭で使えるように、実用的でモダンな解釈 でデザインされたものです。 繊細かつ耐久性のあるステンレススチール製のキャンドルスナッ ファーは、使い込むほどに風合いが増し、経年変化を楽しむこと ができます。
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WALL DISPLAY

Product
Origin
Material 
Size

Wall Display
Lithuania
Stainless Steel
375 mL and 500 mL
H13.4/14.9 W5 D8.6

Simple wall display made to hold the 375 mL and 500 mL 
APOTHECARY and HERBARIUM glass bottles.
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Simple wall display made to hold the 375 mL and 500 mL 
APOTHECARY and HERBARIUM glass bottles.

WALL DISPLAY

Product
Origin
Material 
Size

Wall Display
Lithuania
Powder Coated Steel
375 mL and 500 mL
H13.4/14.9 W5 D8.6
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Simple wall display made to hold the 375 mL and 500 mL 
APOTHECARY and HERBARIUM glass bottles.

WALL DISPLAY | DOUBLE

Product
Origin
Material 
Size

Wall Display
Lithuania
Powder Coated Steel
375 mL and 500 mL 
H13.4/14.9 W14.5 D8.6
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Product Overview

The St. Pauls Apothecary Collection is a line of spatial 
care and fragrance products composed of natural, 
carefully selected ingredients that set the tone for 
re-discovery by captivating the senses and stressing 
individuality. Since its inception, the collection has grown 
to include an ever-evolving assortment that honors the 
tradition of fragrance and self-care. Study closer in the 
following pages.

110

one
セントポール アポセカリー コレクションは、厳選された天 然成分で構成された空間ケアとフレグランス製品で、五感を 魅了し、個性を重視した再発見につながるラインです。創業 以来、香りとセルフケアの伝統を大切にしながら、常に進化 し続けるコレクションを展開しています。
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Apothecary

Hand Wash 375 mL

Hand Wash Refill 

Body Wash 375 mL Shampoo 375 mL

Hand Wash  500 mL

Body Wash Refill 

Body Lotion 375 mL Conditioner  375 mL

Hand Lotion 375 mL

Shampoo Refill

Body Oil  100 mLHand Lotion  500 mL Body Oil 200 mL Hand Cream 60 mLBody Lotion 90 mL

one
サンダルウッド、シダー、イランイランを基調としたFRAMAを代表する香り 「Apothecary」。ハンド、ボディ、ヘアのケアアイテムのラインナップです。 1878 年創業の元薬局で、現在はFRAMAのスタ ジオとショップがある St. Pauls Apotekからインスピレーションを受けた、心を落ち着かせてくれるような、ピ ュアで爽やか、ジェンダーニュートラルな香りです。

KEY NOTES Sandalwood, Cedar, and Ylang Ylang
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Herbarium

Hand Wash 375 mL

Hand Wash Refill 

Body Wash 375 mL Shampoo 375 mL

Hand Wash  500 mL

Body Wash Refill 

Body Lotion 375 mL Conditioner  375 mL

Hand Lotion 375 mL

Shampoo Refill

Body Oil  100 mLHand Lotion  500 mL Body Oil 200 mL Hand Cream 60 mLBody Lotion 90 mL

one
ボディケアの新ラインナップ「Herbarium」は、FRAMAの新しい香りです。 野生の植物が持つ穏やかなエッセンスを体現したHerbariumは、バルサム調を基調 としたフレッシュで爽快な香りです。豊かなウッディさと明るさ、花や野草の香 り が絶えない植物園を歩いているような気分にさせてくれます。ニュアンス豊 かな天 然成分で構成されたハーバリウムは、ウェルネスへの道を照らす、みずみ ずしく優 雅な香りです。 オレンジ、ローズ、ジュニパー、ホーウッド(アジア原 産の光沢のある明るい緑の 葉で覆われた常緑の高木)をキーノートとする香りで す。
Herbarium は、FRAMAとソウルのクリエイティブスタジオ Be My Guest のコ ラボ レーションによって生まれました。

KEY NOTES Orange, Juniper, Rose, and Ho Wood
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Body Fragrance

St. Pauls 50 mL

Komorebi  50 mL 1917  10 mL

Beratan 2.5 mL

St. Pauls  10 mL

Komorebi  10 mL 1917 2.5 mL

Deep Forest  50 mL

St. Pauls  2.5 mL

Komorebi 2.5 mLBeratan 50 mL

Deep Forest  10 mL

1917 50 mL

Beratan  10 mL

Deep Forest  2.5 mL
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Home Fragrance

St. Pauls 10 mL 1917 10 mL Beratan 10 mL Deep Forest  10 mLSt. Pauls 170 g 1917 170 g Beratan 170 g Deep Forest 170 g

Komorebi 170 g St. Pauls 60 g 1917 60 g Beratan 60 g

Deep Forest 60 g Komorebi 60 g
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Home Accessories

Sphere Oil Diffuser Snuffer

From Soil to Form | Red Edition From Soil to Form | Charcoal Edition Wall Display 375 mL | 500 mL Wall Display 375 mL | 500 mL

Wall Display Double | 375 mL Wall Display Double | 500 mL 
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Contact Information Online store enquiries
shop@framacph.com

General enquiries
frama@framacph.com

Business / retail requests
b2b@framacph.com

Press
press@framacph.com

Project requests
design@framacph.com

FRAMA Head Office
Fredericiagade 57, 1310 Copenhagen K
+45 3140 6030 framacph.com
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