
★ﾅﾁｭﾗﾙーシャボン玉石けん―浴用・ボディケア                    

商品名 シャボン玉 

浴用 

シャボン玉 

浴用 

バスサイズ 

シャボン玉 

手洗いせっけんバブルガード 

（泡ボトル・携帯タイプ） 

シャボン玉 

手洗いせっけんバブルガード 

（詰替用） 

画像 

    

商品説明 シャボン玉の定番人気商品！ 

キメ細かく弾力のある泡立ちで、

やさしく汚れを落とします。さっぱ

り洗えるのに洗い上がりはしっと

り。 

※香料、着色料、エデト酸塩など

の酸化防止剤、合成界面活性剤

を使用していない無添加石けんで

す。 

 

シャボン玉の定番人気、浴用石け

んのお徳用バスサイズです。 

※香料、着色料、エデト酸などの

酸化防止剤、合成界面活性剤を

使用していない無添加石けんで

す。 

バブルガードは、アルコール・抗菌

剤、香料・着色料・酸化防止剤・合成

界面活性剤不使用の無添加石けん。

使いやすい泡タイプなので、お子さま

にもおすすめ。 

（携帯タイプ）持ち運びに便利な『バブ

ルガード携帯タイプ』が誕生いたしまし

た。勤務先や学校、公園、旅行、アウ

トドアなど様々なシーンでご使用いた

だけます。 

ごみ減量、ボトルの再利用、経済

性を考えた便利でお得なつめか

え用です。 

成分 石ケン素地、無香料 石ケン素地、無香料 水、カリ石ケン素地、無香料 水、カリ石ケン素地、無香料 

ｻｲｽﾞ 100g 155g 300ｍｌ・50ｍL（約 140回分） 250ml 

メーカー価格 159円 220円 709円・605円 495円 

KHSA販売価格 ●5％OFF 151円 ●5％OFF 209円 ●5％OFF6７4円・５75円 ●5％OFF 470円 

在庫状況 通常在庫 通常在庫 在庫分で取扱終了 在庫分で取扱終了 

 

商品名 シャボン玉 

ベビーソープ泡タイプ 

（泡ボトル） 

シャボン玉 

ベビーソープ泡タイプ 

（詰替用） 

  

画像 

  

  

商品説明 
釜炊き製法[ケン化法]で作った石けん

には、天然保湿成分「グリセリン」が含

まれています。また、カリ石ケン素地

の原料に低刺激で保湿性に優れた“ア

ボカドオイル”を使用。1 プッシュ 3ｍL

の泡で赤ちゃんの全身を洗っていただ

けます♪乾燥・敏感肌の方にもおすす

め！  

釜炊き製法[ケン化法]で作った石けん

には、天然保湿成分「グリセリン」が含

まれています。また、カリ石ケン素地

の原料に低刺激で保湿性に優れた“ア

ボカドオイル”を使用。1 プッシュ 3ｍL

の泡で赤ちゃんの全身を洗っていただ

けます♪乾燥・敏感肌の方にもおすす

め！  

  

成分 水、カリ石ケン素地、無香料 水、カリ石ケン素地、無香料   

ｻｲｽﾞ 450ml 400ml   

メーカー価格 1,133円 874円   

KHSA販売価格 ●5％OFF 1,076円 ●5％OFF 830円   

在庫状況 在庫分で取扱終了 通常在庫   

※シャボン玉石けんの記載のない商品は店頭在庫していません。お取り寄せは、メーカー希望価格 8,000 円以上でご注

文をお受けしています。詳細はご確認ください。 

 

<備考> 

在庫状況とは・・・「通常在庫」＝店頭に在庫しています（欠品の場合あり）。 「在庫分で取扱終了」＝在庫分で当店の通

常在庫の取り扱いを終了します。 「在庫分で終了」＝メーカーの生産が終了し、在庫分で入荷しない。 「ボトル取り寄

せ」「取り寄せ」＝お取り寄せいたしますが、入荷日の指定などはできません。（注文個数・金額の指定があります） 

 



★ﾅﾁｭﾗﾙーシャボン玉石けん―ヘアケア                          

商品名 シャボン玉 

固形シャンプープチパレ 

 

   

画像 

 

   

商品説明 毛髪にハリ、コシを与える椿油配

合で、地肌にやさしくしっとり洗い

上がります。リンスは無添加せっ

けんシャンプー専用リンスをご使

用ください。 

   

成分 石ケン素地、ツバキ油、精製水、

銅クロロフィリンナトリウム（葉緑

素）、無香料 

   

ｻｲｽﾞ 100g    

メーカー価格 1,100円    

割引 販売価格 ●5％OFF 1,045円    

在庫状況 通常在庫    

取り寄せ（未定） 

★ﾅﾁｭﾗﾙーシャボン玉石けん―オーラルケア  

商品名 シャボン玉 

せっけんハミガキ 

シャボン玉 

せっけんハミガキ 

（ミニサイズ） 

シャボン玉 

薬用せっけんハミガキ 

 

画像 

   

 

商品説明 無添加石けん（※）ベースでお口

にやさしく、使用後は味覚を損な

いません。マイルドなミント味なの

で、強いミント味が苦手な方にも

おすすめ。最後まで使いきれるよ

う、キャップ部分がネジ式で外れ

るようになっています。 

※着色料・酸化防止剤・合成界面

活性剤不使用。 

無添加石けんベースでお口にや

さしく、使用後は味覚を損ないま

せん。マイルドなミント味なので、

強いミント味が苦手な方にもおす

すめ。ご旅行や出張に便利なミ

ニタイプです。 

※香料・着色料・酸化防止剤を使

用していない無添加石けんです。 

天然塩が、歯ぐきをひきしめ、歯

肉炎・歯周炎を予防。口臭も防ぎ

ます。マイルドな塩辛さで、塩味

が苦手の方にもおススメ。発泡剤

に合成界面活性剤ではなく、無

添加石けん(※)を使用すること

で、泡立ちすぎず、しっかりブラ

ッシングでき、白い歯に。※医薬

部外品 

 

成分 炭酸Ca[清掃剤]、水、ソルビトー

ル[湿潤剤]、シリカ[清掃剤]、石

ケン素地[発泡剤]、ベントナイ

ト、セルロースガム[粘結剤]、香

料（ペパーミント） 

炭酸Ca[清掃剤]、水、ソルビトー

ル[湿潤剤]、シリカ[清掃剤]、石

ケン素地[発泡剤]、ベントナイ

ト、セルロースガム[粘結剤]、香

料（ペパーミント） 

[清掃剤 ]重質炭酸カルシウム 

[有効成分]塩化ナトリウム [湿

潤剤]ソルビット液、濃グリセリン 

[粘結剤]キサンタンガム、無水ケ

イ酸  [発泡剤]石けん用素地 

[香味剤]香料(ハッカ油、スペア

ミント油) [pH調整剤]クエン酸 

 

ｻｲｽﾞ 140g 40g 80g  

メーカー価格 ４40円 187円 550円  

割引 販売価格 ●5％OFF 418円 割引除外品 ●5％OFF 523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  

※シャボン玉石けんの記載のない商品は店頭在庫していません。お取り寄せは、メーカー希望価格 8,000 円以上でご注

文をお受けしています。詳細はご確認ください。 

 

 



★ﾅﾁｭﾗﾙーシャボン玉石けん―ベビー                    

商品名 シャボン玉 

ベビーソープ泡タイプ 

（泡ボトル） 

シャボン玉 

ベビーソープ泡タイプ 

（詰替用） 

  

画像 

  

  

商品説明 釜炊き製法[ケン化法]で作った

グリセリンを多く含んだ石けん「カ

リ石ケン素地」の原料に低刺激で

保湿性に優れた“アボカドオイル”

を使用。1プッシュ 3ｍLポンプで

たっぷりの泡で 1 プッシュで赤ち

ゃんの全身を洗っていただけます

♪また乾燥肌や敏感肌の方にも

おすすめ！ 
 

釜炊き製法[ケン化法]で作った

石けんには、天然保湿成分「グリ

セリン」が含まれています。また、

カリ石ケン素地の原料に低刺激

で保湿性に優れた“アボカドオイ

ル”を使用。 

2 回目からは詰替え用をご利用く

ださい。 

 
 

成分 水、カリ石ケン素地、無香料 

 

※合成界面活性剤、香料、着色

料、エデト酸塩などの酸化防止剤

不使用 

水、カリ石ケン素地、無香料   

ｻｲｽﾞ 450ml 400ml   

メーカー価格 1,133円 874円   

割引 販売価格 ●5％OFF 1,076円 ●5％OFF 830円   

在庫状況 在庫分で取扱終了 通常在庫   

 

★ﾅﾁｭﾗﾙーシャボン玉石けん―ランドリー   

商品名 シャボン玉 

純植物性スノール 

シャボン玉 

スノールつめかえ用 

シャボン玉 

酸素系漂白剤 

シャボン玉 

大容量用キャップ 

画像 

    

商品説明 香料・蛍光増白剤・酸化防止剤・

合成界面活性剤不使用、無添加

の洗濯用粉石けん。「純石けん分

99%」洗浄力が高いうえ、ふんわ

り洗いあがるので、柔軟剤は必要

ありません。液体タイプに比べ、

経済的。原料に植物性油脂を

100％使用。木綿・化繊・麻から、

ウール（毛）やシルク（絹）もご使

用いただけます。お洗濯の他、お

掃除におススメのゼリー石けんは

換気扇などの頑固な油汚れも綺

麗に落とせます。 

蛍光増白剤・香料・着色料・酸化

防止剤・LAS などの合成界面活

性剤不使用の無添加液体洗濯石

けんです。いつもの衣類洗濯はも

ちろん、ベビー服から敏感肌の方

の衣類まで、幅広くご使用くださ

い。天然油脂を釜炊き製法（ケン

化法）でふんわりやわらかく洗い

上がるので、柔軟剤は不要。全自

動洗濯機もドラム式洗濯機もど

ちらもご使用いただけます。排水

された石けんは短期間のうちに

分解される、環境にやさしい無添

加石けんです。 

酸素系なのでツーンとした嫌な臭

いがせず、色柄もののお洗濯にも

ご使用いただけます。 

洗濯やシミ抜きだけでなく、食器

や台所用品、ベビー用品の漂白・

消臭・除菌や、塩素系漂白剤が

使用できないステンレス水筒の茶

渋・コーヒー渋の漂白にもご使用

ください。 

シャボン玉スノール 2.1L・5L、

EM液体洗濯せっけん5L、シャボ

ン玉台所用せっけん液体タイプ

2.1L、EM食器洗い液体せっけん

2.1L、バブルガード 2.1L・4L か

らボトル本体に詰替える際に便利

な専用キャップです。※バブルガ

ード 4L には本商品が付属。※計

量はできません。 

成分 純石けん分（99％脂肪酸ナトリウ

ム）無香料 

純石けん分(30% 脂肪酸カリウ

ム、脂肪酸ナトリウム) 

過炭酸ナトリウム（酸素系）  

ｻｲｽﾞ 2.1ｋg 800ｍｌ 750ｇ  

メーカー価格 1,848円 770円 572円 77円 

割引 販売価格 ●5％OFF 1,756円 ●5％OFF 732円 ●5％OFF 543円 割引除外品 

在庫状況 在庫分で取扱終了 在庫分で取扱終了 通常在庫 在庫分で取扱終了 

 



★ﾅﾁｭﾗﾙーシャボン玉石けん―エコ雑貨                           

商品名 シャボン玉 

オーガニックコットンマスク

（大人用） 

シャボン玉 

台所用スポンジ 

シャボン玉 

ミニボトル 

シャボン玉 

シャボンちゃんのシャボン玉 

画像 

    

商品説明 毎日お肌にふれるものだからこ

そ、こだわりたい！無蛍光・生成

りの愛媛県今治産、本体にはオ

ーガニックコットンを 100％使用

しています。また、製造工程で化

学薬品は使用せず、糸の精錬加

工や糊抜き加工には粉石けんス

ノールを使用しています。デリケ

ートな肌の方やお子様でもご使

用いただけます。 

※大人用のみの販売です。 

オリジナル台所用スポンジ。こだ

わりの三層構造で、液体、粉、固

形石けんどれでも使いやすく、グ

ラスの底にも届きやすい形状。 

小さな網目層…豊かな泡立ち！ 

白ウレタン層…液体石けんに最

適 

大きな網目層…頑固な汚れも落

とす。固形・粉石けんもキャッ

チ！ 

この商品は空ボトルで、中身は入

っておりません。旅行、出張など

持ち運びに便利なミニボトル（空

ボトル）です。 

ご家庭でお使いの石けんやリンス

を詰め替えてご使用いただけま

す。 

詰め替え量の目安 

・粉石けん   ：25g 

・パウダーリンス：50g 

・液体石けん  ：50mL 

2種類の吹き具で楽しみ 2倍。も

こもこシャボン玉という新たな遊

び方が楽しめます。 

香料、着色料、酸化防止剤、合成

界面活性剤を使用していない、無

添加石けんベースのシャボン玉

液です。天然の原料を使用し、肌

にやさしく体に刺激が少ないで

す。 

 

成分 綿１００％ ウレタンフォーム  シャボン玉液×2 個、トレー、Ｗ

吹き具、もこもこシャボン玉吹き

具 

ｻｲｽﾞ 横 22cm×縦 14cm 60×140×35mm  約 34cm×34cm 

メーカー価格 1,100円 308円 １３２円 550円 

割引 販売価格 ●5％OFF 1,045円 ●5％OFF 293円 割引除外品 ●5％OFF 523円 

在庫状況 在庫分で取扱終了 在庫分で取扱終了   

  

商品名 シャボン玉 

ハンカチタオル２枚入り 

シャボン玉 

薄手フェイスタオル 

シャボン玉 

おしぼりセット２枚セット 

シャボン玉 

ハンドタオル 

画像 

    

商品説明 

製造工程で合成洗剤や蛍光増白

剤などの化学物質を使用してい

ない、無蛍光の生成りのハンカチ

タオルです。 

製造工程で合成洗剤や蛍光増白

剤などの化学物質を使用してい

ない、無蛍光の生成りのフェイス

タオルです。 

無蛍光の生成りおしぼり・2枚セッ

ト。すべての製造工程で合成洗

剤、蛍光剤などの化学物質を使

用せず、シャボン玉スノールを使

用。 

生成りの風合いを保つためにも、

お洗濯の際には合成洗剤や柔軟

剤の使用は避けて、石けんをご

使用ください。生産終了の在庫

限りの商品です。 

タオルの名産地・今治産のシャボ

ン玉石けんオリジナル。すべての

加工工程で合成洗剤・蛍光剤を

使用していません。糸の精練加工

および糊抜き加工には、「粉石け

んスノール」を使用し、通常の２

〜３倍の時間をかけて作りまし

た。自然の風合いを保つために、

洗濯には石けんをご使用くださ

い。 

成分 綿 100％ 綿 100％ 綿 100％ 綿 100％ 

ｻｲｽﾞ 約 21cm×21cm 約 34cm×85cm 約 34cm×34cm 34cm×35cm 

メーカー価格 715円 605円 495円 605円 

割引 販売価格 ●5％OFF 679円 ●5％OFF 575円 ●5％OFF 470円 ●5％OFF 575円 

在庫状況 在庫分で取扱終了 在庫分で終了 在庫分で終了 在庫分で取扱終了 

※シャボン玉石けんの記載のない商品は店頭在庫していません。お取り寄せは、メーカー希望価格 8,000 円以上でご注

文をお受けしています。詳細はご確認ください。 

 

 

                    

 


