
★ﾅﾁｭﾗﾙーヱスケー石鹸―ボディケア                             

商品名 ヱスケー石鹸  

しっとりシリーズ（香料） 

ボディソープ 

（ボトル） 

ヱスケー石鹸  

しっとりシリーズ（香料） 

ボディソープ 

（詰替用） 

パックスベビー 

しっとりシリーズ（香料） 

ハンドソープ 

（ボトル） 

パックスベビー  

しっとりシリーズ（香料） 

ハンドソープ 

（詰替用） 

画像 

    

商品説明 ゆたかな泡立ちと、セージエキス

の皮脂分泌を抑える効果で、洗

い上がりさっぱり。フローラルの

香り 

ゆたかな泡立ちと、セージエキス

の皮脂分泌を抑える効果で、洗

い上がりさっぱり。フローラルの

香り 

押すだけでたっぷりの泡になるハ

ンドソープです。トレハロース配

合でしっとりとした洗いあがり。ラ

ベンダーの香り。 

ハサミなしで開封でき、詰め替え

やすくなりました。 

成分 水、カリ石ケン素地、グリセリン、

クエン酸 K、エタノール、香料、

セージエキス 

水、カリ石ケン素地、グリセリン、

クエン酸 K、エタノール、香料、

セージエキス 

水、カリ石ケン素地、グリセリン、

クエン酸 K、グリコシルトレハロー

ス、クエン酸 Na、加水分解水添

デンプン、エタノール、香料、ク

マザサエキス 

水、カリ石ケン素地、グリセリン、

クエン酸 K、グリコシルトレハロー

ス、クエン酸 Na、加水分解水添

デンプン、エタノール、香料、ク

マザサエキス 

ｻｲｽﾞ 500ml 450ml 300ml 250ml 

メーカー価格 990円 660円 616円 385円 

割引 販売価格 ●5％OFF 941円 ●5％OFF 627円 ●5％OFF 585円 ●5％OFF 366円 

在庫状況 在庫分で終了 在庫分で取扱終了 在庫分で取扱終了 在庫分で取扱終了 

 

★ﾅﾁｭﾗﾙーヱスケー石鹸―ヘアケア 

商品名 ヱスケー石鹸  

しっとりシリーズ（香料） 

せっけんシャンプー 

（ボトル） 

ヱスケー石鹸  

しっとりシリーズ（香料） 

せっけんシャンプー 

（詰替用） 

ヱスケー石鹸  

しっとりシリーズ（香料） 

リンス 

（ボトル） 

パックスベビー  

しっとりシリーズ（香料） 

リンス 

（詰替用） 

画像 

    

商品説明 頭皮や毛髪にやさしい、指どおり

のなめらかなせっけんシャンプー

です。フローラルの香り。 

ハサミなしで開封でき、詰め替え

やすくなりました。 

せっけんシャンプーで洗った毛髪

のｐH バランスを整え、しっとり仕

上げます。フローラルの香り。 

ハサミなしで開封でき、詰め替え

やすくなりました。 

成分 水、カリ石ケン素地、クエン酸 K、

エタノール、グリセリン、香料 

水、カリ石ケン素地、クエン酸 K、

エタノール、グリセリン、香料 

水、エタノール、グリセリン、クエ

ン酸、クエン酸 Na、キサンタンガ

ム、ホホバ油、香料、カルボキシ

メチルキチン 

水、エタノール、グリセリン、クエ

ン酸、クエン酸 Na、キサンタンガ

ム、ホホバ油、香料、カルボキシ

メチルキチン 

ｻｲｽﾞ 500ml 450ml 500ml 450ml 

メーカー価格 990円 660円 990円 660円 

割引 販売価格 ●5％OFF 941円 ●5％OFF 627円 ●5％OFF 941円 ●5％OFF 627円 

在庫状況 在庫分で終了 在庫分で取扱終了 在庫分で取扱終了 在庫分で取扱終了 

※ヱスケー石鹸の記載のない商品は当店では取り扱っておりません。ヱスケー石鹸のお取り寄せは、ケース単位となりま

す。詳細はご確認ください。 

 

 

 

 

 



★ﾅﾁｭﾗﾙーヱスケー石鹸―オーラルケア                            

商品名 ヱスケー石鹸  

ファミリーハミガキ 

 

ヱスケー石鹸  

薬用ハミガキ ペリオキュア

（医薬部外品） 

  

画像 

  

  

商品説明 発泡剤として一般的に配合され

ている合成界面活性剤を使用し

ていません。パラベン（防腐剤）、

サッカリン（甘味料）、CMC（粘結

剤）は使用していません。原材料

は、天然由来です。 

容器変更、箱なしになりました。 

お口の二大悩み「歯周病」「口臭」に

効く薬用ハミガキ。 

歯ぐきに効く 2種の薬用成分配合。泡

立ちすぎず、長く、しっかり磨けるタイ

プです。2 種の清掃パウダーと植物純

石けん・サポニンで、美歯♪ 息キレイ 

天然精油をブレンドしたハーブミント

香味。うるおう和漢植物エキス配合。 

合成界面活性剤・合成着色料・防腐剤

不使用の自然派無添加系。 

  

成分 
炭酸 Ca（研磨剤）、水（溶剤）、グリセ

リン（湿潤剤）、ソルビトール（天然由

来のキャッサバ、とうもろこしが原料/

湿潤剤）、キサンタンガム（粘結剤）、

石ケン素地（発泡剤）、カラギーナン

（粘結剤）、メントール（香味剤）、スペ

アミント油（香味剤）、香料 

濃グリセリン、ソルビット液、クワエキ

ス、シャクヤクエキス、オウゴンエキス

(湿潤剤)、炭酸カルシウム、無水ケイ

酸、石けん用素地、ムクロジエキス

(清掃剤 )、香料（ハーブミントタイ

プ）、マルチトール、キシリトール、キ

サンタンガム、クエン酸ナトリウム、l-

メントール、チャ乾留液、β-グリチル

レチン酸、グリチルリチン酸ジカリウム 

  

ｻｲｽﾞ 140g 100ｇ   

メーカー価格 385円 935円   

割引 販売価格 ●5％OFF 366円 ●5％OFF 888円   

在庫状況 通常在庫 在庫分で取扱終了   

 

★ﾅﾁｭﾗﾙーヱスケー石鹸―ランドリー 

商品名 ヱスケー石鹸  

うるおいシリーズ(無香料) 

純マルセルせっけん 

ヱスケー石鹸  

しっとりシリーズ 

洗濯用液体せっけん 

（詰替用） 

ヱスケー石鹸  

しっとりシリーズ 

洗濯せっけん 

（詰替用） 

ヱスケー石鹸   

すっきりシリーズ 

洗濯槽クリーナー 

（高発泡タイプ） 

画像 

    

商品説明 酸化防止剤、香料、着色料を使

用していません。無添加ですが臭

いが気になりません。ふきんから

衣類のエリ、ソデ口の頑固な汚れ

を落とします。当店では食器洗い

用石鹸としてお使いのお客様が多

いです。 

溶かす手間のいらない液体タイ

プ、全自動・ドラム式洗濯機に最

適です。フローラルの香り。 

水に溶けやすく、洗浄力のあるア

ルカリ剤 30％配合の植物性洗濯

石けん。成分一部見直し、粉の仕

上げ工程が新しくなりました。微

粉が舞わなくなり、洗濯機に投入

の際、むせがなくなりました。さ

わやかなレモンライムの香り。 

国産原料で高発泡タイプの過炭酸

ナトリウムを厳選、驚くほど黒カビ

を落とします。洗浄成分純石けん

が、他社品に比べ約7倍泡だち、約

3 倍速く溶け、黒カビ落としに効果

を発揮。2か月に 1度使用をおスス

メ。●使用不可：ドラム式洗濯機、2

槽式洗濯機脱水槽 

成分 脂肪酸ナトリウム（純石けん分） 水（溶剤）、脂肪酸カリウム（純石け

ん分）、炭酸カリウム（アルカリ剤）、

炭酸水素カリウム（アルカリ剤）、エ

チルアルコール（溶剤）、グリセリン

（湿潤剤）、香料（フローラル系） 

脂肪酸ナトリウム（純石けん分）、

炭酸ナトリウム（アルカリ剤）、グ

リセリン（湿潤剤）、香料（レモン

ライム）（香料） 

過炭酸ナトリウム(漂白剤)、脂肪

酸ナトリウム(洗浄剤)、炭酸ナト

リウム(アルカリ剤) 

ｻｲｽﾞ 200g×2 900ml 1.2kg 500g×2袋 

メーカー価格 297円 539円 704円 990円 

割引 販売価格 ●5％OFF 282円 ●5％OFF 512円 ●5％OFF 669円 ●5％OFF 941円 

在庫状況 通常在庫 在庫分で取扱終了 在庫分で取扱終了 通常在庫 

 


