
★ﾅﾁｭﾗﾙ―太陽油脂―ソープ                               

商品名 パックスナチュロン 

クリームソープ 

（無香料） 

パックスナチュロン 

クリームソープ 

Ｌ（微香性） 

パックスナチュロン 

クリームソープ 

Ｍ（微香性） 

パックスナチュロン 

クリームソープ 

ＳＲ（微香性） 

画像 

    

商品説明 植物油原料の石けん素地に、保

湿成分ホホバ油、ひまわり油を配

合。クリーミーな泡立ちでしっと

り優しい洗い上がりの顔、全身用

石けん。溶けにくいそら豆のよう

な形状は、手になじみやすく、使

いやすいのが特長。 

無香料をベースに、レモングラ

ス、ローズマリーのエッセンスオ

イル配合。 

 

 

無香料をベースに、ハッカのエッ

センスオイル配合。 

無香料をベースに、パルマロー

ザ油、ゼラニウムなどのほんのり

甘い香り。 

成分 石ケン素地、ハイブリッドヒマワリ

油、ホホバ油、トコトリエノール 

石ケン素地、ハイブリッドヒマワリ

油、ホホバ油、トコトリエノール、

レモングラス油、ローズマリー油 

石ケン素地、ハイブリッドヒマワリ

油、ホホバ油、トコトリエノール、

ハッカ葉油 

石ケン素地、ハイブリッドヒマワリ

油、ホホバ油、トコトリエノール、

パルマローザ油、ニオイテンジク

アオイ油、グレープフルーツ果皮

油、クスノキ葉油 

ｻｲｽﾞ 100ｇ 100ｇ 100ｇ 100ｇ 

メーカー価格 198円 220円 220円 220円 

KHSA販売価格 ●5％OFF 188円 ●5％OFF 209円 ●5％OFF 209円 ●5％OFF 209円 

在庫状況 通常在庫 通常在庫 通常在庫 通常在庫 

     

商品名 パックスナチュロン 

クリームソープ 

Ａ（微香性） 

パックスナチュロン 

クリームソープ 

ＬＡ（微香性） 

パックスナチュロン 

クリームソープ 

Ｐ（微香性） 

 

画像 

   

 

商品説明 無香料をベースに、りんご由来の

天然香料を配合。 

無香料をベースに、ラベンダーの

エッセンシャルオイルを配合。 

無香料をベースに、白桃由来の

天然香料を配合。 

 

成分 石ケン素地、ハイブリッドヒマワリ

油、ホホバ油、トコトリエノール、

香料 

石ケン素地、ハイブリッドヒマワリ

油、ホホバ油、トコトリエノール、

ラベンダー油 

石ケン素地、ハイブリッドヒマワリ

油、ホホバ油、トコトリエノール、

香料 

 

ｻｲｽﾞ 100ｇ 100ｇ 100ｇ  

メーカー価格 220円 220円 220円  

KHSA販売価格 ●5％OFF 209円 ●5％OFF 209円 ●5％OFF 209円  

在庫状況 在庫分で取扱終了 通常在庫 在庫分で取扱終了  

※太陽油脂の記載のない商品は店頭在庫していません。（ボトル取り寄せ以外の）お取り寄せは、メーカー希望販売価格

6,000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。 

 

 

 

 

 

 

 

 



★ナチュラルー太陽油脂―ボディケア                                

商品名 パックスオリー 

ボディーソープ 

（泡ボトル） 

パックスオリー 

ボディーソープ 

（詰替用） 

パックスオリー 

ボディーコンデショナー

（ボトル） 

パックスオリー 

ボディーコンデショナー 

（詰替用） 

画像 

    

商品説明 『肌のストレス皮脂からの解放』 

100%自然由来成分の石けんボ

ディーソープ。オリーブ油を使用

した石けんの濃密な泡が、地肌の

古い皮脂や汚れをしっかり取り除

きます。 

メロウトワイライトの香り 

パックスオリーボディーソープの

詰替用です。 

泡状ポンプ式ボトルに詰替え 

※こぼれやすいため、袋をしっか

り折り返してから開封してくださ

い。 

『乾燥ストレスを整えて、肌本来のうる

おいをまとう』 100%自然由来成分

の弱酸性ボディーコンディショナー。

お風呂場で完結する保湿ケアの新習

慣!石けんボディーソープで洗浄後の

地肌に、コンディショナーを全身に塗

布しシャワーで洗い流すだけの簡単ケ

アで乾燥を防ぎます。パックスオリー

ボディーソープとセットでご使用くだ

さい。メロウトワイライトの香り 

パックスオリーボディーコンデシ

ョナーの詰替用です。 

ポンプ式ボトルに詰替え。 

※こぼれやすいため、袋をしっか

り折り返してから開封してくださ

い。 

成分 水、カリ石ケン素地、プロパンジ

オール、グリセリン、オリーブ果

実油、オリーブ葉エキス、オリー

ブ枝エキス、オリーブ果実エキ

ス、α―グルカン、クエン酸、香

料、トコフェロール、エタノール 

<ボトル樹脂>サトウキビ由来原

料 

水、カリ石ケン素地、プロパンジ

オール、グリセリン、オリーブ果

実油、オリーブ葉エキス、オリー

ブ枝エキス、オリーブ果実エキ

ス、α―グルカン、クエン酸、香

料、トコフェロール、エタノール 

<詰替用リフィル>リサイクル

PETを一部使用 

水、グリセリン、プロパンジオール、ド

コサン、水添ナタネ油アルコール、ペ

ンチレングリコール、水添ファルネセ

ン、キサンタンガム、水添レシチン、ス

クワラン、オリーブ果実油、オリーブ

葉エキス、オリーブ枝エキス、オリー

ブ果実エキス、香料、エタノール、ク

エン酸 

<ボトル樹脂>サトウキビ由来原料 

水、グリセリン、プロパンジオール、ド

コサン、水添ナタネ油アルコール、ペ

ンチレングリコール、水添ファルネセ

ン、キサンタンガム、水添レシチン、ス

クワラン、オリーブ果実油、オリーブ

葉エキス、オリーブ枝エキス、オリー

ブ果実エキス、香料、エタノール、ク

エン酸 

<詰替用リフィル>リサイクル PET を

一部使用 

ｻｲｽﾞ 450ml 400ml 450ml 400ml 

メーカー価格 1,540円 1,100円 1,540円 1,100円 

KHSA販売価格 ●5％OFF 1,463円 ●5％OFF 1,045円 ●5％OFF 1,463円 ●5％OFF 1,045円 

在庫状況 在庫限りでボトル取り寄せ 在庫分で取扱終了 在庫限りでボトル取り寄せ 在庫分で取扱終了 

                              

商品名 パックスナチュロン 

ボディーソープ 

（泡ボトル） 

パックスナチュロン 

ボディーソープ 

（詰替用） 

パックスナチュロン 

ミニセット 

（シャンプー・リンス・ボディソープ） 

 

画像 

   

 

商品説明 
ヒマワリ油を原料にした植物性石けん

のボディーソープのボトル。 

素肌のうるおいを保つ、ビワ葉エキス

を使用。１押しで３ｍｌ。液体の１０倍の体

積の濃密な泡で出て、ホイップクリー

ムのようなやさしい肌触りです。 

パックスナチュロンボディーソープ

泡状ポンプ式ボトルの詰替用。ハサ

ミなしで開封しやすく、容器の口が

大きいので詰替えが楽々（チャック

付き）。 

パックスナチュロンのシャンプ

ー、リンス、ボディーソープのミ

ニボトルがセットになっています。

お試しや旅行用に！ 

 

成分 水、カリ石ケン素地、グリセリン、

トコフェロール、ビワ葉エキス、

エタノール、香料、クエン酸 

水、カリ石ケン素地、グリセリン、

トコフェロール、ビワ葉エキス、

エタノール、香料、クエン酸 

  

ｻｲｽﾞ 500ml 500ml 30ml×３  

メーカー価格 1,320円 858円 418円  

KHSA販売価格 ●5％OFF 1,254円 ●5％OFF 815円 割引除外品  

在庫状況 ボトル取り寄せ（７営業日以内） 通常在庫・テスターあり 在庫分で終了  

※太陽油脂の記載のない商品は店頭在庫していません。（ボトル取り寄せ以外の）お取り寄せは、メーカー希望価格

6,000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。 

 

 

 



★ナチュラルー太陽油脂―ボディケア 

商品名 パックスベビー 

全身シャンプー・無香料 

（泡ボトル） 

パックスベビー 

全身シャンプー・無香料 

（詰替用） 

パックスナチュロン 

ハンドソープ 260ml 

（泡ボトル） 

パックスナチュロン 

ハンドソープ 

（詰替用） 

画像 

    

商品説明 マカデミアナッツ油を使用した植

物性の泡タイプ全身用石けん。 

赤ちゃんと入浴時に片手でも押し

やすい泡ポンプ。 

パックスベビー 全身シャンプー

の詰替用。 

ヒマワリ油使用の植物性石けん

のハンドソープ。天然ヒノキの爽

やかな香りでぬるぬるせず、さっ

ぱりと洗えます。ポンプから濃密

な泡がホイップクリームのような

肌触り。ボトル裏が平らの壁ピタ

ボトル。 

パックスナチュロンハンドソープ

の詰替用。開封しやすい詰替パウ

チ（チャック付き）。容器の口が

大きいので詰替えが楽々。 

成分 水、カリ石ケン素地、グリセリン、

ローズマリーエキス、クエン酸 

水、カリ石ケン素地、グリセリン、

ローズマリーエキス、クエン酸 

水、カリ石ケン素地、グリセリン、

トコフェロール、ヒノキチオー

ル、エタノール、香料、クエン酸 

水、カリ石ケン素地、グリセリン、

トコフェロール、ヒノキチオー

ル、エタノール、香料、クエン酸 

ｻｲｽﾞ 300ml 300ml 260ml 450ml 

メーカー価格 1,100円 748円 572円 748円 

KHSA販売価格 ●5％OFF 1,045円 ●5％OFF 711円 ●5％OFF ５４３円 ●5％OFF 711円 

在庫状況 ボトル取り寄せ（７営業日以内） 通常在庫 ボトル取り寄せ（７営業日以内） 通常在庫 

                              

商品名 パックスお肌しあわせ 

ハンドソープ 

（泡ボトル） 

パックスお肌しあわせ 

ハンドソープ 

（詰替用） 

パックスベビー 

ハンドソープ 

（携帯用泡ボトル） 

パックスベビー 

ハンドソープ 

（詰替用） 

画像 

    

商品説明 やさしい香りとキメ細かい泡です

っきり。ぬるぬるせず、さっぱりし

た洗い上がりの植物性石けん。ラ

ベンダー、ゼラニウム、オレンジ

の香り。トレハロース（保湿成分）

配合で手肌を健やかに保ちま

す。洗面所に置くには丁度良いサ

イズです。 

パックス お肌しあわせ ハンドソ

ープの詰替用です。泡ボトルに詰

替えてお使いください。 

洗い上りがすっきり、手づかみで

食べる赤ちゃんにも。 

無香料のため、赤ちゃんに触れる

前、お料理前におすすめです。 

公園やお外での手洗いに便利な

携帯用８０ml 泡ボトルもございま

す。 

パックスベビーハンドソープの詰

替用です。 

専用泡ボトルに詰替えてお使いく

ださい。 

成分 水、カリ石ケン素地、グリセリン、

クエン酸、トレハロース、ラベンダ

ー油、ニオイテンジクアオイ油、

オレンジ果皮油、キサンタンガ

ム、エタノール 

水、カリ石ケン素地、グリセリン、

クエン酸、トレハロース、ラベンダ

ー油、ニオイテンジクアオイ油、

オレンジ果皮油、キサンタンガ

ム、エタノール 

水、マカデミアナッツ油、ヒマワ

リ種子油、グリセリン、水酸化 K、

パーム核油、ヤシ油、ローズマリ

ー葉エキス、クエン酸、トコフェロ

ール 

水、マカデミアナッツ油、ヒマワ

リ種子油、グリセリン、水酸化 K、

パーム核油、ヤシ油、ローズマリ

ー葉エキス、クエン酸、トコフェロ

ール 

ｻｲｽﾞ 330ml 300ml 30０ml・８０ml 30０ml 

メーカー価格 528円 418円 1,045円・605円 605円 

KHSA販売価格 ●5％OFF 502円 ●5％OFF ３９７円 ●5％OFF993円・575円 ●5％OFF 575円 

在庫状況 ボトル取り寄せ（７営業日以内） 通常在庫 ボトル取り寄せ（７営業日以内） 取り寄せ（７営業日以内） 

※太陽油脂の記載のない商品は店頭在庫していません。（ボトル取り寄せ以外の）お取り寄せは、メーカー希望価格

6,000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。 

 

 

 

 



★ﾅﾁｭﾗﾙー太陽油脂―ボディケア                              

商品名 パックスナチュロン 

ハンドクリーム 

無香料 

パックスナチュロン 

ハンドクリーム 

ゼラニウム＆ラベンダー 

パックスナチュロン 

ハンドクリーム 

イランイラン＆ミュゲ 

パックスナチュロン 

トーンアップ 

ハンドクリーム 

画像 

    

商品説明 つけている事を感じさせないほど自

然に手肌になじむハンドクリーム。

手肌のうるおいを保つアロエエキ

ス・オリーブスクワラン配合。 

無香料、無着色。 

携帯に、お試しに、ミニサイズが便

利です。 

パックスナチュロンハンドクリー

ムに香りをプラス。 

清涼感漂うゼラニウム＆ラベン

ダーの香り。 

携帯に、お試しに、ミニサイズが

便利です。 

パックスナチュロンハンドクリー

ムに香りをプラス。 

華やかなイランイラン＆ミュゲの

香り。携帯に、お試しに、ミニサイ

ズが便利です。 

偏光パール配合で透明感のある手

もとへ。100％自然由来成分のハン

ドクリーム。つけていることを感じさ

せないほど“自然”.ベルガモット&オ

レンジの上品な香り. 

成分 水、グリセリン、プロパンジオール、

ホホバ種子油、スクワラン、ステア

リン酸、パルミチン酸、カリ石ケン素

地、ハイブリッドヒマワリ油、ベヘン

酸、キダチアロエエキス-2、ベヘニ

ルアルコール、トコフェロール、ヒノ

キチオール、エタノール 

水、グリセリン、プロパンジオール、

ホホバ種子油、スクワラン、ステア

リン酸、パルミチン酸、カリ石ケン素

地、ハイブリッドヒマワリ油、ベヘン

酸、キダチアロエエキス-2、ラベン

ダー油、ニオイテンジクアオイ油、

オレンジ果皮油、ベヘニルアルコー

ル、トコフェロール、ヒノキチオー

ル、エタノール 

水、グリセリン、プロパンジオー

ル、ホホバ種子油、スクワラン、

ステアリン酸、パルミチン酸、カリ

石ケン素地、ハイブリッドヒマワリ

油、ベヘン酸、キダチアロエエキ

ス-2、香料、ベヘニルアルコー

ル、トコフェロール、ヒノキチオ

ール、エタノール 

水、グリセリン、プロパンジオール、スクワラ

ン、ホホバ種子油、ハイブリッドヒマワリ油、

シリカ、パルミチン酸、ステアリン酸、カリ石

ケン素地、ペンチレングリコール、ベヘン

酸、酸化チタン、マイカ、ベヘニルアルコー

ル、アスコルビルグルコシド、ヒアルロン酸

Na、PCA-Na、スフィンゴ糖脂質、ベルガモ

ット果実油、オレンジ油、レモン果皮油、マン

ダリンオレンジ果皮油、ローマカミツレ花油、

セイヨウネズ果実油、センチフォリアバラ花

油、アルテミシアパレンス花/葉/茎油、水酸

化 K、トコフェロール、ヘクトライト、酸化ス

ズ 

ｻｲｽﾞ 70ｇ・20ｇ 70ｇ・20ｇ 70ｇ・20ｇ 30ｇ 

メーカー価格 935円・418円 935円・418円 935円・418円 1,320円 

KHSA販売価格 ●5％OFF888円・397円 ●5％OFF888円・397円 ●5％OFF888円・397円 ●5％OFF 1,254円 

在庫状況 通常在庫・テスターあり 通常在庫・テスターあり 通常在庫・テスターあり 在庫限りで取扱終了 

 

商品名 パックスお肌しあわせ 

ハンドクリーム 

パックスベビー 

ボディークリーム 

(チューブ・ポンプ) 

パックスベビー 

おでかケアクリーム 

 

画像 

   

 

商品説明 すーっと馴染み、しっとり感が持

続します。手肌の柔軟性とうりお

いを保つローズヒップ油配合。天

然精油のさわやかな香り。 

赤ちゃんから大人まで、乾燥しがちな

お肌をしっかり 保湿します。 

伸びが良く、べたつかないクリームで

す。片手で使えるポンプタイプ。 

携帯に便利なワンタッチキャップのチ

ューブタイプもございます。 

荒れがちなお肌を保護して、保湿する

伸びの良いクリーム。空気中の微粒子

(花粉、PM2.5)の付着から物理的に

保護。顔、身体に。 

 

成分 
水、グリセリン、プロパンジオール、ハ

イブリッドヒマワリ油、ホホバ種子油、

ステアリン酸、パルミチン酸、カリ石ケ

ン素地、ベヘン酸、ローズヒップ油、

スクワラン、ローズマリー葉エキス、カ

ミツレ花エキス、トレハロース、ラベン

ダー油、ニオイテンジクアオイ油、オ

レンジ果皮油、ベヘニルアルコール、

トコフェロール、ヒノキチオール、エタ

ノール 

水、グリセリン、ホホバ種子油、カリ

石ケン素地、マカデミアナッツ油、

ステアリン酸、パルミチン酸、ベヘ

ン酸、スクワラン、ハイブリッドヒマ

ワリ油、トレハロース、ローズマリー

葉エキス、ベヘニルアルコール、ト

コフェロール、ヒノキチオール、エ

タノール 

水、グリセリン、プロパンジオール、ホホ

バ種子油、カリ石ケン素地、マカデミアナ

ッツ油、ステアリン酸、パルミチン酸、ベ

ヘン酸、スクワラン、α-グルカンオリゴ

サッカリド、ハイブリッドヒマワリ油、ロー

ズマリー葉エキス、(マカデミア種子油/

水添マカデミア種子油)エステルズ、ワ

サビノキ種子エキス、ビオサッカリドガム

-1、トレハロース、ベヘニルアルコール、

トコフェロール、ヒノキチオール、エタノ

ール、マルトデキストリン 

 

ｻｲｽﾞ 50ｇ 180ｇ・50g 50ｇ  

メーカー価格 660円 2,090円・726円 935円  

KHSA販売価格 ●5％OFF ６２７円 ●5％OFF1,986円・690円 ●5％OFF888円  

在庫状況 在庫分で終了 通常在庫・テスターあり 在庫分で取扱終了  

※太陽油脂の記載のない商品は店頭在庫していません。（ボトル取り寄せ以外の）お取り寄せは、メーカー希望価格

6,000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。 



★ﾅﾁｭﾗﾙー太陽油脂―ヘアケア                             

商品名 パックスオリー 

ヘアソープ 

（ボトル） 

パックスオリー 

ヘアソープ 

（詰替用） 

パックスオリー 

ヘアコンデショナー 

（ボトル） 

パックスオリー 

ヘアコンデショナー 

（詰替用） 

画像 

        

商品説明 
『地肌の根本を整えて、髪本来のツヤ

を手に入れる』 

100%自然由来成分にこだわり、洗浄

剤に石けんを使用した肌にやさしいヘ

アソープ。とろりとした液状になり、よ

り使いやすいシャンプーへと生まれ変

わりました。スパイシートワイライトの

香り。粘度のある液体の為、泡ボトル

(旧品のボトル等)は使用不可。 

パックスオリーヘアコンディショナー

とセットでご使用ください。 

パックスオリーヘアソープの詰替用

です。 

粘度のある液体の為、泡ボトル(旧

品のボトル等)は使用不可。 

※こぼれやすいため、袋をしっかり

折り返してから開封してください。 

地肌の根本を整えて、髪本来のツヤを

手に入れる』 100%自然由来の石け

ん専用ヘアコンディショナー。石けん

由来のヘアソープですっきり洗浄した

後の地肌や髪にうるおいヴェールをま

とわせ、健やかな地肌と髪本来の艶や

かさへ。スパイシートワイライトの香

り。髪に塗布しやすいクリーム状で

す。 

パックスオリーヘアソープ等の石けん

製品とセットでご使用ください。 

パックスオリーヘアコンデショナー

の詰替用です。 

※こぼれやすいため、袋をしっかり

折り返してから開封してください。 

成分 
水、カリ石ケン素地、プロパンジオー

ル、グリセリン、クエン酸、オリーブ果

実油、オリーブ葉エキス、オリーブ枝

エキス、オリーブ果実エキス、α-グル

カン、ベタイン、トリ(カプリル酸/カプリ

ン酸)グリセリル、香料、トコフェロー

ル、塩化 Na、エタノール 

<ボトル樹脂>サトウキビ由来原料 

水、カリ石ケン素地、プロパンジオー

ル、グリセリン、クエン酸、オリーブ果

実油、オリーブ葉エキス、オリーブ枝

エキス、オリーブ果実エキス、α-グル

カン、ベタイン、トリ(カプリル酸/カプリ

ン酸)グリセリル、香料、トコフェロー

ル、塩化 Na、エタノール<詰替用リフ

ィル>リサイクル PETを一部使用 

水、グリセリン、プロパンジオール、ド

コサン、水添ナタネ油アルコール、ペ

ンチレングリコール、テトラデカン、キ

サンタンガム、水添レシチン、スクワラ

ン、オリーブ果実油、オリーブ葉エキ

ス、オリーブ枝エキス、オリーブ果実

エキス、香料、エタノール、クエン酸

<ボトル樹脂>サトウキビ由来原料 

水、グリセリン、プロパンジオール、ド

コサン、水添ナタネ油アルコール、ペ

ンチレングリコール、テトラデカン、キ

サンタンガム、水添レシチン、スクワラ

ン、オリーブ果実油、オリーブ葉エキ

ス、オリーブ枝エキス、オリーブ果実

エキス、香料、エタノール、クエン酸

<詰替用リフィル>リサイクル PET を

一部使用 

ｻｲｽﾞ 450ml 400ml 450ml 400ml 

メーカー価格 1,815円 1,375円 1,815円 1,375円 

KHSA販売価格 ●5％OFF 1,724円 ●5％OFF 1,306円 ●5％OFF 1,724円 ●5％OFF 1,306円 

在庫状況 在庫限りでボトル取り寄せ 在庫分で取扱終了 在庫限りでボトル取り寄せ 在庫分で取扱終了 

 

商品名 パックスナチュロン 

シャンプー 

（泡ボトル） 

パックスナチュロン 

シャンプー 

（詰替用） 

パックスナチュロン 

リンス 

（ボトル） 

パックスナチュロン 

リンス 

（詰替用） 

画像 

    

商品説明 ロングセラー商品!ヒマワリ油を

使ったさっぱり仕上がりの石けん

シャンプー。ローズマリー、ラベ

ンダー、ユーカリ、オレンジなどの

精油を原料にしたシトラスフロー

ラルの香り。１押しで３ｍｌ。液体の

１０倍の体積の濃密な泡で出てく

るので、ホイップクリームのよう

なやさしい肌触り。詰替えやすい

大口径のボトル。 

ハサミなしでより開封しやすくな

りました（チャック付き）。 

シャンプーボトルとキャップの形

状が違うので手がふれるだけで

すぐわかります。ローズマリー、

ラベンダー、ユーカリ、オレンジ

などの精油を原料にしたシトラス

フローラルの香り。 

ハサミなしでより開封しやすくな

りました（チャック付き）。 

成分 水、カリ石ケン素地、グリセリン、

トコフェロール、香料、クエン酸 

水、カリ石ケン素地、グリセリン、

トコフェロール（天然ビタミン

E）、香料、クエン酸 

水、エタノール、グリセリン、クエ

ン酸、キサンタンガム、ホホバ種

子油、香料、クエン酸 Na 

水、クエン酸、エタノール、グリセ

リン、ホホバ油、キサンタンガム、

香料、クエン酸Ｎa 

ｻｲｽﾞ 500ml 500ml 500ml 500ml 

メーカー価格 1,320円 858円 1,320円 858円 

KHSA販売価格 ●5％OFF 1,254円 ●5％OFF 815円 ●5％OFF 1,254円 ●5％OFF 815円 

在庫状況 ボトル取り寄せ（７営業日以内） 通常在庫・テスターあり ボトル取り寄せ（７営業日以内） 通常在庫・テスターあり 

※太陽油脂の記載のない商品は店頭在庫していません。（ボトル取り寄せ以外の）お取り寄せは、メーカー希望価格

6,000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。 



★ﾅﾁｭﾗﾙー太陽油脂―ヘアケア                              

商品名 パックスナチュロン 

ミニセット 

（シャンプー・リンス・ボディソープ） 

   

画像 

 

   

商品説明 パックスナチュロンのシャンプ

ー、リンス、ボディーソープのミ

ニボトルがセットになっています。

お試しや旅行用に！ 

  
 

成分     

ｻｲｽﾞ 30ml×３    

メーカー価格 418円    

KHSA販売価格 割引除外品    

在庫状況 在庫分で終了    

 

★ﾅﾁｭﾗﾙー太陽油脂―フェイスケア 

商品名 パックスオリー  

フェイスフォーム 

（泡ボトル） 

パックスオリー  

フェイスフォーム 

（詰替用） 

パックスナチュロン  

フェイスクリアソープ 

パックスナチュロン 

 フェイシャルローション 

（瓶） 

画像 

    

商品説明 オリーブ油由来スクワラン、グリ

セリンが、洗顔後のお肌に潤いを

与え、乾燥を防ぎます。ウイキョ

ウ果実エキスで、洗顔後のお肌を

清潔に。シェービング用として。

微香性 

2回目からは環境と経済性を考え

た詰替用を泡状ポンプ容器に詰

め替えてご使用ください。 

皮脂を取りすぎず、きめ細かな泡

立ちでなめらかな洗い心地と優し

いしっとりとした洗い上がり。 

ハチミツなど保湿成分と植物性

石けんを 2ヶ月間かけ熟成した透

き通るコハク色は優しさの印。 

クエン酸や植物エキスの働きによ

り、洗顔後の肌のうるおいを保

ち、ひきしめる化粧水です。 

ヘチマエキスや天然水により、う

るおいを保ち、みずみずしい肌に

します。 

成分 水、カリ石ケン素地、グリセリン、

スクワラン、ムクロジエキス、モ

ツヤクジュ油、ローズ水、ニュウ

コウジュ油、ウイキョウ果実エキ

ス、エタノール 、クエン酸 

水、カリ石ケン素地、グリセリン、

スクワラン、ムクロジエキス、モ

ツヤクジュ油、ローズ水、ニュウ

コウジュ油、ウイキョウ果実エキ

ス、エタノール 、クエン酸 

石ケン素地、水、スクロース、グ

リセリン、エタノール、ハチミツ、

トコフェロール 

水、グリセリン、エタノール、クエ

ン酸、ビワ葉エキス、シラカバ樹

皮エキス、ヘチマエキス、ヒノキ

チオール、クエン酸 Na 

ｻｲｽﾞ 150ml 140ml 95ｇ 100ml 

メーカー価格 968円 726円 1,100円 1,760円 

KHSA販売価格 ●5％OFF 920円 ●5％OFF 690円 ●5％OFF 1,045円 ●5％OFF 1,672円 

在庫状況 ボトル取り寄せ（７営業日以内） 通常在庫 取り寄せ（７営業日以内） 通常在庫 

※太陽油脂の記載のない商品は店頭在庫していません。（ボトル取り寄せ以外の）お取り寄せは、メーカー希望価格

6,000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） 



★ﾅﾁｭﾗﾙー太陽油脂―フェイスケア                            

商品名 パックスナチュロン 

エモリエントクリーム 

パックスナチュロン  

ＵＶクリーム 

SPF30 / PA++ 

  

画像 

   

    

商品説明 石油由来の合成界面活性剤を一

切使わずヒマワリ油、ホホバ油を

石けんで乳化したシンプルなクリ

ーム。お肌を乾燥から守り、なめ

らかで張りのある肌にします 

100％自然由来原料※使用。紫

外線吸収剤フリーの UV クリー

ム。さらっと塗れて、しっかり保

湿。お化粧下地として使用できま

す。石けんで落とせます。 

  

成分 水、グリセリン、プロパンジオー

ル、ハイブリッドヒマワリ油、ホホ

バ種子油、カリ石ケン素地、ステ

アリン酸、パルミチン酸、水添ナ

タネ種子油、ベヘン酸、ビワ葉エ

キス、ベヘニルアルコール、トコ

フェロール、ヒノキチオール、エ

タノール 

水、カリ石ケン素地、グリセリン、

ムクロジエキス、スクワラン、トコ

トリエノール、カミツレ花エキス、

マンダリンオレンジ果皮油、オニ

サルビア油、ニュコウジュ油、ク

エン酸、エタノール 

  

ｻｲｽﾞ 35ｇ 45ｇ   

メーカー価格 1,760円 1,430円   

KHSA販売価格 ●5％OFF 1,672円 ●5％OFF1,359円   

在庫状況 通常在庫 通常在庫   

 

商品名 パックスベビー  

うるおい UVクリーム

SPF17/ PA+ 

パックスベビー  

UVクリーム 

 

パックスナチュロン 

リップクリーム 

 

画像 

   

  

商品説明 デリケートな赤ちゃんのお肌を紫

外線から守り、保湿。マカデミア

ナッツ油配合、エタノールフリ

ー、紫外線吸収剤・石油由来原

料不使用、無香料・無着色。

100％自然由来成分、非自然原

料不使用。石けんで落とせます。 

乾燥しがちな赤ちゃんのお肌の

潤いを保つマカデミアナッツ油、

カミツレ花エキスを配合。紫外線

吸収剤、合成界面活性剤無添

加。日常の UV ケアにお使いくだ

さい。SPF17/PA+ 

天然保湿成分シアバター配合。 

寒さや強い日差しなどによる唇の

乾燥や荒れを防いで、潤いキー

プ。ユーカリ油とアニス油の香

り。口紅の下地として大変使いや

すい無着色タイプ。 

 

成分 水、プロパンジオール、酸化チタ

ン、スクワラン、マカデミアナッツ

油、グリセリン、ホホバ種子油、

ステアリン酸 K、ステアリン酸、パ

ルミチン酸、ベヘン酸、シリカ、

ベヘニルアルコール、カミツレ花

エキス、ローズマリー葉エキス、

トコフェロール、ヒノキチオール 

水、グリセリン、カリ石ケン素地、

酸化チタン、スクワラン、マカデ

ミアナッツ油、ホホバ油、シリカ、

ローズマリー葉エキス、カミツレ

花エキス、トコフェロール、キサ

ンタンガム、ヒノキチオール、エ

タノール 

ハイブリッドヒマワリ油、ミツロ

ウ、ヒマシ油、シア脂、カルナウ

バロウ、ダイウイキョウ油、ユー

カリ葉油、トコフェロール 

 

ｻｲｽﾞ 40g 30g 4ｇ  

メーカー価格 935円 660円 715円  

KHSA販売価格 ●5％OFF 888円 ●5％OFF 627円 ●5％OFF 679円  

在庫状況 取り寄せ（７営業日以内） 在庫分で終了 通常在庫  

※太陽油脂の記載のない商品は店頭在庫していません。（ボトル取り寄せ以外の）お取り寄せは、メーカー希望価格

6,000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。 

 



★ﾅﾁｭﾗﾙー太陽油脂―オーラルケア                            

商品名 パックスナチュロン  

石けんはみがき 

パックスナチュロン 

 ソルティー石けんはみがき 

パックスナチュロン 

ジェルはみがき 

パックスナチュロン  

緑茶石けんはみがき 

画像 

    

商品説明 1976 年に発売した 40 年以上愛

され続けているロングセラー商

品。甘味がなく、ハッカの香りが

爽やかな使用感です。 

※ハッカ油(清涼剤) 

天然塩配合。歯ぐきを引き締め、

歯周炎の予防。 

塩のちからで歯ぐきを引き締め、

歯周炎(歯槽膿漏、歯肉炎)を予

防します。 

研磨剤フリー じっくりすみずみ

まで磨ける 

研磨剤・発泡剤不使用の透明ジ

ェルタイプのはみがきです。 

電動ハブラシにもお使いいただ

けます。 

こだわる大人の口臭ケア 

チャ葉エキス(矯味剤)、矯味剤

に緑茶エキス・甘草エキス・天然

ビタミン E 配合。虫歯・口臭を防

ぎ、歯垢を除去します。味がマイ

ルドなので、石けんはみがき初心

者の方にもオススメ。 

成分 炭酸Ca、水、グリセリン、シリカ、

石ケン素地、ハッカ油、ユーカリ

油、カラギーナン 

重質炭酸カルシウム、無水ケイ

酸、精製水、濃グリセリン、塩化

ナトリウム、石けん用素地、キサ

ンタンガム、ハッカ油、ユーカリ

油、塩化マグネシウム 

水、ソルビトール・グリセリン、ア

ルギン酸 Na、キシリトール、チョ

ウジエキス・セージ葉エキス・ク

マザサ葉エキス、ハッカ油・ユー

カリ油、ローカストビーンガム、エ

タノール 

炭酸Ca、水、グリセリン、シリカ、

石ケン素地、スペアミント油、ハ

ッカ油、ユーカリ油、トコフェロー

ル、茶エキス、甘草エキス、カラ

ギーナン 

ｻｲｽﾞ 120g 120g 90ｇ 120ｇ 

メーカー価格 462円 506円 704円 946円 

KHSA販売価格 ●5％OFF 439円 ●5％OFF 575円 ●5％OFF 387円 ●5％OFF 899円 

在庫状況 通常在庫 通常在庫 通常在庫 通常在庫 

 

商品名 パックスナチュロン  

緑茶石けんはみがきミニ 

パックス 

こどもジェルはみがき 

  

画像 

  

  

商品説明 こだわる大人の口臭ケア 

チャ葉エキス(矯味剤)、矯味剤

に緑茶エキス・甘草エキス・天然

ビタミン E 配合。虫歯・口臭を防

ぎ、歯垢を除去します。味がマイ

ルドなので、石けんはみがき初心

者の方にもオススメ。ミニサイズ

なので、お試しや携帯用に！ 

みに 

研磨剤・発泡剤不使用。お子様に

も安心してお使いいただける透明

ジェルタイプのハミガキ剤です。

フルーツ味（オレンジ＆グレープ

フルーツ）なので、歯みがきが苦

手なお子様にも、おすすめです。

甘味料としてキシリトール配合。 

  

成分 炭酸Ca、水、グリセリン、シリカ、

石ケン素地、スペアミント油、ハ

ッカ油、ユーカリ油、トコフェロー

ル、茶エキス、甘草エキス、カラ

ギーナン 

水、ソルビトール・グリセリン、ア

ルギン酸 Na、キシリトール、カン

ゾウ根エキス・クマザサ葉エキ

ス、ハッカ油・オレンジ油・グレー

プフルーツ果皮油・ラベンダー

油、ローカストビーンガム、エタノ

ール、ベニバナ黄 

  

ｻｲｽﾞ 20ｇ 50ｇ   

メーカー価格 ３85円 374円   

KHSA販売価格 割引除外品 ●5％OFF 355円   

在庫状況 通常在庫 在庫分で取扱終了   

※太陽油脂の記載のない商品は店頭在庫していません。（ボトル取り寄せ以外の）お取り寄せは、メーカー希望価格

6,000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。 

 

 

 



★ﾅﾁｭﾗﾙー太陽油脂―ベビー                             

商品名 パックスベビー  

全身シャンプー 

（泡ボトル） 

パックスベビー 

全身シャンプー 

（詰替用） 

パックスベビー 

 ソープ（枠練り） 

パックスベビー 

ハンドソープ 

（携帯用泡ボトル） 

画像 

    

商品説明 赤ちゃんと入浴時に片手でも押しや

すい泡ポンプの使いやすい全身シ

ャンプー。マカデミアナッツ油を使

用した植物性の全身用石けん。 

パックスベビー 全身シャンプー

の詰替用。 

マカデミアナッツ油にハイオレッ

クヒマワリ油、パーム油、パーム

核油を使用した植物性石けんで

す。泡もちがよく、しっとり洗い上

がります。 

洗い上りがすっきり、手づかみで

食べる赤ちゃんにも。 

無香料のため、赤ちゃんに触れる

前、お料理前におすすめです。公

園やお外での手洗いに便利な携

帯用８０ml 泡ボトルもございま

す。 

成分 水、カリ石ケン素地、グリセリン、

ローズマリーエキス、クエン酸 

水、カリ石ケン素地、グリセリン、

ローズマリーエキス、クエン酸 

石ケン素地、グリセリン 水、マカデミアナッツ油、ヒマワ

リ種子油、グリセリン、水酸化 K、

パーム核油、ヤシ油、ローズマリ

ー葉エキス、クエン酸、トコフェロ

ール 

ｻｲｽﾞ 300ml 300ml 100ｇ 30０ml・８０ml 

メーカー価格 1,100円 748円 748円 1,045円・605円 

KHSA販売価格 ●5％OFF 1,045円 ●5％OFF 711円 ●5％OFF 711円 ●5％OFF993円・575円 

在庫状況 ボトル取り寄せ（７営業日以内） 通常在庫 在庫分で取扱終了 ボトル取り寄せ（７営業日以内） 

 

商品名 パックスベビー 

ボディークリーム 

(チューブ・ポンプ) 

パックスベビー 

おでかケアクリーム 

パックスベビー  

うるおい UVクリーム

SPF17/ PA+ 

パックスベビー  

UVクリーム 
 

画像 

    

商品説明 
赤ちゃんから大人まで、乾燥しがちな

お肌をしっかり 保湿します。 

伸びが良く、べたつかないクリームで

す。片手で使えるポンプタイプ。 

携帯に便利なワンタッチキャップのチ

ューブタイプもございます。 

荒れがちなお肌を保護して、保湿

する伸びの良いクリーム。空気中

の微粒子(花粉、PM2.5)の付着

から物理的に保護。顔、身体に。 

デリケートな赤ちゃんのお肌を紫

外線から守り、保湿。マカデミア

ナッツ油配合、エタノールフリ

ー、紫外線吸収剤・石油由来原

料不使用、無香料・無着色。

100％自然由来成分、非自然原

料不使用。石けんで落とせます。 

乾燥しがちな赤ちゃんのお肌の

潤いを保つマカデミアナッツ油、

カミツレ花エキスを配合。紫外線

吸収剤、合成界面活性剤無添

加。日常の UVケアにお使いくだ

さい。SPF17/PA+ 

成分 水、グリセリン、ホホバ種子油、カリ

石ケン素地、マカデミアナッツ油、

ステアリン酸、パルミチン酸、ベヘ

ン酸、スクワラン、ハイブリッドヒマ

ワリ油、トレハロース、ローズマリー

葉エキス、ベヘニルアルコール、ト

コフェロール、ヒノキチオール、エ

タノール 

水、グリセリン、プロパンジオール、ホ

ホバ種子油、カリ石ケン素地、マカデ

ミアナッツ油、ステアリン酸、パルミ

チン酸、ベヘン酸、スクワラン、α-グ

ルカンオリゴサッカリド、ハイブリッドヒ

マワリ油、ローズマリー葉エキス、(マ

カデミア種子油/水添マカデミア種子

油)エステルズ、ワサビノキ種子エキ

ス、ビオサッカリドガム-1、トレハロー

ス、ベヘニルアルコール、トコフェロ

ール、ヒノキチオール、エタノール、

マルトデキストリン 

水、プロパンジオール、酸化チタ

ン、スクワラン、マカデミアナッツ

油、グリセリン、ホホバ種子油、

ステアリン酸 K、ステアリン酸、パ

ルミチン酸、ベヘン酸、シリカ、

ベヘニルアルコール、カミツレ花

エキス、ローズマリー葉エキス、

トコフェロール、ヒノキチオール 

水、グリセリン、カリ石ケン素地、

酸化チタン、スクワラン、マカデ

ミアナッツ油、ホホバ油、シリカ、

ローズマリー葉エキス、カミツレ

花エキス、トコフェロール、キサ

ンタンガム、ヒノキチオール、エ

タノール 

ｻｲｽﾞ 180ｇ・50g 50ｇ 40g 30g 

メーカー価格 2,090円・726円 935円 935円 660円 

KHSA販売価格 ●5％OFF 1,986円・689円 ●5％OFF 888円 ●5％OFF 888円 ●5％OFF 627円 

在庫状況 通常在庫・テスターあり 在庫分で取扱終了 取り寄せ（７営業日以内） 在庫分で終了 

※太陽油脂の記載のない商品は店頭在庫していません。（ボトル取り寄せ以外の）お取り寄せは、メーカー希望価格

6,000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。 

 

 



★ﾅﾁｭﾗﾙー太陽油脂―キッチン                             

商品名 パックス 

400番 

（詰替用） 

パックスナチュロン  

キッチンスポンジ 

(ピンク・ブルー・ナチュラル) 

パックス  

ソフキン 

 

画像 

   

 

商品説明 ナチュロン 400 番が通常ボトル

の約2本分入っているお徳用サイ

ズです。 

骨格構造の目の粗いスポンジな

ので、水切れが良く衛生的です。 

研摩剤などを使用していないので

食器を傷つけません。 

ご家庭だけでなく、飲食店でもご

愛用いただいています。 

当店一番の売れ筋商品です！ 

毛細管現象を利用した新しいタイ

プのフキン。 

蛍光増白剤不使用。 

食器洗いに、テーブルふきに、掃

除に、化粧落としやガーゼ代わり

にもお使いください。 

メーカー生産は終了しましたの

で、在庫限りで終了となる商品で

す。 

 

成分 純石けん分（23%脂肪酸カリウ

ム） 

軟質ポリウレタン レーヨン 100%  

ｻｲｽﾞ 900ｍｌ 8g 28cm×28cm  

メーカー価格 858円 220円 242円  

KHSA販売価格 ●5％OFF 815円 ●5％OFF 209円 ●5％OFF 230円  

在庫状況 在庫分で取扱終了 通常在庫 在庫分で終了  

 

★ﾅﾁｭﾗﾙー太陽油脂―ランドリー  

商品名 パックスナチュロン 

純粉せっけんＮ 

パックス 

洗濯用石けんドラム 

（ボトル） 

パックス 

洗濯用石けんドラム 

（詰替用） 

パックス 

洗濯用石けん Wパワー 

（ボトル） 

画像 

    

商品説明 パーム・ヤシを原料にした植物性

石けんですので、赤ちゃんや肌の

デリケートな方の肌着洗いに最

適。 

炭酸塩（助剤）無配合のため、絹

やウールにもお使いいただけ、ふ

んわりと洗いあげます。 

泡立ちひかえめで高洗浄力※な

ので、ドラム式洗濯機に適した処

方です。ラベンダーの香りつき。 

綿・麻・レーヨン・合成繊維用 

洗濯用石けん ドラムの詰替用で

す。 

詰め替えやすい注ぎ口付き。 

純石けんと炭酸塩の Wの洗浄効

果で、汚れに強くしっかり洗えま

す。 

無香料タイプ。 

綿・麻・レーヨン・合成繊維用 

成分 純石けん分（99% 脂肪酸ナトリ

ウム） 

純石けん分（30% 脂肪酸カリウ

ム）、アルカリ剤（炭酸塩）、固化

防止剤（エチルアルコール） 

純石けん分（30% 脂肪酸カリウ

ム）、アルカリ剤（炭酸塩）、固化

防止剤（エチルアルコール） 

純石けん分（30%脂肪酸カリウ

ム）、アルカリ剤（炭酸塩）、固化

防止剤（エチルアルコール） 

ｻｲｽﾞ 1kg １２０0ml １０00ml １200ml 

メーカー価格 1,430円 1,210円 825円 1,210円 

KHSA販売価格 ●5％OFF 1,359円 ●5％OFF 1,150円 ●5％OFF 784円 ●5％OFF 1,150円 

在庫状況 取り寄せ（７営業日以内） ボトル取り寄せ（７営業日以内） 取り寄せ（７営業日以内） ボトル取り寄せ（７営業日以内） 

※太陽油脂の記載のない商品は店頭在庫していません。（ボトル取り寄せ以外の）お取り寄せは、メーカー希望価格

6,000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） 



★ﾅﾁｭﾗﾙー太陽油脂―ランドリー                             

商品名 パックス 

洗濯用石けんWパワー 

（詰替用） 

パックス 

洗濯用石けんソフト 

（ボトル） 

パックス 

洗濯用石けんソフト 

（詰替用） 

パックス 

洗濯用石けんソフト 

（詰替用ボトル） 

画像 

    

商品説明 洗濯用石けん W パワーの詰替

用です。 

詰め替えやすい注ぎ口付き。 

純石けんなので、日々の洗濯だ

けでなく、デリケート素材も手洗

いできます。 

無香料タイプ。 

綿・麻・レーヨン・合成繊維・毛・

絹用 

 

洗濯用石けん ソフトの詰替用で

す。 

詰め替えやすい注ぎ口付き。 

洗濯用石けん ソフトの詰替用で

す。 

1 回 40ml 使用の場合約 100 回

分の大容量タイプ。 

成分 純石けん分（30%脂肪酸カリウ

ム）、アルカリ剤（炭酸塩）、固化

防止剤（エチルアルコール） 

純石けん分（36% 脂肪酸カリウ

ム） 

純石けん分（36% 脂肪酸カリウ

ム） 

純石けん分（36% 脂肪酸カリウ

ム） 

ｻｲｽﾞ １０00ml １200ml １０00ml ４０００ml 

メーカー価格 825円 1,210円 825円 3,245円 

KHSA販売価格 ●5％OFF 784円 ●5％OFF 1,150円 ●5％OFF 784円 ●5％OFF 3,083円 

在庫状況 通常在庫 ボトル取り寄せ（７営業日以内） 通常在庫 ボトル取り寄せ（７営業日以内） 

                          

商品名 パックス  

衣類のリンス 

（ボトル） 

パックス  

衣類のリンス 

（詰替用） 

  

画像 

  

  

商品説明 石けん洗濯のすすぎ残しによる

衣類の黄ばみ・においを防ぐ！ 

天然アロマで愉しく洗える、石け

ん洗濯専用のリンスです。 

消臭効果が期待される緑茶エキ

ス配合。 

フローラルな自然の優しい香りで

お洗濯を愉しくします。 

衣類のリンスの詰替用です。 

詰め替えやすい注ぎ口付き。 

  

成分 クエン酸、天然ガム、エチルアル

コール、緑茶エキス、ヒノキチオ

ール、天然香料 

クエン酸、天然ガム、エチルアル

コール、緑茶エキス、ヒノキチオ

ール、天然香料 

  

ｻｲｽﾞ 600ml 550ml   

メーカー価格 935円 550円   

KHSA販売価格 ●5％OFF 888円 ●5％OFF 523円   

在庫状況 ボトル取り寄せ（７営業日以内） 在庫分で取扱終了   

※太陽油脂の記載のない商品は店頭在庫していません。（ボトル取り寄せ以外の）お取り寄せは、メーカー希望価格

6,000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） 

 



★ﾅﾁｭﾗﾙー太陽油脂―ナチュラルクリーニング                             

商品名 パックスナチュロン 

お風呂洗いせっけん 

（泡スプレー） 

パックスナチュロン 

お風呂洗いせっけん 

（詰替用） 

パックスナチュロン 

トイレ洗い石けん 

（泡スプレー） 

パックスナチュロン 

トイレ洗い石けん 

（詰替用） 

画像 

    

商品説明 植物油（パーム、パーム核）を主

原料とした液状石けん。 

油汚れに強いオレンジオイル配

合。 

逆さにしても使える泡スプレーが

隅々の汚れに対応できます。 

泡スプレー式ボトルに詰め替えて

ご使用ください。 

詰め替えやすい注ぎ口付きで

す。 

炭酸塩（助剤）を配合しているの

で、汚れに密着して落とします。 

逆さにしても使える泡スプレー。 

レモングラス、グレープフルーツ

などの柑橘系の爽やかな香り。 

逆さにしても使える泡スプレー式

ボトルに詰め替えてご使用くださ

い。 

詰め替えやすい注ぎ口付きで

す。 

成分 純石けん分（10%脂肪酸カリウ

ム）、オレンジオイル 

純石けん分（10%脂肪酸カリウ

ム）、オレンジオイル 

純石けん分（5%脂肪酸カリウ

ム）、アルカリ剤（炭酸塩） 

純石けん分（5%脂肪酸カリウ

ム）、アルカリ剤（炭酸塩） 

ｻｲｽﾞ 500ml 450ml 400ml 350ml 

メーカー価格 748円 495円 638円 385円 

KHSA販売価格 ●5％OFF 711円 ●5％OFF 470円 ●5％OFF 606円 ●5％OFF 366円 

在庫状況 ボトル取り寄せ（７営業日以内） 通常在庫 ボトル取り寄せ（７営業日以内） 通常在庫 

 

★ﾅﾁｭﾗﾙー太陽油脂―その他 

商品名 パックス  

重曹 F 

（食用グレード） 

パックスナチュロン  

キッチンスポンジ 

(ピンク・ブルー・ナチュラル) 

パックス  

ソフキン 

パックスナチュロン 

お風呂洗いスポンジ 

画像 

     

商品説明 幅広い用途で使える食用グレード

のお徳用 2kgサイズ。 

食器洗いやお掃除はもちろん、パ

ンやケーキなどお菓子づくりのふ

くらし粉(ベーキングソーダ)とし

てもご利用いただける食用グレー

ドの重曹です。お得な大容量 2kg

入りです。 

※軽減税率対象商品(消費税率

8%) 

骨格構造の目の粗いスポンジな

ので、水切れが良く衛生的です。 

研摩剤などを使用していないので

食器を傷つけません。 

耐熱温度：90℃ 

ご家庭だけでなく、飲食店でもご

愛用いただいています。 

当店一番の売れ筋商品です！ 

毛細管現象を利用した新しいタイ

プのフキン。 

蛍光増白剤不使用。 

食器洗いに、テーブルふきに、掃

除に、化粧落としやガーゼ代わり

にもお使いください。 

メーカー生産は終了しましたの

で、在庫限りで終了となる商品で

す。 

お風呂掃除がしやすい大きめサ

イズのスポンジ。目が粗い骨格構

造なので、水切れが良く、速乾性

に優れ衛生的。耐熱温度：90℃。

すき間に入りやすく、キズをつけ

にくい柔らか素材。耐久性に優れ

経済的。ひも付きなので、使用後

は吊るして衛生的に乾かせます。 

成分 炭酸水素ナトリウム 軟質ポリウレタン レーヨン 100% 軟質ポリウレタン  

ひも：ポリエステル 

ｻｲｽﾞ 2ｋｇ 8g 28cm×28cm  

メーカー価格 1,134円 220円 242円 528円 

KHSA販売価格 ●5％OFF 1,077円 ●5％OFF 209円 ●5％OFF 230円 ●5％OFF 502円 

在庫状況 取り寄せ（７営業日以内） 通常在庫 在庫分で終了 通常在庫 

※太陽油脂の記載のない商品は店頭在庫していません。（ボトル取り寄せ以外の）お取り寄せは、メーカー希望価格

6,000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。 

 

 

 

 


