
VVaShin9洗 濯用洗剤

跛

ナチュラルウォッシュリキッド
(洗濯用液体洗剤)

綿、リネン、麻、化繊すべての衣料の洗濯に

水にさつと溶け、溶け残りかありません

・ラベンダーエッセンシヤルオイル配合で、洗濯の時間を楽しくさわやかに

・ドラム式洗濯機にもお使いいただけます

赤ちやんやお肌の弱い方の衣類の洗濯にもおすすめです

ナチュラルウォッシュリキッド カラー
(色物用液体洗剤)

全成分

菜種油石けん・、オリゴ糖界面活性斉J、ヤシ油由来のアルコー

ルの硫酸塩、エタノール (植物性アルコール)、香料 (ラベンダ

ーX)、
水

2η 5つ   102 25η

綿、リネン、麻、化繊の色柄lllJの洗濯に

繰り返しの洗濯による色あせから衣類を守り、鮮やかに仕上げます

洗濯後はふんわりやわらかな手触りです

冷水にもさつと溶けるので寒い季節にも便利です

4種類のエッセンシャルオイル配合のすつきりさわやかな香りです

ナチュラルウォッシュリキッド ウール。シルタ用
(おしゃれ着用液体洗剤)

全成分

菜種油石けんX、
オリゴ糖界面活性剤、ヤシ油由来のアルコー

ルの硫酸塩、クエン酸塩、エタノール い直T/1j性アルコール)、香

料 (レモングラス笑
、キバナシヤクナゲ

≠
、グリーンミント=、ラベン

ダー!)、
水

15η 5η 10η

ウールやシルクの大切なおしやれ着を守る液体洗剤です

・洗濯を重ねるたびに固くなつてしまうウールやシルク。有機栽培のオリーフ

油石けんをふんだんに使用し油分を補給するので、やわらかくしなやかに

仕上げます

ラベンダーエッセンシャルオイル配合で洗濯の時間をさわやかに

すすぎの際はランドリーリンスをお使い〈ださい

全成分

オリーブ油石けん
+、

菜種油石けん
=、

オリゴ糖界面活性剤、エタ

ノール (植物性アルコール)、香14(ラベンダーキ
)、水

lη

+有磯認定(主にヨーロッバ認定機関)あるいは野生採集



ナチュラルウォッシュパウダー
(洗灌用粉末洗剤)

ナチュラルランドリーリンス
(衣類用リンス)

ナチュラルブリーチ
(漂白剤)

色落ちしない色柄lllJ衣類やキッチン用ふ

きんのしみ抜き、食器の漂白に。洗濯槽の

お掃除、浴室のカビ取りなど、使い方は自

由自在の酸素系漂自剤です

果物、赤ワイン、茶、コーヒー、草の汁、血液

など酸性のしみにも適じています

定期的に使うことでくすみ、黄ばみ、黒ずみ

を防ぎます

全成分 過炭酸ナトリウム

450g

ナチュラルアイロンスプレー
(アイロン用仕上げ剤)

簡単に衣類のしわをとるアイロン用スブレ
ーです。固めすぎず自然な張りを与えます

植物性でんぷんが布地を傷めずしなやIJ

に強くします

さわやかな花ハーブのほのかな香りです

全成分 エタノールい直物性アルコール)、

植物でんぷん=、ひまし油の硫酸塩、

オリーブ油石けん丼、香料(ローズゼ

ラニウム笑、ラベンダーχ
)、水

500mρ

'有機認定{主にヨーロッパ認定機関)あるいは野生採集

綿、リネン、麻、化繊すべての衣料の洗濯に

主要成分は自然と人にもっとも優しい洗浄

成分の植物石けんと天然ミネラルです

粉末がさつと溶け、しつこい汚れをすつき

り落とします.使用後はニオイや石けん力

スが残りません

・お湯を使用すると洗浄力がよリアップし

ます

全成分 植物油石けん・、炭酸ナトリウム、

珪酸塩、粘土鉱物、ヤシ油由来のア

ルコールの|~酸塩

12k9 2 4kg

ナチュラルゴールソーブリキッド
(しみ抜き用液体洗斉J)

・衣類の脂、果汁、草の汁、血液、泥、ボール

ペンなどのしつこいしみに有効にはたら

きます

配合成分の牛の胆汁には手L化作用があ

り、西llrの伝統的な洗浄剤です

手を汚さず、広範囲のしみにも簡単につ

けることができます

床や台所の油汚れも簡単に落とします

全成分 オリーブ油石けん・、菜種油石けんオ、

オリゴ糖界面活性剤、ヤシ油由来の

アルコールの硫酸塩、牛の胆汁、オレ

ンジピール油、香料(ブチグレン),水

300m″

・洗濯時のすすぎの水に加える衣類用リン

スです

洗濯物に残つている石けん分をきれいに

流し、衣類の黄ばみとニオイを防ぎます

繊維をしなやかに仕上げます。特に、繰り

返しの洗濯で硬くなりやすいウールやシル

クのすすぎにお使いください

衣類の色あせを防ぎ、鮮やかな色を保ち

ます

全成分 クエン酸、エタノール(オ直物性アル

コール)、水

lη

ナチュラルゴールソープバー
(しみ抜き用固形石けん)

量を調節しやすく、小さなしみ部分にも適

しているしみ抜き石けんです

脂、果汁、草の汁、血液、泥、ボールペンな

どのしつこいしみに有効です

・配合されている牛の胆汁には乳化作用が

あり、西欧の伝統的な洗浄剤です

少量で汚れが強力に落ち、とても経済的で

す

全成分 バーム油石けん、ヤシ

'由

石けん、

牛の胆汁、葉緑素

90g
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[12anin口 住まいの掃除

ナチュラルクリーナー

(多目的洗剤)

・床や洗面台、タイルの拭き掃除、車など様々な場所に使える濃縮タイプ

・汚れを落としながら表面を保護し、4 さヽな傷から守ります

・薄めて使え(3Lの水に大さじ―杯)とても経済的です。2度拭きの必要はあ

りません

・オレンジのさわやかな香りです

ナチュラルバスルームスプレー

(浴室用洗斉」)

全成分

オリゴ糖界面活 ■ll、ヤシ油由来のアルコールの峨 オレンジ

ピーソ

"由

、割  (レモングラスつ、水

5001mつ

・浴槽にこびりついた水あかや石けんカスをすばやく落とします

・スプレーした後、数分後にふき取るか、水で洗い流すだけで汚れが簡単に

落ちます

ナチュラルトイレットクリーナー
(トイレ用洗剤)

自或分

エタノール (値物性アルコール)、クエン醸 オリゴ糖界面活性剤

水

500n・a lη (詰め替刻叩

・とろりとした洗剤が汚れにしつかりはりつき、便器のしみや尿、石灰化して

こびりついた汚れをすっきり落とします

・シダーとシトロネラのエッセンシヤルオイルが雑菌の繁殖を抑えると同時

に、さわやかに香ります

・穏やかな酸性で配管やタンクにダメージを与えません

自或分

クエン酸、オリゴ糖界面活性斉」、ヤシ油由来のアルコールの硫酸

塩 植物性増粘剤、香料 (シダーヽシトロネラつ、水

ア50112

丼有機認定(主にヨーロッパ認定機関)あるいは野生採集
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ナチュラルスカーリングパウダー

(磨き粉)

・トイレ、洗面台、レン

'々
ホーロー以ヽ の鍋、油で汚れたオーブンプレートなどに

なめらかな軽石が石灰質の汚れ、こげつき、茶渋をスッキリ落とします

ハーブのすつきりとしたさわやかな香りです

ナチュラルスカーリングリキッド
(液体磨き斉J)

全成分

軽石粉末、酸化アルミニウム 炭酸ナトリウム、植物油石けスン` 香料

(セージ・、カユブテつ

450g

蛇口、シンク、陶器、ステンレスなどの日常のお手入れに

液が細かい場所に入りこみ、換気扇やシンクの溝などのお掃除にも最適です

・ラベンダー、レモングラスのエッセンシャルオイル配合.フレッシ■な香リ

で抗菌効果もあります

ナチュラルフロアモッピング
(床用ワックス)

全成分

石灰岩粉末、オリゴ糖界面活1生剤、ヤシ油由来のアルコールの硫

臨 香料 (レモングラスヽラベンダーリ、水

500112

木、プラスチック、タイル、石などあらゆる床や家具に

床の表面を保護し、自然なつやを出します

濃縮タイプでとても経済的です。普段のお掃除の仕上げにおすすめです

小さなお子様やベツトのいるお部屋にも安心です

ナチュラルウィンドウクリーナー
(ガラス用洗斉」)

全成分

オリゴ糖界面活1■剤、炭酸カリウム、シェラックワックス、カルナウ

バロウ、モクロウ、トウモロコシ油石けん、植物性アルコー,レ(エタ

ノール)、感 ■性グリセリン、水

500m″

窓カラス、鏡、カラステーフル、車の窓ガラスなどのカラス製品に

二度拭きをしなくても拭き跡が残らず、手軽に窓のお掃除ができます

ラベンダー、レモングラスのエッセンシャルオイル配合でフレッシュな心地

よい香リ

全成分

オリゴ糖界面漕 割 、ヤシ油由来のアルコールの硫酸塩、エタノー

ル値物性アルコー,"、香料(ラベンダーヽレモングラスリ、水

500祀 lη 信吉め替月増)

X有
機認定(主にヨーロッバ認定機関)あるいは野生採集



Dish WaShing食 器用洗斉」

ナチュラルウォッシュアップリキッド
(手洗い用食器洗斉」)

・手洗い用の食器用洗剤です

肌に優しい成分ですから、洗剤で手あれをしてしまう敏感肌の方にもおす

すめです

少量で泡立ちがよく、油汚れもすつきり落とします

レモングラスのさわやかな香りです

ナチュラル介 ッシュウォッシャー
(食洗機用洗斉」)

全成分

オリゴ糖界面活性剤、ヤシ油由来のアルコールの硫酸塩、エタ

/一 ル G直物性アルコール)、香料 (レモングラス姜
)、水

300祀  1′  5′  10″

・食洗機用の粉末洗剤です

・酵素、リン酸塩など有害な化学系漂自剤を使用せず、天然ミネラルの力で

しつこい汚れをすっきり落とします

・石けんカスやニオイを残さず、食器をピカピカにします

全成分

珪酸塩、クエン酸塩、炭酸ナトリウム

lkg

X有機認定(主にヨーロッパ認定機関)あるいは野生採集
χ半一 部有機認定



BodU fare /\>t:&frr<y-7
手だけで|よなく身体、髪と全身にお使いいただける液体ソープです。

有機オリーブ油石けんがお肌に必要なうるおいを守り、汚れだけを落とすので洗いあがりもしつとり

<4tVFt\>FY-J
zez-tV

マイルドハンドソープ
シトラス

マイルドハンドソープ
ラベンダー

・フつの惑星をイメージした7種類のハーブ

をブレンド。心に元気を与えるクラリセー

ジやコショウ、頭をタリアにするミントなど

が配合され、疲れて元気になりたいときに

はビッタリの香りです

全成分 ガ(オリーカ旨肪酸ぐ、ヤシ脂肪酸K*、ア

ルキルポリグルコシド、エタノール、グリ

セリンヽ クエン臨 香料〔ラベンダーヽ

ペパーミント*、ウィンターセボリーヽ オニ

切 レビアψラリセージ→、キ′サシャクナ

ゲヽ コリアンダーヽ コショウつ

3001W lη

洗顔・浴用石けん

・スッキリしたレモングラスの香りで気分も
リフレッシュ。清涼感のある洗い上がりで
す。レモングラスは心を勇気づけ、活発に

します

全成分 Jくオリー列旨肪酸燎ヤシ脂肪酸K アヽ
ルキルポリ分レコシド、エタノール、グリ
セリン絣、クエン酸薔ま香料(レモングラス〕

300祀 lη

・リラックスの力で知られるラベンダーの香

りはストレスをやわらげ、気持ちを穏やか

にします

全成分 ・/Nオリーブ脂肪酸ぐ、ヤシ脂肪酸K アヽ
ルキルポリグルコシド、エタノール、グリ
セリンヽ クエン臨 香料(ラベンダーリ

3001認   lη

マイルドシトラスソープ
(固形石けん)

・心身をリフレッシュさせるレモングラスの

香りで気分すっきり

・優 しい成分でお肌のうるおいを保ちなが

らやさしく洗いあげます

全成分 パーム脂肪酸Na半、ヤシ脂肪酸Na≠、

オリーブ脂肪酸Na笑、香料 (レモング

ラスリ、ラノリン、グリセリン`
1009

マイルドニュートラルソープ
(無香料固形石けん)

添加物はもちろん、香料も入つていないた

め、赤ちゃんや大変敏感な肌の方にも安

心してお使いいただける石けんです

全成分 パ=ム 脂肪酸Na業、ヤシ脂肪酸Na笑、

オリーブ脂肪酸Na笑、グリセリンX

100g

=有
機認定(主にヨーロッパ認定機関)あるいは野生採集

専―部有機認定


