
Traumduft from Ternberg in the beautiful Enns valley

ハプスブルク王朝の芸術と文化の影響が残るオーストリア。

ウィーンとザルツブルグの中ほどに位置する

テルンベルグの町は、ドナウ川にそそぐ

美しいエンス渓谷にあります。

T r a u m d u f t  -トラムダフト- が

大自然に恵まれたテルンベルクの

工房から、心を込めて手作りの

香りをお届けします。

テルンベルグの工房の窓から見たエンス渓谷の風景。。。  



Traumduft -トラムダフト- は香りの工房。

工程の80%以上は手作りです。

ラベル紙にもこだわりを見せ、椰子の繊維から作られたものを使用しています。

大自然に恵まれた工房から、ひとつひとつ心をこめて手作りされた香りをお届けします。

大自然の香りを「蓋の木の部分」にお好みの量を落としてお楽しみ下さい。

電気や炎を使用しないので、安心・安全にお楽しみ頂けます。

価　格 : \1,050 
(本体価格\1,000)

10ml ピコリーノ

価　格 : \1,480 
(本体価格\1,410)

10 ml Piccolino 

ピモ

Pimo

手のひらサイズのガラスボトル。
カワイイ木のフタに香りの液をつけてください。

シンプルなボトルデザインはそのままインテリアとして
お部屋に置いても素敵ですが、 ぜひ場所を変えて
楽しんでください。

書斎 ・ ベッドサイド ・ バスタイム ・ ドライブ ・ ・ ・

木につけた香りを楽しむ ・ ・ ・ 場所を変えても香りを楽しむ ・ ・ ・



ワイマールのフラワーショップ

ミュンヘンのギフトショップ

シュツットガルトのファーマシー

ドルトムントのドラッグストア

香りのスタンド R i e c h  b a r ! !

見て・感じ・選んでいただけます。

フラワーショップ・ドラッグストア・ギフトショップ・ホテル内のショップ・・・

様々な場所で夢の香りを選んで頂けます。

香りのスタンド 
 176cm×30cm×16cm

Riech bar



20130602

オーストリアは、1273年にハプスブルグ家が神聖ローマ帝国の皇帝に選ばれてから1918年までの640年間、ヨーロッパの政治、文化、学問、

経済に大きな影響を残しました。

Traumduft -トラムダフト- の工房は、オーストリアのウィーンとザルツブルグの中程に位置し、大自然に恵まれたTernberg -テルンベルグ- 

にあります。 
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大自然に恵まれた オーストリア テルンベルグ の工房でひとつひとつ心をこめてブレンドされている Ｔｒａｕｍｄｕｆｔ トラムダフト

価　格 : \1,480 
(本体価格\1,410)

10ｍｌ Piccolino

香りの濃度 強い 穏やか ほんのり

価　格 : \1,050 
(本体価格\1,000)

Ｐｉｍｏ

ピコリーノ

ピモ

300298

301387

301479

301585

300649

301172

Grapefruit

Quitte Verano

Levada

Lavendel Nostalgie

Herbstrose

African

Vulcano

レバタ

300557

グレープフルーツ

キッテ ベラノ

ラベンダー ノスタルジー

ヘルプストローズ

ヴォルケーノ

アフリカン

太陽のエネルギーと苦味
爽やかな大人の香り

甘い花梨の香り　静かな山里の
　　　　　　果樹園　心地よい香り

シトラスと野生の月桂樹のブレンド
　　　　　　　　　　楽しい香りの誕生

フローラルの魅惑が優しく濃縮された香り　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　南欧の草原

ヴェニスの慕情　華やかな薔薇の香りが
　　　　　　　　　　　　　　　素敵な思い出を

エトナ山の噴火　圧倒され記憶に
　　　　　　　　  いつまでも残る香り

神秘的な豊かな樹林の香り
            キリマンジェロの風

グレープフルーツ

カリン

月桂樹 ( ローリエ） ・ シトラス

ラベンダー ・ ローズ ・ ジャスミン ・ レモン

ローズ

サンダルウッド ・ スイートフローラル ・ シナモン

パチョリ ・ イランイラン

20130603-Ａ

301516
Lemon Verbena

レモンバーベナ

レモンバーベナ ・ シトラス

元気がもらえる香りの誕生

シトラスガーデンからご挨拶



大自然に恵まれた オーストリア テルンベルグ の工房でひとつひとつ心をこめてブレンドされている Ｔｒａｕｍｄｕｆｔ トラムダフト

価　格 : \1,480 
(本体価格\1,410)

10ｍｌ Piccolino

香りの濃度 強い 穏やか ほんのり

価　格 : \1,050 
(本体価格\1,000)

Ｐｉｍｏ

ピコリーノ

ピモ

ラベンダーレモン

グラナートアプフェル オレンジ

バニラオレンジ

マヨルカン

プロバンス

フォンヘルツェン

シュトランドグート

バニラ

ラベンダーとフレッシュなレモンの香り
                        タオルミーナの庭園

新鮮な果物をブレンドした

バニラとオレンジのアロマが豊かに
              笑みいっぱいの甘い香り

素敵なフローラルベースにレモン

プロバンスの豊かな香り

花の高貴さをブレンド

白い浜　青い海　エメラルドコーストの
                              香りほのかに

スパイスの女王バニラ

300021

301691

301264

300533

300038

300908

300205

300946

Lavendel Limone

Granatapfel Orange

Vanilla Orange

Mallorquin

Provence

von Herzen

Vanille

Strandgut

ラベンダー ・ レモン

オレンジ ・ ザクロ ・ 白檀 ・ グレープフルーツ

サンダルウッド ・ グレープフルーツ

バニラ

心ひかれるフルーティーな香り

オリーブの香りが少し

ラベンダー畑に沈みゆく夕日

薔薇と菫がすてきなハーモニー

優しさと心地よさを楽しんで

バニラ ・ オレンジ

ライム ・ オリーブ

ラベンダー

ローズ ・ スミレ

20130603-B



大自然に恵まれた オーストリア テルンベルグ の工房でひとつひとつ心をこめてブレンドされている Ｔｒａｕｍｄｕｆｔ トラムダフト

価　格 : \1,480 
(本体価格\1,410)

10ｍｌ Piccolino

香りの濃度 強い 穏やか ほんのり

価　格 : \1,050 
(本体価格\1,000)

Ｐｉｍｏ

ピコリーノ

ピモ

20130603-C

301066

300373

301400

301684

301370

300403

301394

301714

Sommerregen

Orange Geranium

Grapefruit Cassis

Birke Melisse

Mimosa

Rose Lavendel

Olive Garden

Opium Fleurs

レモングラス 他

オレンジ・ゼラニウム

グレープフルーツ・クロフサスグリ(カシス）

レモングラス・マンダリン・グレープフルーツ

ミモザ

ラベンダー・バラ

白檀・オレンジ・バニラ・クローブ

オリーブ

ローズ ラベンダー

オピウムフルール

オリーブ ガーデン

ソマーレーゲン

オレンジゼラニュウム

グレープフルーツカシス

ビルケメリッサ

ミモザ

熱帯雨林のフルーツと

フローラルとオレンジの香り

グレープフルーツとカシスの

柑橘系と樹林のブレンド

控え目ながら　心に響く香り　

心に安らぎを

官能的な香りをベースに

とりたての地中海オリーブいっぱい

フレッシュなレモンの香り

ポルタジーノのささやき

カクテルフルーツの香り

ミモザの咲く里の散歩

素敵な香りがいつまでも暖かく

フローラルと果実の甘さを

瑞々しい楽しい香りの誕生

元気のでる香り



大自然に恵まれた オーストリア テルンベルグ の工房でひとつひとつ心をこめてブレンドされている Ｔｒａｕｍｄｕｆｔ トラムダフト

価　格 : \1,480 
(本体価格\1,410)

10ｍｌ Piccolino

香りの濃度 強い 穏やか ほんのり

価　格 : \1,050 
(本体価格\1,000)

Ｐｉｍｏ

ピコリーノ

ピモ

20130603-D

300595

300083

301660

301103

300168

300427

300632

300915

Lemongras
レモングラス

Morgentau
モルゲンタオ

Landzeit
ランドツァイト

Wild Rose
ワイルドローズ

Blumenwiese
ブルーメンヴィーゼ

Foliage
フォリッジ

Toskana
トスカーナ

weisse Nektarine
ヴァイスネクタリン

レモングラス

ラベンダー ・ ブレッドオレンジ ・ バニラ

ネクタリン

ミント

タイム

ローズ

ハーブ

サンダルウッド ・ ゼラニウム ・ レモン

レモンの爽やかさとグリーンの融合

ラベンダーとブレッドオレンジに

フルーツの甘い香りと新鮮さとのハーモニー

ミントの香り　フレッシュなアロマ

高い山岳での牧草地　太陽にめぐまれた

優雅な薔薇の香りがいつまでも

朝露ひかる牧草　草花が芽吹き始める

誰もいない森林　落ち着く香り

心が虜になる香り

ほのかなバニラの香り

出会いの嬉しさ

私にもっと注目して

スパイシーな香り

忘れられないグラナダ

草原の香り

スロバニアの原生林


