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STORY

P.F.Candle  Co.はクリスティンとトーマス夫婦が創業、運営するロサン

ゼルスを拠点に活動する フレグランスカンパニーです。ハイエンドな

品質と手の届く価格によって、人々の人生をより香りに溢れたものにす

ることを使命としています。クリスティンがデザインする香りは、どれも

カリフォルニアに暮らす彼女自身のライフスタイルから生まれてきま

す。 近所の植物園や自然豊かな国立公園でのハイキング、カリフォル

ニアの海岸の香りなどからインスピレーションを得て、等身大のクリエイ

ションに反映されています。 

またローカルコミュニティへ最大限の貢献をするため、毎年収益の一部

をいくつかの基金に寄付しています。これらの団体は環境保護、ホーム

レス問題の撲滅、女性支援、そして飢餓との戦いという、私たちが深く

関心を寄せる問題に取り組んでいます。 

私たちの製品は全てにおいて、ビーガン、動物による実験の禁止、フタ

ル酸フリーを徹底しています。キャンドルは100%アメリカ国内産のソイ

ワックスを原料としています。そして開発から生産、試験、包装、営業、

出荷とその全てをロサンゼルスの自社工場から、自らの手で行なって

います。 

カリフォルニアの豊かな自然と、シンプルな暮らしから生まれるフレグ

ランスは、どんなライフスタイルにも馴染みながら、 香り豊かな暮らし

を与えてくれます。少し早く起きた朝や、仕事に出かける前に。リラック

スしたい午後のまどろみや、日が沈み出す黄昏時に。団欒の後や、眠

りにつくその前に。一日の中の様々な場面で、あなたのライフスタイル

にあったアイテムで、お好みの香りをお楽しみ頂けます。 

何気ない日常も、キャンドルの灯りとフレグランスの香りに満たされ、特

別な瞬間になると、そう私たちは信じています。 

ECO-FRIENDLY

製造 

太陽光エネルギーを100%利用した工場とオフィス 

可能な限りのリサイクルとリユースの徹底 

輸送 

再生パルプモールドによる商品輸送と個別箱包装の廃止 

安全な梱包 / スペース削減 / 二酸化炭素排出削減 / 再利用 

製品 

再生可能資源であるソイワックス100%のキャンドル生産 

植物性原料 / 動物実験の禁止 / フタル酸エステルフリー  

パラベンフリー / 簡易包装の徹底 

私たちは、生産、梱包、出荷のプロセスにおいて、 

必要最低限の資源しか使用しません。

サステイナブル（持続可能）な取組み事例

Echo Park Flag Ship Store

CLIMATE NEUTRAL CERTIFIED 
2021年には、低炭素社会の実現を目指し、企業の二酸化炭素の排出量の
測定や削減、オフセットについてのガイドラインを策定する非営利団体
『クライメイト・ニュートラル』の認証も受け、一層の気候中立に取り組
んでいます。



CLASSIC LINE



7.2oz Soy Wax Candle 12.5oz Soy Wax Candle Reed Diffuser

¥3,900 +tax ¥5,900 +tax ¥4,600 +tax

50-60 hour 60-70 hour 2-3 months

10-0101 10-0110 10-0105

Room&Linen Spray Incense Car Fragrance

¥3,700 +tax ¥1,200 +tax ¥1,300 +tax

3-4 months 15 sticks / 1 hour 3-6 weeks

10-0109 10-0108 10-0114

CLASSIC LINE
scents -2022 

04 TEAKWOOD&TOBACCO 
10 SWEET GRAPEFRUIT 
11 AMBER&MOSS 
19 PATCHOULI SWEETGRASS 
21 GOLDEN COAST 
28 BLACK FIG 
29 PINON 
32 SANDALWOOD ROSE 
33 SUNBLOOM 
34 CEDAR&SAGEBRUSH 
35 OJAI LAVENDER 
LOS ANGELES 

西海岸のクラフトカルチャーから生まれ
た、ブランドの定番シリーズ。 
アンバーグラスとクラフトラベルが特徴の、
ブランド設立当初から続く定番シリーズ。カ
リフォルニアの豊かな自然からインスパイア
された香りと、 豊富なアイテム展開が特徴
です。 

＊価格は上代 (税抜) となります。 

＊香りごとに展開アイテムの種類が異なります。詳しくはお問い合わせ下さいませ。



04 TEAKWOOD&TOBACCO 
チークウッド＆タバコ

野太く複雑で、男性的な香り。トップノートには、レザーやムスクの香り。チークや
サンダルウッドのミドルノートに、ラストは紅茶やペッパーの香り。

10 SWEET GRAPEFRUIT 
スウィート・グレープフルーツ

桃とマンゴスティンのトップノートが、完熟した甘い香りを初めに与えてくれます。
火を灯すと香りはまろやかになり、暖かなシトラスの香りで部屋を満たしてくれま
す。

11 AMBER&MOSS 
アンバー＆モス

アンバーとモスの香りをベースに、ラベンダー、セージとオレンジのエッセンシャル
オイルでより豊かな香りに。ブランド人気No.１のアイコン的香り。 

19 PATCHOULI SWEETGRASS 
パチョリ・スウィートグラス

素朴で、爽やかで、甘い香り。この特別なブレンドは、木の香り、パチョリの花、ス
ウィートグラスの香りを感じさせてくれます。火を灯せば、ほのかにサンダルウッド
やタバコの香りが。

21 GOLDEN COAST 
ゴールデン・コースト

カリフォルニアの手つかずのし美しい海岸線は、多くのインスピレーションを私たち
に与えてくれます。潮騒とレッドウッドの香り、そしてホワイトラベンダーの香りを
ベースに感じることができます。セージ、モミ、ユーカリ、ライムなどのエッセンシ
ャルオイルを調合しています。 

28 BLACK FIG 
ブラック・フィグ

神秘的で魅惑的なブラックフィグは、松やモミの木などのトップノートを、クローブ
やタバコのミドルノートで満たしてくれます。さらにラベンダーとミッションフィグ
が、洗練された香りを与えながら、粗野なパチョリとモスを引き立てくれます。

29 PINON 
ピニョン

この香りは、メキシコとアメリカ南西部（ニューメキシコ、アリゾナ、カリフォルニ
ア）に広く分布するピニョンのエッセンスを表現しています。爽やかな砂漠の空気、
シダーウッドの豊かな香り、暖かなバルサムファーが混じり合い、焚き火を囲んだ郷
愁を呼び覚ましてくれます。

32 SANDALWOOD ROSE 
サンダルウッド・ローズ

サンダルウッドやウードなどのウッディー系をベースに、パチョリとアイリスやバイ
オレットリーフのフローラルな香りが心を落ち着かせてくれます。

33 SUNBLOOM 
サンブルーム

自生した植物たちが一斉に咲き誇るカリフォルニアの砂漠の奇跡「スーパーブルー
ム」に敬意を払うような、暖かく夢見心地な香り。山百合、ノコギリソウ、トンカビ
ーズの香り漂う中に、少しスパイスが効いたこの香りは、植物の愛好家には最適で
す。

34 CEDAR&SAGEBRUSH 
シダー＆セージブラッシュ

どこまでも広がる太古からの荒涼とした大地。吹きさらす山嶺におとずれる束の間の
安息。イースタンシエラの美しい風景にインスパイアされたこの香りは、ジュニパ
ー、セージ、土の匂いに、ベルガモット、ミント、シトラスをブレンドさせた、気分
を高揚させ、活力を与えてくれる香りです。 

35 OJAI LAVENDER 
オーハイ・ラベンダー

トパトパ山脈、乾いた草、シトラスの果樹園、ラベンダーファーム。この香りは、オ
ーハイで過ごした穏やかな日々にインスパイアされて生まれました。明るく芳醇なそ
の香りは、ミントハーブとラベンダーに、シトラスの刺激とレッドシダーをブレンド
しています。

LOS ANGELES 
ロサンゼルス

ホームタウンと同じような複雑で反抗的なこの香り、暖かなウッディー系をベース
に、夜に咲くジャスミンの香り、砂漠の乾いた空気をイメージさせ、その中に大地の
香りを忍ばせています。

 CLASSIC LINE : The Scents
7.2oz Candle

3.5oz Candle

12.5oz Candle

Reed Diffuser

R&L Spray
Incense

Car Fragrance

 2022 New Scent !!

トパトパ山脈、乾いた草、シトラスの果樹園、ラベンダーファーム。この香りは、オーハイで過ごした
穏やかな日々にインスパイアされて生まれました。明るく芳醇なその香りは、ミントハーブとラベン
ダーに、シトラスの刺激とレッドシダーをブレンドしています。 

Note：ピクシータンジェリン、ラベンダー、コヨーテミント 
展開アイテム：7.2oz Candle / Reed Diffuser / Incense

No.35 Ojai Lavender

OJAI (オーハイ) : ロサンゼルスから北へ車で90分ほどの場所にある街。素朴な空気とナチュラルなライフスタイルに惹
かれて、隠れ家的エリアとして人気。スピリチュアルな街としても人気が高く、周囲を自然に囲まれハイキングなど楽
しみながら、ゆったりとした時間を過ごすことができます。



10oz Soy Wax Candle Reed Diffuser Incense Cone

¥4,800 +tax ¥5,800 +tax ¥3,000 +tax

50-60 hour 2-3 months 30 cones / 25min

10-0120 10-0121 10-0122

SUNSET LINE

scents 

12:00 SWELL 
17:00 GOLDEN HOUR 
20:00 DUSK 
24:00 MOON RISE

サンセットはカリフォルニアの、一日の中
の異なる時間帯と感情を表現した4つの香り
で誕生しました。 
カリフォルニアの風景にインスパイアされた
アースカラーモチーフ、太陽、地平線を描い
たパッケージデザインと、70年代アメリカ
ンスタイルが特徴です。 

＊価格は上代 (税抜) となります。

海上がりの肌、穏やかな波、暑い夏の午後。
活気に満ちた、水々しい時間。 

12:00 SWELL



こすれ合う草の音、焼けた大地、木々の間か
ら溢れる陽の光。メローでドライな空気が広
がる静かな時間。

17:00 GOLDEN HOUR

家路への長い道のり、街頭のざわめき、青に
染められていく全ての物たち。神秘的で、夢
のような、魅惑的な時間。

20:00 DUSK

熱波と真夜中の群衆、魅惑的な煙と不思議な
香りが広がるダンスフロア。芳しく、混沌と
した香りに包まれ、自由を実感する。

24:00 MOONRISE



STORY

＊価格は上代 (税抜) となります。

2008-2011 
“ポム・フリッツ”の始まり 
2008年のリセッションで職を失っ
たクリスティンは、N.Y.を離れテキ
サス州オースティンに向かいまし
た。そこで彼女はトムと出会い、
すぐに自宅のセカンドベッドルー
ムを拠点にEtsyショップを始めま
した。手作りキャンドル、ブック
金庫、ボタンなど色々な物を販売
しました。そして自分のブログに
ちなんで、このビジネスに名前を
付けました。 ー ポムフリッツ。ク
リスティンの姓「PUMPHREY」を
文字った名前で、意味は”フレンチ
ポテトフライ”。クリスティンは物
作りで生計を立てたいと思ってい
たので、そうなるよう実際に行動
しました。例え少し時間がかかっ
たとしても。 

2012 
前進 
2012年、トムは南カリフォルニア
の学校に戻ることにしました。カ
リフォルニアでの暮らしに憧れて
いたクリスティンは、自然な流れ
でP.F.を西海岸に移しました。 

トムが大学を卒業する頃、クリス
ティンは全国チェーンの小売店か
ら大きな注文を受けるところでし
た。そこでトムは最終的に注文が
入ったら、キャンドル生産を全て
する約束をしました。果たして無
事に注文が入り、2人はいよいよビ
ジネスパートナーとして歩き始め
ました。

2013-2014  
最初のビッグオーダー！ 
その注文は2人の全てを変えまし
た。アパートでのビジネスから、
L.A.のダウンタウンのスタジオへ
（ついに！）、拠点を移しまし
た。 
名前の「フレンチポテトフライ」に
関していつも聞かれるので、少し
シンプルに「P.F.Candle Co.」へ変
更しました。 
クリスティンとトムは結婚し、最
初のビッグオーダーから得た資金を
ビジネスに再投資し、最初のチー
ムメンバーを雇用しました。 

運営中だったEtsyショップの傍ら
で、PFCANDLECO.COM をロー
ンチし、するとすぐにURBAN 
OUTFITTERS、CB2、
MADEWELLといった大手ショッ
プにセレクトされました。アン
バーグラスがアイコンのキャンドル
は、わずか1年足らずで一部のイン
ディー系ショップから、数百の
ショップに展開を拡大しました。
私たちも信じられない成長でし
た。 

2015-2017 
急激な成長 
2015年に、私たちはダウンタウン
のスタジオから、ボイルハイツへと
拡大移転しました。（もう貨物用
エレベーターが壊れることもな
い！）ブランドは20人に成長し、
2016年にはチーム最年少メンバー
であるポピーが加わりました。そ
うクリスティンとトムの小さな娘
です。

2018 
１号店 
ブランド設立10周年のこの年、P.F.
は45人のスタッフとともに、私た
ちの１号店「LAエコパーク店」の
開店をお祝いしました。 

2019 
新シリーズ 
この年、私たちは新シリーズ「サ
ンセット」をラインナップに加え
ました。1970年代のカリフォルニ
アの夏にインスパイアされたこの
シリーズは、デザインは全く新し
く、ユニークなカラーと明るいモ
チーフが人気となりました。 

そしてさらに新しいショップが！ 

P.F.は成長を続けます。 
私たちはL.A.の２号店をカルバーシ
ティにオープンしました。最高の
ホームフレグランスを人々に届け
る義務が私たちにはあるからで
す。 

2020 
サンフランシスコに注目！ 
私たちが３号店の場所に選んだの
はベイエリアでした。（パンデ
ミックの最中にも関わらず！）私
たちのお気に入りの雑貨と共に、
フルラインナップを揃えました。 

2021 
さらなる成長と初出版 
etc… 
私たちのチームは成長を続け、メン
バーも95人になり、全員がハンド
メイド・ホームフレグランスを世
界に届けることに貢献しています。 

再びスペースも足りなくなり、
2021年にクリエイティブチームの
オフィスはDTLAに移転しました。
製品の生産は隣接するコーマース市
の自社工場にて続けています。 

香りとともに 
クリスティンとトムは初めて本を
出版しました。それはデザイン、
DIY、そして誰もが香りのエキス
パートになれる内容の本です。 

http://PFCANDLECO.COM


STORY

＊価格は上代 (税抜) となります。

製品 
ビーガン、クルエルティフリー、フ
タル酸エステル不使用。キャンドル
は100%アメリカ産ソイワックスを
使用。生産方法は毎年改善を繰り
返していますが、ブランド自身は
不変です。全ての製品の後ろに
は、人々がいます。またロサンゼル
スの自社スタジオにて、開発、生
産、テスト、梱包、出荷を行って
います。 

香りのデザイン 
いくつもの思い出にインスパイア
され、空間を完成させるためデザ
インしています。フレグランスは
ホームデザインの延長にあり、気
分や感情にダイレクトに働きかける
と信じています。したがって私た
ちのフレグランスは、あらゆるイ
ンテリアデザインに最後の仕上げ
を付け加えながら、使う人の気持
ちを良くするために設計されてい
ます。 

D.I.Y. 
P.F.は2008年に1人の女性オーナー
のもと、Etsyショップとしてス
タートしました。そしてそこから
フレグランスの専門集団へと力強
い成長を遂げました。もっとも大
事なことは、私たちはメーカーで
あるということです。全ての製品
は南カリフォルニアの本社で開
発、設計、生産、出荷されていま
す。 
また私たちは完全にインディペン
デントな存在であり、自分たちで
全てを運営しています。つまり私た
ちは投資家ではなく、自分たち自
身とお客様のものなのです。

環境 
私たちは環境、ユーザーの空間と
私たちの地球の両方に意識を向け
ています。私たちはクルエルティフ
リー、フタル酸エステル不使用、
そして責任をもって調達された原
料を用いてホームフレグランスを
生産しています。 
私たちは持続可能性に取り組み、
二酸化炭素排出量の削減、オフ
セットを行う非営利団体「クライ
メイト・ニュートラル」にも加盟し
ています。 

コミュニティ 
私たちはチームとその支援者の両
方のための空間を作ることによ
り、コミュニティに貢献します。時
間を投資し、コミュニティを支援
する地元団体に寄付をしています。
なぜならば地元コミュニティなしで
は、私たちは何もできないからで
す。 
毎年、純利益の一部を地元および
全国の慈善団体に寄付しています。
ロサンゼルス・フードバンクや生
活環境改善団体に貢献しているこ
とを、とても誇りに思っています。
これらの組織は、私たちが深く関
心を持っている問題、環境保護や
飢餓との戦いに取り組んでいます。 
また「クライメイト・ニュートラ
ル」の認証を得たこともとても誇
りに感じています。 

エピソード 
ブランドの成長に伴い、オールハンドメイドから
一部機械の導入をした頃、インタビューでその事
をクリスティンに尋ねたことがあった。 

「マシンのそれぞれに名前を付けているの。そう
すると家族や友人のように、みんな大切に扱って
くれる。大切なことは、人でも物でも相手に対し
てリスペクトすることだと信じている。それにみ
んなの仕事の能力があがることは、雇用やキャリ
アアップに貢献できるから、私は前向きに捉えて
るの」 
クリスティンは誇らしげに、僕に微笑みながらそ
う答えてくれた。 

スタジオにはフォトブースが設けてあり、スタッ
フ全員の写真が廊下に飾ってある。もちろん訪問
者は誰でも撮影可能。スタッフは皆若く、等身大
で個性的。広いスタジオをスケートボードで移動
したり、音楽を聴きながら作業を進めたり。でも
仕事はみんな真面目にきっちり！ 

一度クリスティンが素敵なことを教えてくれた。 
「たまにデスクスタッフと生産スタッフの仕事を
スイッチするの。1日だけね。そうするといつも
と違う作業で、簡単そうに見えていた仕事がいか
に難しいことか、ってみんな分かるの。そして理
解が生まれ、相手へのリスペクトが芽生えるの」 

P.F.チームに漂う心地よい空気感は、きっとこん
なところから生まれているんだ。 

クリスティンとトーマスは、LA市内の植物園や、
郊外でのハイキング、あるいはカリフォルニアの
国立公園に出かけることが大好き。のんびりとし
た時間を過ごしながら、気になった植物の香りを
確かめたりしている。 

インスピレーションの源は、いつだってカリフォ
ルニアの自然の中から。ちなみにインプットは一
度寝かせてから、新しい香りをデザインする時に
また引っ張り出すとのこと。 

その他 

生産：アメリカ・ロサンゼルス（自社工場） 

フレグランスオイルについて： 
P.F.Candle Co.ではフレグランスオイルに「天然香料」と「合成香料」のブレンド
を使用しています。これは 

1) より複雑な香りの表現が可能であること。 
2) より持続的な生産が可能であること。 
3) 適正価格で商品を供給できること。 

を主な理由としています。またそれぞれの原料は安全性を確保したサプライヤー
から仕入れています。
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有限会社　洋　ブランド事業部 

東京オフィス

〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町5-13 MIDORI.so 3F


＊ご商談はアポイント制となっております。予め担当者までご連絡下さいませ。


本社

〒668-0032 兵庫県豊岡市千代田町8-28 

TEL/FAX：0796-20-2062

Mail：support＠hiro- l td.com 

Mail : order＠hiro- l td.com （受注専用アドレス） 

www.place-co.com


＊掲載の商品・価格は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承くださいませ。

＊掲載価格は上代（税抜）となります。

＊2022年3月1日時点の内容になります。

そのモノが作られた街の空気まで伝えたい。 

私たちはアメリカをはじめローカルに息づく、 
クラフトカルチャーにフォーカスし、 
作り手の顔が見えるブランドをセレクトしています。 

ブランドに関わる人々が紡ぐストーリーと、 
それを手にするお客様の日々の暮らしが繋がり、 
新しい物語が生まれるよう願っています。 

LOCALLY MADE SUPPLY

http://www.place-co.com

