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メーク落とし成分と植物由来の洗浄成分がブレンド
された透明石鹸です。肌あたりのやさしい、クリーミー
な泡でメークとお肌の汚れをワンステップですっきりと
洗い上げます。４種の保湿成分と角質ケア成分が、
うるおいのあるすこやかなお肌へ導きます。石鹸の香
りと色調は植物オイルによる自然のものです。

「メーク落とし」と「洗顔」が
ワンステップの洗顔せっけん

洗い上がりはすっきり、しっとり、ぷるるん肌

整肌成分：グリチルリチン酸ジカリウム



多様化するニーズにあわせ

「泡質」「スキンケア効果」「機能性」をカスタマイズ。

じっくりと丁寧に研究を重ね、誕生した極上の洗い上がり感を

ハートを込めてお届けします。
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ハートを込めてお届けします。
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　フェイシャル泡パック ソープ　緑茶のいぶき
　販売名：洗顔せっけん（GT）ｎ

弾力のある１０種のスキンケア成分の配合泡で、洗顔とパックが一度にできる洗
顔石鹸です。アロマオイルをブレンドし、パック中に心地よくリラックスできるハー
バルフローラルの香りです。

美容濃密泡パックから洗顔まで多機能スペシャルケア
ほのかなアロマの香りで至福のバスタイムを

スキンケア成分：ビート根エキス、サガラメエキス、セラミドＮＧ、（メタクリル酸グリセリルア
ミドエチル／メタクリル酸ステアリル）コポリマー、ポリクオタニウム－５１、トレハロース、
アセチルヒアルロン酸Ｎａ、シア脂、キシリトール、ヒバマタエキス

カテキンなどのポリフェノールを含む整肌成分（チャ葉エキス・チャ乾留液）を配
合。弾力のあるたっぷりの泡で明るくキメの整ったお肌に洗い上げます。清 し々い
摘みたて茶葉の香りです。

泡立つたび　かぐわしい香り
お肌も心も癒される　緑茶の恵み

整肌成分：チャ葉エキス、チャ乾留液



濃密で弾力のある泡が、お肌をやさしく、なめらかに洗い上げます。  

合成原料不使用にこだわった
天然成分たっぷりの自然派せっけん

合成原料不使用
刺激の低いせっけん成分のみをブレンドした

自然派せっけん

クリーミーな肌あたりのよい高級感のある泡質を実感
お肌にクロレラの恵み

７種のフリー成分：防腐剤、鉱物油、キレート化剤、着色料、香料、合成界面活性剤、
合成油分

７種のフリー成分：防腐剤、鉱物油、キレート化剤、着色料、香料、合成界面活性剤、
合成油分

　無添加天然透明せっけん
　販売名：洗顔せっけん（Ｍ）ｎ

天然整肌

スキンケア成分

整肌

スキンケア

やわらかでクリーミーな泡がデリケートなお肌をいたわりながらやさしく洗い上げます。

天然透明せっけん
洗顔せっけん（Ｍ）ｎ



蜂蜜の恵み

２種の天然保湿成分をたっぷり含んだなめらかな肌あたりの泡が、しっとりと
やわらかなお肌に洗い上げます。上品でやさしいスイートハニーの香りです。

上質なはちみつを高配合
お肌にうるおいを　蜂蜜の恵み

保湿成分：ハチミツ、ローヤルゼリーエキス スキンケア・保湿植物成分：コメデンプン、コメ胚芽油、フィチン酸、コメ発酵液、コメヌカ
エキス

スキンケア・保湿植物成分

スキンケア・ 中世のハンガリー王妃以来、500年も愛用されてきた8種のハーブ由来成分
（スキンケア成分）を配合。すばやく泡立ち、上質でキメの細かいたっぷりの泡で
やさしく洗い上げます。ほのかなハーブの香りです。

スキンケア・保湿植物成分：シャクヤク根エキス、センキュウエキス、ボタンエキス、ショウ
ガ根茎エキス、ブクリョウタケエキス

　東洋伝承ｎ 　ハンガリアンウォーター ソープｎ承ｎ

恵み

リアンウォーター ソープｎ



メラニンの生成により発生する

シミやくすみの発生要因となる古い角質を

デイリーケアの集中美白で

コントロールするスキンケア。

くもりのない輝きを。
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スキンケア成分
スキンケア成分

スキンケア成分 スキンケア成分

やさしく汚れをオフ
洗顔後のスキンケアの角質層への
浸透をサポートする薬用石鹸

肌あれ・にきび防止成分* 美白、肌あれ・にきび防止成分*

「有効成分（メラニンの生成を抑えシミ・そばかすを防ぐ）」

*

*
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軽くお顔全体をぬらした後、石鹸に水またはぬるま湯を加え、手のひら
でたっぷりと泡立てます。泡でお顔をつつむようにして洗い、その後、
水またはぬるま湯でよく洗い流します。

〈 薬用洗顔せっけん n 〉

スキンケア成分

スキンケア成分

美白、肌あれ・にきび防止成分*

*

*

「有効成分（メラニンの生成を抑えシミ・そばかすを防ぐ）」
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今のキレイとその先の素肌美のための

エイジングケア

季節の移りかわりや加齢にともない

ゆらぐおとな肌へ

明るくすこやかな輝きを。

青りんごのポリフェノールで
みずみずしく

ゆらぎのない素肌へ

青りんごのポリフェノールで
みずみずしく

ゆらぎのない素肌へ

※1

※2

※1：年齢を重ねた肌にうるおいを与えること
※2：リンゴタンニン（スキンケア成分）のこと

※1



19 20

スキンケア成分
整肌成分

スキンケア成分
整肌成分

スキンケア成分

保湿成分

整肌成分

スキンケア成分
整肌成分

保湿成分

*年齢を重ねた肌にうるおいを与える

保湿成分

保湿成分



21 22

整肌成分
スキンケア成分 整肌成分

スキンケア成分

保湿成分

*年齢を重ねた肌にうるおいを与える

*年齢を重ねた肌にうるおいを与える

保湿成分

弾力のあるハリ肌へ導く濃厚クリーム美容液です。しっかりと潤いを保持し、弾力
のあるつややかなお肌が持続します。まろやかでのびがよくベタつかない使用感
です。

整肌成分
スキンケア成分

保湿成分

*年齢を重ねた肌にうるおいを与える
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おやすみ前のスペシャルケア
目覚めれば

見ても触れても美しいお肌

お肌にたいせつな天然保湿因子のアミノ酸とセラミド類似ポリマーが
お肌の潤いを保持します。みずみずしいジェルが、素肌のキメを整え透
明感のある美しいお肌に導きます。ほのかなフローラルの香りです。

　デリカミズル　ナイト　マスク　ジェル
　80ｇ　4,000円（税込）

「より美しくありたい」

「より美しく仕上げたい」

その気持ちをサポートし、科学の要素をしっかり取り入れた

スキンケアシリーズです。

アミノ酸：セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、
トレオニン、プロリン
セラミド類似ポリマー：ポリクオタニウム-51
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デリカガード

26

手肌のバリア機能を保ちながら、

日常の手指洗浄習慣をサポート

使用シーンや使用感で選べるハンドケアシリーズ

殺菌成分*：塩化ベンザルコニウム液　
*有効成分 

※食中毒、エンベロープ型ウィルス
にてテスト。全ての細菌、ウィルスに
効果があるわけではございません。

※全ての細菌、ウィルスに効果があるわけでは
ございません。

なめらかな泡が手指をすみずみまで殺菌し、すっきり洗い上げます。
爽やかなハーブの香りです。 

殺菌泡で洗って流して手指すっきり
ハーブが香る泡ハンドウォッシュ

　クリーンエチケット　ホイップ
　〈手指洗浄料〉

800300mL

整肌成分：ヒノキチオール

整肌成分配合のやわらか泡をぬりひろげて洗浄し、手指を清潔に保ちます。
手肌にやさしいアルコール低濃度タイプです。

マシュマロ泡をなじませて乾かすだけ 
手指をクリーンに保つ水なしハンドウォッシュ 

　クリーンエチケット　ジェル
　〈手指洗浄料〉

35048mL

保湿成分：ヒアルロン酸Ｎａ、アセチルヒアルロン酸
Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロス
ポリマー－２－Ｎａ、濃グリセリン
整肌成分：グリチルリチン酸ジカリウム、キシリトール

伸びのよいジェルがさらりとお肌になじみ、手指を清潔に保ちます。
手指のかさつきを防ぎ、みずみずしい手肌に導きます。
携帯に便利な薄型ボトルです。 

いつでもすばやくクリーンな手指にリセット 
水のいらないハンドジェル 

　薬用ハンドクリーンWP 
55050mL

整肌成分：グリチルリチン酸ニカリウム 
保湿成分：濃グリセリン
殺菌成分*：ベンザルコニウム塩化物0.05ｗ/ｖ％ 
*有効成分 

細菌やウイルスに効く速乾性の泡が、手指を消毒・洗浄し、清潔に保ちます。
手指にやさしいアルコール低濃度タイプです。携帯に便利なミニボトルです。 

すばやく広がりべたつかない
ホイップ状の消毒剤 

薬用ハンドソープｎ

クリーンエチケット　ホイップ

クリーンエチケット　ジェル

薬用ハンドクリーンWP

洗い流し 形　態 使用感

必要

不要

不要

不要

据え置き

据え置き

携帯

携帯

さっぱり

ややしっとり

さっぱり

ややしっとり

指定医薬部外品
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これ一つで「洗浄」・「毛髪補修」・「頭皮ケア」ができるオールイン多機能シャンプーです。
弱酸性濃密泡が髪の摩擦を防ぎ、髪と頭皮をやさしく洗い上げます。
頭皮を健やかに保ちながら傷んだ髪を補修し、艶やかでなめらかな髪へ導きます。
みずみずしいアクアティックフローラルの香りです。
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整肌成分

保湿成分

スキンケア成分

整肌成分
スキンケア成分

豊潤
豊潤

*年齢を重ねた肌にうるおいを与える
*年齢を重ねた肌にうるおいを与える

保湿成分
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花や草木の香りを封じ込め

バスタイムを色と香りで演出する

フレグランスボディーソープ

上質な泡と香りが身体全体を包み込み

洗い上がりの素肌が感じるリラックス
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6種の天然オイル（ローマカミツレ花油・ニオイテンジクアオイ油・パルマローザ油・
チョウジ葉油・ベチベル根油・アミリスバルサミフェラ樹皮油）を配合。肌あたりの
よいたっぷりの泡でしっとり洗い上げます。心地よいローズの香り。

3種の天然オイル（ラベンダー油・ローズマリー油・オレンジ油）を配合。肌あたりの
よいたっぷりの泡でしっとり洗い上げます。心やすらぐウッディの香り。

天然オイルのハッカ油を配合。弾力のあるたっぷりの泡でさっぱり洗い上げます。
爽やかなミントの香り。

3種の天然オイル（ラベンダー油・ローズマリー油・オレンジ油）を配合。肌あた
りのよいたっぷりの泡でしっとり洗い上げます。清潔感あふれる健やかなハー
ブの香り。

整肌成分

整肌成分

スキンケア成分

スキンケア成分

整肌成分
スキンケア成分

清涼感：メントール
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ボディーケアボボボボボボボボボボボボボデデデデデデデデデデデデデディィィィィィィィィィィィィィーーーーーーケケケケケケケケケケケケケケアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアケケアアアアアアアアアアアアアアボディーケア



37 38

スキンケア成分：カニナバラ果実油、センチ
フォリアバラ花エキス

しっとりと洗い上げ、ロマンティックな
バラの香り

スキンケア成分

スキンケア成分

清涼感

ハリ

うるおい
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ボディー＆ヘアケアボボボボボボボボボボボボボボデデデデデデデデデデデデデディィィィィィィィィィィィィィーーーーーーーーーーー＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘアアアアアアアアアアアアアアケケケケケケケケケケケケケケアアアアアアアアアアアアアア＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘアアアアアアアアアアアアアアケケケケケケケケケケケケケケ＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘアアアアアアアアアアアケケボディー＆ヘアケア

植物系原料と食品添加物原料主体・無香料・無着色の弱酸性マイルド洗浄料
です。やわらかな泡がお肌や髪を包み込み、汚れをおだやかに落とし、しっとりなめ
らかに洗い上げます。

整肌成分
スキンケア成分

天然植物由来原料99％・無香料・無着色の自然派ボディーリンスです。お湯に
溶かしてかけるだけの簡単ケアで、お肌をしっとりとなめらかに包みます。香りは植
物オイルによる自然のものです。

入浴後のお肌がぬれた状態で、洗面器に入れたお湯（約2L）に対してポンプ4回押し分
（約4mL）をとり、よくかきまぜて全身にかけてください。その後、水分をタオルなどでやさしく
ふきとってください。

敏感肌・乾燥肌用の低刺激シリーズ。

入浴タイムのセルフケアで

乾燥からお肌を守り、

すこやかな素肌へ。

敏感敏感敏感敏感敏感敏感敏感敏感敏感敏感敏感敏感肌・肌・肌・肌・肌・肌・肌・肌・肌肌肌肌・肌・乾乾乾燥乾燥乾燥乾燥乾燥乾乾燥乾燥乾燥肌用肌用肌用肌用肌用肌用肌用肌用の低のの低の低の低の低の低の低の低の低の低の低の低の低刺激刺激刺激刺激刺激刺激刺激刺激刺激刺激シリシリシリシリシリシリシリシリシリシリシリシリシリシリシリシリシシ ーズーズーズーーーーズーズーズーズーズーズーズーズーズーズーズズ。。。。。。。

入入入入入入入浴入浴入浴入浴入入入浴入浴入浴入浴入浴入浴タイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタイタタ ムのムのムのムのムのムのムのムのムのムのムのムのムのムのムのセルセルセルセルセルセルセルセルセルセルセルセルセルセルセルフケフケフケフケフケフケフケフケフケフケフケフケフケフケフケフケフケフケケアでアでアでアでアでアでアでアでアでアでアでアでアでアでアでアでアでアでアでアで

乾燥乾燥乾燥乾燥乾燥乾燥乾燥燥燥乾燥乾燥乾燥からからからからからからからからからからからからからからからからか おお肌お肌お肌お肌お肌お肌お肌お肌お肌お肌お肌お肌を守を守を守を守を守を守を守を守を守を守を守を守守守守守り、り、り、り、り、り、り、り、り、り、り、り、り、り、りり

すすすすすこすこすこすこすこすこすこすこすこすこすこすこすこすす やかやかやかやかやかやかやかやかやかやかやかやかやかやかやかやかやかやかかなななな素な素な素な素な素な素な素な素な素な素な素な素な素な 肌へ肌へ肌へ肌へ肌へ肌へ肌へ肌へ肌へ肌へ肌へへへへへへへ肌へ肌へ肌 。。。。。。

敏感肌・乾燥肌用の低刺激シリーズ。

入浴タイムのセルフケアで

乾燥からお肌を守り、

すこやかな素肌へ。
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ボディーケアボボボボボボボボボボボボボデデデデデデデデデデデデデディィィィィィィィィィィィィーーーケケケケケケケケケケケケケケアアアアアアアアアアアアアアケケケケケケケケケケケケアアアアアアアアアアアアアケケケケケケケケケケケケケケアアアアアアアアアアアアアボディーケア

フリー成分：防腐剤、鉱物油、着色料、香料、合成油分

マイルド石鹸成分のみを使い、３種の洗浄成分をバラン
ス配合した低刺激性石鹸です。５種のフリー成分によ
り、肌あたりのよいたっぷりの泡でデリケートなお肌をい
たわりながらやさしく洗い上げます。

乾燥からお肌を守り、おだやかに洗い上げる
低刺激全身用ソープ

　顔・からだ用マイルドソープ
　〈洗顔石鹸・ボディー用石鹸〉

●お顔を洗う場合
お顔をぬらした後、石鹸をたっぷりと泡立て、泡でお顔をつ
つみこむように洗い、十分にすすいでください。
●からだを洗う場合
お湯を含ませたボディータオルやスポンジなどで石鹸をたっ
ぷりと泡立て、泡でお肌をつつみこむように洗い、十分にす
すいでください。

1,500

殺菌・消臭（体臭・汗臭防止）成分*：イソプ
ロピルメチルフェノール、緑茶乾留エキス
保湿成分：dl-α-トコフェロール 2-L-アス
コルビン酸リン酸ジエステルカリウム塩、
ローズマリーエキス、セージエキス、ハマメ
リスエキス
肌荒れ防止：ニコチン酸アミド
清涼剤：I-メントール
*「有効成分」

殺菌・消臭（体臭・汗臭防止）成分*配合の上質でキメの細かいたっぷりの泡で
全身をさっぱりと洗い上げます。爽やかなシトラスレモンの香りです。

デリケートなお肌のために
髪もからだもふんわりとやさしい泡で包み込む

アミノ酸系全身用泡ソープ

保湿成分：トレハロース
整肌成分：グリチルリチン酸ジカリウム
角質ケア成分：キシリトール

植物系原料と食品添加物原料主体・無香料・無着色の弱酸性マイルド洗浄料
です。たっぷりのクッション泡で汚れをおだやかに落とし、しっとりとなめらかに洗い
上げます。

　植物性
　全身用マイルドホイップ
〈洗浄料・洗髪料〉
500ｍL　1,000円（税込）

ボディー＆ヘアケア

デリケートなお肌のため
髪もからだもふんわりとやさしい

ボボボボボボボボボボボボボデデデデデデデデデデデデデディィィィィィィィィィィィィーーーーーー＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘアアアアアアアアアアアアアアケケケケケケケケケケケケケケアアアアアアアアアアアアアア＆＆ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘアアアアアアアアアアアアケケケケケケケ＆＆ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘアアアケケケケケケケケボディー＆ヘアケア

　神戸トランスパラン
   薬用デオドラントソープ〈ボディー用石鹸〉

医薬部外品

エキス
L-アス
ウム塩、
ハマメ

ボディー用石鹸〉

悩めるニオイにWアプローチ
清潔肌を保つデオドラントボディーソープ

殺菌&体臭・汗臭防止
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インティメイトケア　 イイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィメメメメメメメメメメメメメメイイイイイイイイイイイイイイトトトトトトトトトトトトトトケケケケケケケケケケケケケケアアアアアアアアアアアアアア　 イイイイイイイイイイイイトトトケケケケケケアアアアメメメメメメメメメメメメイイイイイイイイイイイトトトトトトトトトトトトトケケケケケケケケケケケケケアアアインティメイトケア　 

日々のお手入れの積み重ねが
未来の私を創造する
me×create

ねねねねねねねねねねねねねねががががががががががががががががおおおおおおおおおおお手入手入手入手入手入手入手入手入手入手入入手入手入入手入手手入手入手 れのれのれのれのれのれのれのれのれのれれれのれのれのれのれのれの積み積み積み積み積み積み積みみ積み積みみ積 重重ね重ね重ね重ね重ね重ね重ね重ね重ねね日々日々日々日々々々々々々々日々日々々日々日々々々のののおのおのおのおのおのおのおのおのおののおのおお
来来来来来来来来来来来来の私の私の私の私の私の私の私の私の私の私の私の私の私私を創を創を創を創を創を創を創をを創を創を創創創を創を創造す造す造す造す造す造す造す造す造す造すすすすすすするるるるるるるるるるるるる未未未来未来未未来未来未来未来未来未来未来未来
memememememe×c×c×c×c×c×c×c×c×c×c×c×crererererererrerrrr ttttatatttatatateeeeee

日々のお手入れの積み重ねが
未来の私を創造する
me×create

保湿成分：ヒアルロン酸Ｎａ、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマー－２
－Ｎａ、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、キシリトール、セラミドＮＰ、グリセリン
整肌成分：トレハロース、グリチルリチン酸ジカリウム

弾力のある肌あたりのソフトな透明ゲル状洗浄料です。デリケートゾーンを直接な
で洗いし、清潔な肌へ導きます。気になるニオイを心地よく調和する上品なフロー
ラルムスクの香りです。

バスタイムではじめる新習慣！
手より柔らかいソフトタッチ！ 

デリケートゾーンの悩みに寄り添う
弱酸性のぷるぷる洗浄料

デリケートになってしまうのは、

顔も身体も、すべてのお肌にいえること。

見えないところもぬかりなく、

デリケートゾーンのためのスキンケアシリーズ

ぬるま湯で濡らしたデリケートゾーン（ＶＩＯ）に石鹸を
直接あて、 やさしく洗ってください。 

十分にすすいでください。（粘膜部分は避けてご使用ください） 
※石鹸を手で泡立て、やさしく洗っていただくこともできます。 
ご使用後は付属の容器とフタで保管していただけます。

デリケートゾーンケアは身体の中でも皮膚が薄く、とても
繊細な部位です。ムレや摩擦などの外部刺激を受ける
と肌のバリア機能が低下しやすくなり、乾燥や細菌増殖
によって、ニオイやかゆみを誘発します。デリケートなお肌
をすこやかに保つためには、低刺激な洗浄料で潤いを守
りながら、やさしく洗うことが大切です。 

　ヴィオ　ソフトウォッシュ
　〈ボディー用洗浄料 〉
60g　1,320

ミクリ

デリケートゾーンケアはなぜ必要？

使用方法
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海の恵みのタラソ成分が、髪の摩擦を防ぎ
ながら、髪と頭皮を優しく洗い上げます。
みずみずしく清楚なフローラルアクアティック
フルーティーの香りです。

タラソ成分（保湿成分）：海藻エキス（ヒバマ
タエキス）、真珠タンパク（加水分解コンキ
オリン）
保湿・ツヤ成分：ぺリセア（ジラウロイルグル
タミン酸リシンＮａ）
ダメージ防止成分：シアバター（シア脂）
頭皮保護成分：オタネニンジンエキス

海の恵みのタラソ成分と保湿・ツヤ成分が
傷んだ髪にはたらいて、髪と頭皮を保護します。
紫外線によるダメージ防止成分が、髪の
内部に浸透して、はり・こしを与え、しなやかな
髪に導きます。タオルドライ後の髪のまとまりが
実感できます。みずみずしく清楚なフローラル
アクアティックフルーティーの香りです。

タラソ成分（保湿成分）：海藻エキス（ヒバマタ
エキス）、真珠タンパク（加水分解コンキオリン）
保湿・ツヤ成分：ぺリセア（ジラウロイルグルタ
ミン酸リシンＮａ）
ダメージ防止成分：シアバター（シア脂）
頭皮保護成分：オタネニンジンエキス

上質なシャンプー

エステケアの毛髪テクノロジーで

確かな使い心地、仕上がりを実感

ダメージをはね返し

サロン仕上がりのような満ち足りた髪へ

タラソケア



47 48

肌すべり向上・光拡散成分：（ジメチコン／ビニルジメチコン）クロスポリマー
保湿成分：（ダイマージリノール酸／ステアリン酸／ヒドロキシステアリン酸）ポリグリセリ
ル-10、シア脂、リピジュア（ポリクオタニウム-51）、スクワラン、（メタクリル酸グリセリルア
ミドエチル／メタクリル酸ステアリル）コポリマー
整肌成分：グリチルリチン酸ジカリウム

成分／ミリスチン酸Ｎａ,水,スクロース,グリセリン,ＰＥＧ‐６
０水添ヒマシ油,ステアリン酸Ｎａ,パルミチン酸Ｎａ,ラウロ
アンホ酢酸Ｎａ,ミリスチン酸Ｋ,ラウリルグリコールカルボ
ン酸Ｎａ,ソルビトール,ベタイン,ラウリン酸Ｎａ,ステアリン
酸Ｋ,パルミチン酸Ｋ,エタノール,クロレラ,ラウリン酸Ｋ,ＥＤ
ＴＡ‐３Ｎａ,クエン酸,（クロロフィリン／銅）複合体,エチドロ
ン酸４Ｎａ,ＥＤＴＡ‐４Ｎａ,ＰＥＧ‐９０Ｍ,シリカ,オレイン酸ポ
リグリセリル‐１０,シメチコン,ステアリン酸グリセリル,ステ
アリン酸ソルビタン,セルロースガム,ヒバマタエキス,ＢＨＴ

成分／カリ含有石ケン素地，水，スクロース，グリセリン，ＰＥ
Ｇ－３０水添ヒマシ油，ラウロアンホ酢酸Ｎａ，ラウリルグリ
コールカルボン酸Ｎａ，ラウレス－６カルボン酸，ソルビトー
ル，シャクヤク根エキス，ブクリョウタケエキス，ショウガ根茎
エキス，センキュウエキス，ボタンエキス，塩化Ｎａ，ＢＧ，ＥＤＴ
Ａ－３Ｎａ，クエン酸，エチドロン酸４Ｎａ，ＥＤＴＡ－４Ｎａ，ＰＥＧ
－９０Ｍ，シリカ，ＢＨＴ、エタノール

成分／水,ミリスチン酸Ｎａ,グリセリン,スクロース,ラウリ
ン酸Ｎａ,ＰＥＧ‐６０水添ヒマシ油,ステアリン酸Ｎａ,ＤＰＧ,
ラウリルグリコールカルボン酸Ｎａ,ミリスチン酸Ｋ,ラウロ
アンホ酢酸Ｎａ,パルミチン酸Ｎａ,ラウリン酸Ｋ,ステアリン
酸Ｋ,ポリクオタニウム‐４７,塩化Ｎａ,パルミチン酸Ｋ,ポリ
クオタニウム‐６,ＢＧ,コメデンプン,メタリン酸Ｎａ,コメ胚
芽油,クエン酸,ＥＤＴＡ‐３Ｎａ,フィチン酸,エタノール,エチド
ロン酸４Ｎａ,ＥＤＴＡ‐４Ｎａ,安息香酸Ｎａ,コメ発酵液,コメヌ
カエキス,トコフェロール

成分／グリセリン，水，オレイン酸Ｎａ，ラウリン酸Ｎａ，スク
ロース，ミリスチン酸Ｎａ，ステアリン酸Ｎａ，ラウリルグリコー
ルカルボン酸Ｎａ，パルミチン酸Ｎａ，ベタイン，テトラヒドロ
キシプロピルエチレンジアミン，ラウロアンホ酢酸Ｎａ，ソル
ビトール，ＰＥＧ－６０水添ヒマシ油，エタノール，塩化Ｎａ，
デシルグルコシド，ＰＥＧ－１１メチルエーテルジメチコン，Ｐ
ＥＧ－３２，ＰＥＧ－６，ダイズ油，ポリクオタニウム－６，オレン
ジ油，キシリトール，ラウリルピロリドン，カプリリルメチコン，
クエン酸，エチドロン酸４Ｎａ，ＥＤＴＡ－４Ｎａ，グリチルリチン
酸２Ｋ，ニンジン根エキス，酸化Ｍｇ，ポリクオタニウム－５１，
トコフェロール，フェノキシエタノール，アセチルヒアルロン
酸Ｎａ，水溶性コラーゲン，ハトムギ種子エキス

成分／グリセリン,水,ミリスチン酸Ｎａ,スクロース,ＰＥＧ‐３
０水添ヒマシ油,ステアリン酸Ｎａ,パルミチン酸Ｎａ,ラウロ
アンホ酢酸Ｎａ,ミリスチン酸Ｋ,ラウリルグリコールカルボ
ン酸Ｎａ,ソルビトール,ステアリン酸Ｋ,パルミチン酸Ｋ,エ
タノール,ポリクオタニウム‐７,ラベンダー油,キシリトール,
シア脂,ｔ－ブチルメトキシジベンゾイルメタン,トレハロー
ス,メトキシケイヒ酸エチルヘキシル,クエン酸,アミリスバ
ルサミフェラ樹皮油,チョウジ葉油,ニオイテンジクアオイ
油,パルマローザ油,ベチベル根油,ローマカミツレ花油,エ
チドロン酸４Ｎａ,ＢＧ,ＥＤＴＡ‐４Ｎａ,（メタクリル酸グリセリ
ルアミドエチル／メタクリル酸ステアリル）コポリマー,ポ
リクオタニウム‐５１,ＰＥＧ‐９０Ｍ,酸化鉄,フェノキシエタ
ノール,ビート根エキス,加水分解コーンスターチ,アセチ
ルヒアルロン酸Ｎａ,セラミドＮＧ,シリカ,ＢＨＴ,乳酸,トコ
フェロール,ヒバマタエキス,サガラメエキス,ｐ‐アニス酸

成分／ハチミツ，ミリスチン酸Ｎａ，水，グリセリン，ＰＥＧ－３０
水添ヒマシ油，ステアリン酸Ｎａ，パルミチン酸Ｎａ，ミリスチ
ン酸Ｋ，ラウロアンホ酢酸Ｎａ，ラウリルグリコールカルボン
酸Ｎａ，ステアリン酸Ｋ，スクワラン，ベタイン，香料，パルミチ
ン酸Ｋ，エタノール，塩化Ｎａ，カラメル，ＥＤＴＡ－３Ｎａ，クエン
酸，グアーヒドロキシプロピルトリモニウムクロリド，エチド
ロン酸４Ｎａ，ＥＤＴＡ－４Ｎａ，（クロロフィリン／銅）複合体，
ローヤルゼリーエキス，オレイン酸ポリグリセリル－１０，シ
メチコン，ステアリン酸グリセリル，ステアリン酸ソルビタン，
セルロースガム

成分／グリセリン,水,スクロース,ミリスチン酸Ｎａ,ソルビ
トール,ラウリン酸Ｎａ,ステアリン酸Ｎａ,パルミチン酸Ｎａ,ミ
リスチン酸Ｋ,イソステアリン酸Ｎａ,ラウリン酸Ｋ,ステアリン
酸Ｋ,ホホバ種子油,パルミチン酸Ｋ,エタノール,イソステア
リン酸Ｋ,塩化Ｎａ,ハトムギ種子エキス 

成分／水，ミリスチン酸Ｎａ，スクロース，ＰＥＧ－３０水添ヒマ
シ油，ラウロアンホ酢酸Ｎａ，ステアリン酸Ｎａ，グリセリン，ミリ
スチン酸Ｋ，パルミチン酸Ｎａ，ソルビトール，ラウリン酸Ｎａ，
ラウリルグリコールカルボン酸Ｎａ，ベタイン，ステアリン酸Ｋ，
香料，パルミチン酸Ｋ，エタノール，ラウリン酸Ｋ，塩化Ｎａ，ダ
イズ油，（ダイマージリノール酸／ステアリン酸／ヒドロキ
システアリン酸）ポリグリセリル－１０，ＥＤＴＡ－３Ｎａ，クエン
酸，ＢＧ，エチドロン酸４Ｎａ，ＥＤＴＡ－４Ｎａ，（クロロフィリン／
銅）複合体，ニンジン根エキス，チャ乾留液，チャ葉エキス，ト
コフェロール，オレイン酸ポリグリセリル－１０，シメチコン，
ステアリン酸グリセリル，ステアリン酸ソルビタン，セルロー
スガム

●メーク落とし  洗顔せっけん d P4

●無添加天然透明せっけん  洗顔せっけん（Ｍ）ｎ P7

●クロリッチ  モイストソープ P7

●東洋伝承ｎ P9

●稲穂の恵み P10

成分／ミリスチン酸Ｎａ,水,スクロース,グリセリン,ＰＥＧ‐３
０水添ヒマシ油,ミリスチン酸Ｋ,ラウリルグリコールカルボ
ン酸Ｎａ,ソルビトール,ラウロアンホ酢酸Ｎａ,ステアリン酸
Ｎａ,イソステアリン酸Ｎａ,パルミチン酸Ｎａ,ベタイン,ミリス
チルアルコール,メタケイ酸アルミン酸Ｍｇ,エタノール,塩
化Ｎａ,ステアリン酸Ｋ,イソステアリン酸Ｋ,パルミチン酸Ｋ,
ラベンダー油、ＥＤＴＡ‐３Ｎａ、グリチルリチン酸２Ｋ、クエ
ン酸,グンジョウ,ヒドロキシプロピルメチルセルロース,Ｂ
Ｇ,エチドロン酸４Ｎａ,ＥＤＴＡ‐４Ｎａ,（メタクリル酸グリセリ
ルアミドエチル／メタクリル酸ステアリル）コポリマー,ポ
リクオタニウム‐５１,グルコシルヘスペリジン,フェノキシ
エタノール,オタネニンジン根エキス,ハトムギ種子エキス

成分／ミリスチン酸Ｎａ,グリセリン,水,スクロース,ソルビ
トール,パルミチン酸Ｎａ,ミリスチン酸Ｋ,ステアリン酸Ｎａ,
イソステアリン酸Ｎａ,パルミチン酸Ｋ,ホホバ種子油,エタ
ノール,ステアリン酸Ｋ,イソステアリン酸Ｋ,塩化Ｎａ,ハトム
ギ種子エキス

●合成物無添加透明石鹸（敏感肌）洗顔せっけん（ＭＳ）P8

●フェイシャル泡マッサージ  ソープ P8

●蜂蜜の恵み P9

●フェイシャル泡パック  ソープ P6

●緑茶のいぶき  洗顔せっけん（GT）ｎ P6



●ハンガリアンウォーター  ソープｎ

●薬用ハンドソープn 

P10 P19 P22

P20

P20

P21

P22

P13

P14

P15

P19

成分／カリ含有石ケン素地，水，スクロース，グリセリン，ＰＥ
Ｇ－３０水添ヒマシ油，ラウロアンホ酢酸Ｎａ，ラウリルグリ
コールカルボン酸Ｎａ，ラウレス－６カルボン酸，ソルビトー
ル，ラベンダー油，ローズマリー葉油，セージ油，ビターオレ
ンジ花油，レモン果汁，ライム果汁，セイヨウハッカ葉エキス，
マヨラナ葉エキス，塩化Ｎａ，ＥＤＴＡ－３Ｎａ，クエン酸，ピロ亜
硫酸Ｎａ，グンジョウ，エチドロン酸４Ｎａ，ＥＤＴＡ－４Ｎａ，ＰＥＧ
－９０Ｍ，ＢＧ，シリカ，ＢＨＴ，メチルパラベン，エチルパラベン，
ブチルパラベン，プロピルパラベン，エタノール

P25

P28

P29

P30

P33

P33

P24

成分／水，ＢＧ，ＤＰＧ，エタノール，シクロメチコン，ジメチコ
ン，グリセリン，ソルビトール，ＰＥＧ－３２，ＰＥＧ－６，カルボ
マー，メチルパラベン，水酸化Ｋ，ＰＰＧ－１３デシルテトラデ
セス－２４，キサンタンガム，（アクリル酸／アクリル酸アル
キル（Ｃ１０－３０））コポリマー，メタリン酸Ｎａ，酢酸トコフェ
ロール，グリチルリチン酸２Ｋ，グルコシルヘスペリジン，リン
酸アスコルビルＭｇ，香料，（メタクリル酸グリセリルアミドエ
チル／メタクリル酸ステアリル）コポリマー，ポリクオタニ
ウム－５１，ベタイン，メントール，ＰＣＡ－Ｎａ，フェノキシエタ
ノール，セリン，グリシン，グルタミン酸，アラニン，アルギニン，
リシン，テトラヘキシルデカン酸アスコルビル，トレオニン，
ＰＰＧ－８セテス－２０，プロリン，ＰＰＧ－４セテス－２０，プロ
ピルパラベン，クエン酸，クエン酸Ｎａ，トコフェロール，ピロ亜
硫酸Ｎａ

成分／塩化ベンザルコニウム液*、精製水、１，３－ブチレン
グリコール、ジプロピレングリコール、ミリスチン酸、ヤシ油
脂肪酸ジエタノールアミド、濃グリセリン、水酸化カリウム、
ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ドデカン－１、２－
ジオール酢酸エーテルナトリウム液、アクリルアミド・アク
リル酸・塩化ジメチルジアリルアンモニウム共重合体液、エ
デト酸三ナトリウム、ユーカリ油、エタノール、クエン酸、ヒ
ドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム液、安息香酸ナト
リウム、エデト酸四ナトリウム、カワラヨモギエキス 
＊「有効成分」無表示は「その他の成分」 

●クリーンエチケット　ホイップ P26

成分／水、エタノール、オレス－２０、グリセリン、ＥＤＴＡ－２
Ｎａ、クエン酸Ｎａ、ヒノキチオール、塩化亜鉛、水酸化Ｎａ、
クエン酸、エチドロン酸４Ｎａ、塩化AI  

●クリーンエチケット　ジェル  P26

成分／変性アルコール、水、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒ
アルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマー－２－Ｎａ、加
水分解ヒアルロン酸Ｎａ、グリセリン、グリチルリチン酸２
Ｋ、キシリトール、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（Ｃ１
０－３０））クロスポリマー、ＴＥＡ、メタリン酸Ｎａ、ペンチレ
ングリコール、エチルヘキシルグリセリン 

●薬用ハンドクリーンWP P26

成分／ベンザルコニウム塩化物0.05ｗ/ｖ％*、精製水、エ
タノール、ポリソルベート80、濃グリセリン、クエン酸ナト
リウム水和物、エデト酸ニナトリウム、クエン酸水和物、グリ
チルリチン酸ニカリウム 
*「有効成分」無表示は「その他の成分」 



P37

P40

P37

P37

P38

P38

P42

P40

成分／水，DＰＧ，ラウロアンホ酢酸Ｎａ，ココイルメチルタウ
リンＮａ，ソルビトール，コカミドＤＥＡ，ＰＥＧ－３２，グリセリン，
クエン酸，キシリトール，安息香酸Ｎａ，フェノキシエタノー
ル，トレハロース，グリチルリチン酸２Ｋ，エチドロン酸４Ｎａ

成分／緑茶乾留エキス ，イソプロピルメチルフェノール ，
脂肪酸石けん，精製水，白糖，ソルビット液，ドデカン－１，２－
ジオール酢酸エーテルナトリウム液，ポリエチレングリコー
ル１５００，ポリオキシエチレンメチルグルコシド，ポリオキシ
プロピレングリセリルエーテル，ソルビット，エタノール，香
料，塩化ナトリウム，ｌ－メントール，ポリ塩化ジメチルジメチ
レンピロリジニウム液，４－ｔｅｒｔ－ブチル－４’－メトキシジベ
ンゾイルメタン，エデト酸三ナトリウム，クエン酸，パラメトキ
シケイ皮酸２－エチルヘキシル，１，３－ブチレングリコール，
ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム液，エデト酸四
ナトリウム，ｄｌ－α－トコフェロール　２－Ｌ－アスコルビン
酸リン酸ジエステルカリウム塩，ニコチン酸アミド，ローズマ
リーエキス，黄色４号，緑色２０１号，ハマメリスエキス，ジブ
チルヒドロキシトルエン，セージエキス

●植物性　全身用マイルドホイップ P42

成分／水、グリセリン、プロパンジオール、デシルグルコシ
ド、タマリンドガム、ラウロアンホ酢酸Ｎａ、キシリトール、ト
レハロース、セラミドＮＰ、アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒア
ルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸クロスポリマー－２－Ｎａ、加水
分解ヒアルロン酸Ｎａ、グリチルリチン酸２Ｋ、コカミドメチ
ルＭＥＡ、ココイルメチルタウリンＮａ、リシノレイン酸グリ
セリル、ｏ－シメン－５－オール、チャ乾留液、フェノキシエ
タノール、キサンタンヒドロキシプロピルトリモニウムクロ
リド、クエン酸、ＥＤＴＡ－２Ｎａ、ペンチレングリコール、エチ
ルヘキシルグリセリン、エタノール、酸化Ｍｇ、黄４、赤２２
７、香料

●ヴィオ　ソフトウォッシュ P43

成分／グリセリン，水，ミリスチン酸Ｎａ，スクロース，ＰＥＧ－
６０水添ヒマシ油，ＰＰＧ－８グリセリル，パルミチン酸Ｎａ，ミ
リスチン酸Ｋ，ラウリルグリコールカルボン酸Ｎａ，ステアリ
ン酸Ｎａ，ソルビトール，イソステアリン酸Ｎａ，ラウロアンホ
酢酸Ｎａ，パルミチン酸Ｋ，エタノール，ステアリン酸Ｋ，イソス
テアリン酸Ｋ，塩化Ｎａ，クエン酸，エチドロン酸４Ｎａ，ＥＤＴＡ
－４Ｎａ

●顔・からだ用マイルドソープ P41

P45

P46

P47

成分／水，ソルビトール，ジメチコン，イソペンチルジオール，
セテアリルアルコール，ベヘントリモニウムクロリド，エリス
リトール，エチルヘキサン酸セチル，アミノプロピルジメチ
コン，ステアリン酸グリセリル（ＳＥ），香料，イソプロパノー
ル，フェノキシエタノール，ステアレス－４，ステアルトリモニ
ウムクロリド，ＢＧ，エタノール，ＰＥＧ－９０Ｍ，ジラウロイルグ
ルタミン酸リシンＮａ，クエン酸，シア脂，ヒバマタエキス，ヨ
クイニンエキス，加水分解コンキオリン，シリカ，センブリエ
キス，オタネニンジン根エキス，海塩，ＢＨＴ，トコフェロール

P34

P34
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