
 

 

 

 

 

～人にやさしく、自然にやさしく～ 
 

いまじんは環境に負担の少ない、無添加の石けん、シャンプーな

ど、また無添加スキンケア化粧品、オーガニックコットン、エコシ

ルクなど、幅広く生活雑貨を取り揃えております。そして、手作り

ファンの皆様向けの各種石けん用オイルから、 

エッセンシャルオイル、クレイ、みつろう、などなど、 

バラエティに富んだ品揃えでお待ちしております。 

体に美味しいものは自然にも美味しいのです。 

できる所から少しずつ、エコロジーライフ 

はじめてみませんか。 
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※本カタログは、消費税込総額表示です 



オレイン酸、パルミチン酸が主成分

（各、約40％）の油脂で、石けんに

固さを与え、泡立ちに持続性をもた

らします。主たる脂肪酸組成（パルミ

チン酸、オレイン酸、リノール酸、ス

テアリン酸）鹸化価198・苛性ソーダ

換算値/g：0.142 

 

石けん用材料/原料：精製食用パー

ム油（日本製）/添加物：無し/学名：

Elaeis guineensis /和名：アブラヤ

シ/科名：ヤシ科/使用部位：果肉/

抽出法：圧搾法 /発売元：(有)いま

じん 

Z66  500ml    770円（税込） 

Z67  1L      1320円（税込） 

Z68  1.8L   1980円 （税込） 

Z46一斗缶（16.5ｋｇ）10530円（税込） 

精製パーム油 

PALM OIL 

石けんにすると、冷水でも良く溶け、

起泡力の高さで知られます。手作り

石けんには欠かせないメインオイル

です。主たる脂肪酸組成（ラウリン

酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、オ

レイン酸、カプリル酸、カプリン酸、

ステアリン酸）鹸化価約254・苛性

ソーダ換算値/g：0.181 

石けん用材料/原料：精製食用ヤシ

油（日本製）/添加物：無し/学名：

Cocos nucifera/和名：ココヤシ/科

名：ヤシ科/使用部位：固形胚乳（コ

プラ）/抽出法：圧搾法 /発売元：

(有)いまじん 

Z20  500ml   825円（税込） 

Z21  1L     1375円（税込） 

Z22  1.8L   2365円（税込） 

Z45一斗缶（16.5ｋｇ）14960円（税込） 

ココナッツ油（精製ヤシ油） 

COCONUT OIL 

ｺｺﾅｯﾂ油と良く似た性質の油脂で

す。また、ｶﾌﾟﾘﾙ､ｶﾌﾟﾘﾝ酸はココナッ

ツ油より少なめ。単体で液体石けん

に、またはｽｲｰﾄｱｰﾓﾝﾄﾞ、ｵﾘｰﾌﾞなど

ｿﾌﾄｵｲﾙとの組み合わせにも。主た

る脂肪酸組成（ﾗｳﾘﾝ酸、ﾐﾘｽﾁﾝ酸、

ｵﾚｲﾝ酸、ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸、ｶﾌﾟﾘﾙ酸、ｶﾌﾟ

ﾘﾝ酸、ｽﾃｱﾘﾝ酸）鹸化価約243・苛

性ソーダ換算値/g：0.173/石けん用

材料/原料：精製食用パーム核油（日

本 製）/ 添 加 物 ： 無 し / 学 名 ： Elaeis 

guineensis 和名：アブラヤシ/科名：ヤ

シ科/使用部位：種子/抽出法：圧搾

法 /発売元：（有）いまじん 

Z29 500ml    880円 （税込） 

Z30  1L   1400円 （税込） 

Z31 1.8L   2530円 （税込） 

Z47一斗缶（16ｋｇ） 16300円（税込） 

精製パーム核油 

  PALM KERNEL OIL 

非常に粘度が高く、他の植物油に

はない特性があります。ﾘｯﾌﾟｸﾘｰﾑ､

口紅､頭髪用化粧品、マッサージオ

イル、潤滑油など、幅広い用途があ

ります。石けん作りに使うと、泡立ち

がきめ細かくなり、また透明石けん

作りには欠かせない素材です。主た

る脂肪酸組成（リシノール酸、オレイン

酸、リノール酸）鹸化価約181.5・苛性

ソーダ換算値/g：0.13/販売名：美容オ

イルCS/全成分：ヒマシ油/添加物：無し/

科名：トウダイグサ科/使用部位：種子/抽

出法：圧搾法 /発売元：（有）いまじん/製

造販売元（有）桜 

Z32C 100ml     525円（税込） 

Z32  500ml    1210円 （税込） 

Z34 1.8L      3520円（税込）   

Z55 一斗缶（17ｋｇ）  28160円（税込） 

ひまし油 (キャスターオイル） 
CASTOR OIL  

学名/ RICINUS COMMUNIS 

石けん用油脂/キャリアオイル/バター 

こめ油は、熱を加えても酸化しにくく、

仕上がりがカラッとするためサラダ油や

天ぷら油として使用されています。 

お米特有の健康に良い成分を残して

います。リノール酸等の必須脂肪酸や

ビタミンＥ、トコトリエノール、γ -オリザ

ノールや油の食物繊維と言われる植物

ステロールなどの天然成分が豊富に

含有しています。/主たる脂肪酸組成

（オ レ イ ン 酸、リ ノ ー ル 酸）鹸 化 価

187.3・苛性ソーダ換算値/g：0.134 

食用こめ油/添加物：無し/ 

学名： Oryza sativa/ 科名：イネ科/発

売元：築野食品工業（株） 

Z78B 1500ｇ 1188円（税込） 

こめ油     

Z81B
 

1500ｇ
 

1498円（税込
）

 

 

さわやかな風味を持ち、おいしく、また

リノール酸等の必須脂肪酸だけでな

く、ビタミンEも豊富に含む。また、天然

のトコフェロールやトコトリエノールなど

を豊富に含有されているため、酸化に

対しても強い。米糠に特有な、γ-ｵり

ｻﾞﾉｰﾙをは1.0-1.5%も含んでいる。 ま

た、米胚芽油は光線にも変敗をおこし

にくいため、風味を味わうマヨネーズや

ドレッシングなど、生のまま調理するの

にも適している。/主たる脂肪酸組成

（オ レ イ ン 酸、リ ノ ー ル 酸）鹸 化 価

187.3・苛性ソーダ換算値/g：0.134 
食用こめ胚芽油/添加物：無し/学名： 

Oryza sativa / 科名：イネ科/発売元：築

野食品工業（株） 

オレイン酸が主成分、オリーブ油と

並ぶ不乾性油代表で、酸化安定性

が良く、皮膚にもなじみやすく、紫

外線のUV-B波を吸収するので、サ

ンバーンの防止にも有効。従ってス

キンケアオイルとして日中の使用も

できます。日本では古来より、食用

に、頭髪用に愛用されています。天

ぷら、ドレッシングオイルにお奨め

主たる脂肪酸組成（オレイン酸、パ

ルミチン酸、リノール酸、ステアリン

酸）鹸化価191・苛性ソーダ換算値/

g：0.136 

食用ツバキ油/添加物：無し/学名： 

Camellia  japonica / 科名： ツバキ

科/使用部位：種子/抽出法：圧搾

法 /発売元：サトウ椿（株） 

Z10 457g/500ml 

3078円（税込） 

食用椿油  

スペイン・アンダルシア州を中心に

採取したｵﾘｰﾌﾞをブレンド、黄金色

のフルーテイなｵｲﾙです。単体での

石けんはｷｬｽﾃｨｰﾙ石けんと呼ばれ

る。酸化につよく、椿油とよく似たオ

イル。手作り石けんには欠かせない

メインオイルです。/主たる脂肪酸組

成（オレイン酸、リノール酸、パルミチ

ン酸、ステアリン酸）鹸化価191・苛

性ソーダ換算値/g：0.136 

食用オリーブ油/添加物：無し/1Ｌ：

PETボトル入/原産国：スペイン/学

名：Olea europaea/科名：モクセイ

科/使用部位：果実/抽出法：圧搾

法/製造者：ハエン、オル・モルトス 

Z06 1L   

1400円（税込） 

オリーブ油（ﾋﾟｭｱ）  

ドンマティアス 

※ココナッツ油、パーム油、パー

ム核油は融点が高いため、室温

20℃前後では白色に固まってい

ます。この場合は、ボトルごと暖

め、液状にしてください。一回で

使い切れない残りのオイルは、

ジップロックや、タッパーに入替

え、密封保存してください。特に

一斗缶は開封後そのままの保

存はできません。速やかに移し

変えてください。 

また、夏季など室温が上がる時

期は室内でも淡黄色の液状にな

ります。いずれも正常な状態で変

質ではありません。※弊社取扱

の一斗缶はすべて別送品です。 

ココナッツ油・パー

ム油・パーム核油・

ひまし油  

共通ボトル仕様/

材質：本体：ＰＥＴ、

ふた：ポリエチレン 

Z05 5L缶 6210円（税込） 

エーゲ海北側の雨の少ない温暖な

地方で取れる、品質の高いｺﾞｰﾙﾄﾞｵ

ﾘｰﾌﾞを使用、ｴｷｽﾄﾗｳﾞｧｰｼﾞﾝｵｲﾙは

12％ﾌﾞﾚﾝﾄﾞです。くせのない、さらっ

とした使いやすいｵｲﾙです。単体で

の石けんはｷｬｽﾃｨｰﾙ石けんと呼ば

れる。酸化に強く、椿油とよく似たオ

イル。手作り石けんには欠かせない

メインオイルです。/主たる脂肪酸組

成（オレイン酸、リノール酸、パルミチン

酸、ス テ ア リ ン酸）鹸化 価 191・苛 性

ソーダ換算値/g：0.136/食用オリーブ

油/添加物：無し/５Ｌ：缶入/原産国：ト

ルコ//科名：モクセイ科/使用部位：果

実/抽出法：圧搾法/製造者：ボルゲス

社 

オリーブ油（ﾋﾟｭｱ）  

KOMILI（コミリ） 
学名：Olea europaea 

1 

パーム油本来の栄養素をそのまま

残すことに成功。スプーン1杯で1日

に必要なﾋﾞﾀﾐﾝAとﾋﾞﾀﾐﾝEを摂取で

きます。鮮やかなルビー色は天然カ

ロテンの色で、石けんにもきれいな

オレンジ色が残ります。主たる脂肪

酸組成（パルミチン酸、オレイン酸、リ

ノール酸、ステアリン酸）鹸化価203・

苛性ソーダ換算値/g：0.145 
※冬季固化および白濁化することがあり

ますが、品質に問題はありません。/食用

パーム油/添加物：無し/学名：Elaeis 

guineensis /和名：アブラヤシ/科名：ヤ

シ科/原産国：マレーシア/使用部位：果

肉/抽出法：圧搾法 /ボトル：PET 

輸入発売元：イエナ商事㈱ 

Z16 500ｇ  1188円（税込） 

カロチーノプレミアム 

カカオ豆から取る植物性バターで

す。小さな粒状（直径約1cm）で計量

がとても簡単な新タイプ！手作り石

けんにはオイル全量の5～10％配

合すると固さを出す効果が。 

主たる脂肪酸組成（ステアリン酸、オ

レ イ ン 酸、パ ル ミ チ ン 酸）鹸 化 価

191.5・苛性ソーダ換算値/g：0.137 

 

石けん用材料・手作りコスメ材料：食

用ココアバター/添加物：無し/学名

Theobroma  Cacao/別名：カカオバ

ター/利用部位：種子/抽出法：圧搾

法/フランス製/発売元：（有）いまじ

ん 

FZ40C 100g   847円（税込） 

FZ40E  500g 3740円（税込） 

ココアバター  

10～4月期間限定販売 

　　　　逸品こめ油
【旧商品名 こめ胚芽油】

https://www.eco-imagine.com/product/%e7%b2%be%e8%a3%bd%e3%83%a4%e3%82%b7%e6%b2%b9%ef%bc%88%e3%82%b3%e3%82%b3%e3%83%8a%e3%83%83%e3%83%84%e6%b2%b9%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e7%b2%be%e8%a3%bd%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%a0%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e7%b2%be%e8%a3%bd%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%a0%e6%a0%b8%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%ef%bc%88%e3%81%b2%e3%81%be%e3%81%97%e6%b2%b9%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%96%e6%b2%b9%ef%bc%88%e3%83%94%e3%83%a5%e3%82%a2%ef%bc%89%ef%bc%91%ef%bd%8c%e3%83%89%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%a2%e3%82%b9%ef%bc%88%e9%a3%9f%e7%94%a8/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%93%e3%82%81%e6%b2%b9%ef%bc%88%e9%a3%9f%e7%94%a8%e6%b2%b9%e8%84%82%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e9%80%b8%e5%93%81%e3%81%93%e3%82%81%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%96%e6%b2%b9%ef%bc%88%e3%83%94%e3%83%a5%e3%82%a2%ef%bc%895%ef%bd%8c%e7%bc%b6/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%ab%e3%83%ad%e3%83%81%e3%83%bc%e3%83%8e%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%83%a0%ef%bc%88%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%a0%e6%b2%b9%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e6%a4%bf%e6%b2%b9%ef%bc%88%e9%a3%9f%e7%94%a8%e6%b2%b9%e8%84%82%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b3%e3%82%b3%e3%82%a2%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc/


石けん用油脂/キャリアオイル/バター 

オレイン酸主体、ビタミンＡ・Ｅを含有、酸化に強

いオイルです。凝固点が低く、広く化粧品に配合

されます。リンス、トリートメントなどに添加すると

優れたｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞに効果を示します。※冬季

（約15℃以下）白濁、やや固化することがありま

す。常温（20℃以上）で戻るので、湯煎は避けて

下さい。また、ロットにより常温でも白い沈殿が見

られますが、変質ではありません。 主たる脂肪酸

組成（オレイン酸、パルミチン酸、リノール酸、リノレ

ン酸）鹸化価194・苛性ソーダ換算値/g：0.139/販

売名：美容オイルAV/全成分：アボカド油/添加物：

無し/科名：クスノキ科/利用部位：果実/抽出法：圧

搾法/発売元：㈲いまじん/製造販売元：㈲ 桜  

 （価格は全て税込です） 

F071C 100ml   990円 

F071E 500ml   3250円   

F071G  1.8L   9240円 

F071Y 15㎏  68800円 ※約16L入一斗缶仕様 

一斗缶は送料別、お取寄せ（納期約1週間）です 

アボカドオイル(精製ﾀｲﾌﾟ) 

 AVOCADO OIL 
学名/PERSEA AMERICANA MILL 

オレイン酸主体の不乾性油の代表です。のびが

よく、あらゆる肌質の方にお使いいただける、アロ

マテラピーにおいても１番使われているオイル。

最初に揃えたい１本です。のびのよさから口紅、

ファンデーションなどメイクアップ製品に、頭髪用

化粧品にも広く配合され、髪に肌になめらかさと

つやを与えます。 /主たる脂肪酸組成（オレイン

酸、リノール酸、パルミチン酸）鹸化価194・苛性

ソーダ換算値/g：0.139 
販売名：美容オイルFA/全成分：アーモンド油（ス

イートアーモンド）/添加物：無し/別名：西洋杏/科

名：バラ科/利用部位：種子/抽出法：圧搾法 

発売元：㈲いまじん/製造販売元：㈲ 桜  

（価格は全て税込です） 

F061C 100ml   800円 

F061E 500ml  2750円   

F061G  1.8L   7568円 

F061Z 15㎏  56100円 ※約16L入一斗缶仕様 

一斗缶は送料別、お取寄せ（納期約1週間）です 

スイートアーモンドオイル 

 ALMOND OIL 
学名/PRUNUS AMYGDALUS BATSCH  

オレイン酸主体の不乾性油です。サラリとして、

のびがよく、あらゆる肌質の方にお使いいただけ

る、ｽｲｰﾄｱｰﾓﾝﾄﾞｵｲﾙによく似たｵｲﾙです。のび

のよさから口紅、ファンデーションなどメイクアップ

製品に、頭髪用化粧品にも広く配合され、髪に

肌になめらかさとつやを与えます。浸透性がよい

のでデコルテマッサージに人気があります。/主

たる脂肪酸組成（オレイン酸、リノール酸）鹸化価

194・苛性ソーダ換算値/g：0.139/販売名：美容オ

イルAP/全成分：アンズ核油/添加物：無し/別名（和

名）：西洋杏/科名：バラ科/利用部位：種子/抽出

法：圧搾法/発売元：㈲いまじん/製造販売元：㈲ 

桜  

アプリコットカーネルオイル 

APRICOT KERNEL ＯＩＬ 
学名/PRUNUS ARMENIACA L 

 （価格は全て税込です） 

F069C 100ml  660円 

F069E 500ml 2200円   

F069G  1.8L  6700円 

F069Y 15㎏  45980円 ※約16L入一斗缶仕様 

一斗缶は送料別、お取寄せ（納期約1週間）です 

リノール酸を主成分とし、使用感がソフトで油っぽ

い感触がなく、さっぱりしたオイル。トコフェロー

ルを自然に含有しているため安定性も高く、あり

化粧品、調理用、健康食品などと広く使用されま

す。高粘度の製品（スティック状のリップバームな

ど）に添加するとのびが良くなります。/主たる脂

肪酸組成（リノール酸、オレイン酸、パルミチン酸、ス

テアリン酸）鹸化価194.5・苛性ソーダ換算値/g：

0.139/販売名：美容オイルFB/全成分：ブドウ種子

油/添加物：無し/別名（和名）：ブドウ/科名：ブドウ

科/利用部位：種子/抽出法：圧搾法 /発売元：㈲い

まじん/製造販売元：㈲ 桜  

 （価格は全て税込です） 

F062C 100ml  567円 

F062E 500ml 2050円   

F062G  1.8L  5490円 

F062Y 15㎏  44500円 ※約16L入一斗缶仕様 

一斗缶は送料別、お取寄せ（納期約1週間）です 

グレープシードオイル 

ＧＲＡＰＥＳＥＥＤ OIL 
学名/ＶＩＴＩＳ ＶＩＮＩＦＥＲＡ L. 

必須脂肪酸のリノール酸、リノレン酸主成分で特

に荒れた肌をしっとりさせる「γ-リノレン酸」を含

んでいます。感触も軽く、フェイスやボディﾄﾘｰﾄﾒ

ﾝﾄオイルのスペシャルなブレンドにおすすめで

す。酸化しやすいので、冷蔵保存必須、開封後

は早めの使用をおすすめします。 /主たる脂肪酸

組成（リノール酸、オレイン酸、リノレン酸、パルミチ

ン酸）鹸化価191・苛性ソーダ換算値/g：0.136 
販売名：美容オイルFE/全成分：月見草油/添加物：無

し/別名：月見草、メマツヨイグサ/科名：アカバナ科/利

用部位：種子/抽出法：圧搾法/発売元：㈲いまじん/製

造販売元：㈲ 桜  

 

F063B 50ml 1055円（税込） 
 

イブニングプリムローズオイル  

 EVENING PRIMROSE OIL 
学名/OENOTHERS BIENNIS 

不乾性油の代表で、ｵﾚｲﾝ酸が主成分。酸化安定

性が良く、椿油とよく似た油脂。食用、化粧品、製

薬と広範囲に利用されています。肌になじみやす

く、ｴﾓﾘｴﾝﾄ効果に優れます。単体での石けんは

キャスティール石けんと呼ばれます。この精製オ

リーブ油100％でお作り頂くと真っ白なキャス

ティ－ル石けんが作れます。ｲﾝﾌｭｰｽﾞﾄﾞｵｲﾙの

ﾍﾞｰｽとしても最適です。/主たる脂肪酸組成（オレ

イン酸、ﾘﾉｰﾙ酸、ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸、ｽﾃｱﾘﾝ酸）鹸化価

191・苛性ソーダ換算値/g：0.136/販売名 美容オ

イルOL/全成分：オリーブ果実油/添加物：無し/学

名：OLEA EUROPAEA/科名：モクセイ科/利用部

位：果実/抽出法：圧搾法 /発売元：㈲いまじん 

製造販売元：㈲桜  

（価格は全て税込です） 

F072C 100ml    485円 

F072E 500ml   1868円  

F072G  1.8L    5550円 

F072X  15㎏  45540円 ※約16L入一斗缶仕様 

一斗缶は送料別、お取寄せ（納期約1週間）です 

精製オリーブ油 

OLIVE OIL 
学名/OLEA EUROPAEA 

ｽﾃｱﾘﾝ酸、ｵﾚｲﾝ酸主成分のやや黄

色っぽい油脂、シアバターと同様に、

保湿効果に優れ、同じく、日焼け止

め化粧品によく配合されます。手づ

くり石けんに配合すると固めのしっと

り洗いあがるレシピに。ロットによりや

や特異臭がありますが、品質に問題

はありません。 主たる脂肪酸組成（ステ

アリン酸、オレイン酸、リノール酸、パルミチ

ン酸）鹸化価189・苛性ソーダ換算

値/g：0.135/販売名：美容クリームＭ/

全成分：マンゴー種子脂/科名：ウルシ

科/利用部位：種子/抽出法：圧搾法/

チャック付袋：PE、NY/発売元：㈲いまじ

ん/製造販売元：㈲ 桜 

F081C 100g 1210円（税込）

F081D 200g 1870円（税込） 

 マンゴーバター  
 MANGO BUTTER  

学名/MANGIFERA INDICA  

ｽﾃｱﾘﾝ酸、ｵﾚｲﾝ酸主成分の白くな

めらかな油脂、天然の保湿剤として

ヨーロッパでは古くから愛用されて

います。ﾏﾝｺﾞｰﾊﾞﾀｰと同様に、保湿

効果に優れ、また、その脂肪酸組成

から、紫外線ＵＶ－Ｂ波を吸収、炎症

の防止などスキンケア、日焼け止め

化粧品によく配合されます。手づくり

石けんに配合すると固めのしっとり

洗いあがるレシピに。  
販売名：美容クリームＳ/全成分：シア脂/

別名：カリテバター/科名：アカテツ科/利

用部位：種子/抽出法：圧搾法/ﾁｬｯｸ付

袋：PE、NY/発売元：㈲いまじん 

製造販売元：㈲ 桜 

F080C 100g 770円（税込） 

F080D 200g 1210円（税込）

F080E 500g 2420円（税込） 

 シアバター  
SHEA BUTTER  

学名/BUTYROSPERMUN PARKII  

原料/ガーナ産：USDA オーガ

ニック認証の高品質シアバターで

す。現地の、原料製造会社は、約

5000人の女性で組織され、シアの

実からシアバターを抽出する技術

トレーニングを行い、利益の分配

もこの組織で行っています。 

ご購入によって、ガーナの女性の

収入と地位向上に貢献していただ

けます。主たる脂肪酸組成（オレイ

ン酸、ステアリン酸、リノール酸、パ

ルミチン酸）鹸化価180・苛性ソーダ

換算値/g：0.129 

オーガニック原料使用！ 
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ｽﾃｱﾘﾝ酸、ｵﾚｲﾝ酸主成分の白くな

めらかな油脂、シアバターと同様に、

保湿効果に優れ、同様の使い方が

できます。硬めのバターで日焼け止

め、ボディバター、リップバームなど

におすすめ。手づくり石けんに配合

すると固めのしっとり洗いあがるレシ

ピに。主たる脂肪酸組成（ステアリン

酸、オ レ イン 酸）鹸 化価 190・苛 性

ソーダ換算値/g：0.136 
販売名：ﾓｲｽﾁｭｱﾍﾞｰｽJ/全成分：ガルシ

ニアインディカ種子脂//科名：フクギ科/

利用部位：種子/抽出法：圧搾法/チャッ

ク付袋：PE、AL、PET/発売元：㈲いまじ

ん/製造販売元：㈲桜 

F082C 100g 1210円（税込） 

F082D 200g 1870円（税込） 

 コクムバター  
 KOKUM BUTTER  

学名/GARCINIA INDICA 

オーガニック原料使用！ 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%8f%e3%82%b3%e3%82%af%e3%83%a0%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc%ef%bc%8f%e3%82%b7%e3%82%a2%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%90%e3%82%bf%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e7%b2%be%e8%a3%bd%e3%82%a2%e3%83%9c%e3%82%ab%e3%83%89%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%8d%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%ef%bc%88%e6%9d%8f%e4%bb%81%e6%b2%b9%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%a4%e3%83%96%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%a0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%ef%bc%88%e6%9c%88%e8%a6%8b%e8%8d%89%e6%b2%b9%ef%bc%89/


天然ﾋﾞﾀﾐﾝEを豊富に含む（平均値240mg/100g）ま

たﾘﾉｰﾙ酸主体のオイルです。感触は重めで、やや

特異臭がありますが、他のｵｲﾙに5～10％ほどﾌﾞﾚﾝ

ﾄﾞして使うことで、肌の乾燥、肌荒れを防ぐ、スペシャ

ルブレンドが作れます。※酸化防止効果を生かす場

合は、新しいｵｲﾙに加えて下さい。酸化がはじまっ

たｵｲﾙの延命効果はありませんのでご注意下さ

い。/主たる脂肪酸組成（リノール酸、オレイン酸、パ

ルミチン酸、リノレン酸）鹸化価182.5・苛性ソーダ換

算値/g：0.13/販売名：美容オイルFEG/全成分：コムギ

胚芽油/添加物：無し/別名：ｳｨｰﾄｼﾞｬｰﾑ/科名：イネ科/

利用部位：胚芽/抽出法：圧搾法/発売元：㈲いまじん/

製造販売元：㈲ 桜 

（価格は全て税込です） 

F064C 100ml   795円 

F064E 500ml  3300円   

F064G  1.8L   8800円 

 

小麦胚芽油(ｳｨｰﾄｼﾞｬｰﾑ) 

WHEAT GERM OIL 
学名/TRITICUM VULGARE  

石けん用油脂/キャリアオイル/バター 

天然植物性の油としては唯一の液状ｴｽﾃﾙ油（ロウｴ

ｽﾃﾙ）です。酸化されにくく、高温に強い。のびが非

常によく、サッパリとした感触です。また、油っぽさが

なく肌に、髪にしなやかになじみ皮膚の柔軟性を保

ち、整えます。(精製ﾀｲﾌﾟ/丁寧に分子蒸留法で脱

臭、脱色しているので、ほぼ無色、無臭です)※冬季

白濁、固化することがあります。常温（20℃以上）で、

透明に戻りますので、湯煎は避けて下さい。※ロット

によりやや淡黄色、特異臭がすることがありますが、

異常ではありません。/主たる脂肪酸組成（エイコセ

ン酸、エルセン酸、オレイン酸）鹸化価93・苛性ソー

ダ換算値/g：0.066/販売名：美容オイルJO/全成分：

ﾎﾎﾊﾞ種子油/添加物：無し/科名：ﾄｳﾀﾞｲｸﾞｻ目ｼﾓﾝｼﾞ

ｱ科/利用部位：種子/抽出法：圧搾法 /発売元：㈲

いまじん/製造販売元：㈲ 桜  

（価格は全て税込です） 

F065C 100ml  1265円 

F065E 500ml  5060円   

F065G  1.8L  16770円 

ホホバオイル（ワックス） 

ＪＯＪＯＢＡ WAX (精製ﾀｲﾌﾟ) 
学名/SIMMONDSIA CHINENSIS  

主成分のオレイン酸のほか、パルミトレイン酸を

25％近く含有しています。ﾊﾟﾙﾐﾄﾚｲﾝ酸はヒトの皮

脂中に多量に存在する脂肪酸で加齢とともに減

少することが知られています。天然油脂の中では

最も皮脂に近いといわれ、各種クリーム類、乳液

など基礎化粧品に広く使われ、感触も軽く、とて

も酸化しにくいｵｲﾙです。※冬季やや白濁、固化

することがあります。常温（20℃以上）で、透明に戻り

ますので、湯煎は避けて下さい。/主たる脂肪酸組成

（オレイン酸、パルミトレイン酸、パルミチン酸）鹸化価

195・苛性ソーダ換算値/g：0.139/販売名：美容オイル

MC/全成分：マカデミア種子油/添加物：無し/科名：ヤ

マモガシ科/利用部位：果実/抽出法：圧搾法 /発売元：

㈲いまじん/製造販売元：㈲ 桜  

（価格は全て税込です） 

F066C 100ml   890円 

F066E 500ml  3350円   

F066G  1.8L  10500円 

マカデミアナッツオイル 

MACADAMIA NUT ＯＩＬ 
学名/MACADAMIA TERNIFOLIA 

チリのアンデス山脈に咲くドッグローズの実から

抽出された、ビタミンＡを多く含む、必須脂肪酸

のリノール酸、リノレン酸主成分の油脂。 αリノレ

ン酸が豊富。肌をみずみずしく柔軟に、またハリ

を与えてくれます。フェイスマッサージに欠かせ

ないオイルです。圧搾法で丁寧に抽出していま

す。酸化しやすいので、冷蔵保存必須、開封後

は早めの使用をおすすめします。 
主たる脂肪酸組成（リノール酸、リノレン酸、オレイン酸、

パルミチン酸）鹸化価190・苛性ソーダ換算値/g：0.136/

販売名：美容オイルRH/全成分：カニナバラ果実油/添

加物：無し/科名：バラ科/利用部位：種子/抽出法：圧搾

法/発売元：㈲いまじん/製造販売元：㈲ 桜  

 

 

F070B 50ml  1375円(税込) 

 
 

ローズヒップオイル 

ROSE HIPS ＯＩＬ 
学名/ROSA MOSQUETA 

500ml～1.8Ｌ   

ペットボトル  

50-100ml   

キャップ付アルミスタンド袋 

セキュリティキャップ仕様 

PET､AL､ONY､LLDPE 

キャリアオイル 

共通容器仕様 
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★いまじんのキャリアオイルは、「100％ピュア」 

「保存料無添加」です。 

★全て高精製タイプの化粧品。グループ会社

化粧品製造販売元「桜」から、高品質でフレッ

シュなオイルを格安価格でお届けします。 

★このコーナーのオイルは、化粧品用として作

られています。食べても害はありませんが、美

味しくありませんのでお料理には使わないで下

さい。 

★各１Ｌサイズがある場合は、500mlサイズ×2

本での納品です。ネットショップご利用の際は

お間違いの無いようお願い申し上げます。 

（500mlサイズを、2回クリックすると割高になりま

す。ご注意下さい。） 

★各一斗缶は全てお取寄せです。（納期は約

一週間です）  

キャリアオイル容器共通仕様 

（50～100ml）スタンドパック/素材・成分：ONY､

LLDPE 

(500～1.8L) PETボトル/素材・成分本体：ＰＥ

Ｔ/中栓、CAP類：PE、PP 

アーユルヴェーダでは欠かせないベースオイル。 

 未焙煎の精製ゴマ油でほぼ無臭です。ビタミンEや

ミネラルが含まれ、さまざまなハーブを浸出させて使

用します。リノール酸が多いにも関わらず、安定性の

よい理由はセサモール（Sesamol）のおかげです。適

度な粘性があり、エモリエント効果が高く、しっとり弾

力のある肌、髪に整えます。もちろん石けん作りにも

おすすめです。高配合レシピは淡いピンクの石けん

が作れます。 

主たる脂肪酸組成（リノール酸、オレイン酸、パルミ

チン酸、ステアリン酸） 

鹸化価190.5・苛性ソーダ換算値/g：0.136/販売名：

美容オイルSE/全成分：ゴマ種子油/添加物：無し/科

名：ゴマ科/利用部位：種子/抽出法：圧搾法/発売元：

㈲いまじん/製造販売元：㈲ 桜  

セサミオイル  
SESAMI SEED OIL 

学名/SESAMUM INDICUM 

 （価格は全て税込です） 

F073C 100ml  528円 

F073E 500ml 1540円   

F073G  1.8L  4840円 

ヒトの皮脂中にも約５％含まれるスクワレン（ＳＱＵ

ＡＬＥＮＥ）をGMOフリー、エコサート認証のサトウ

キビから水素添加して安定させたもので、皮膚刺

激はほとんどなく、さらっとなじむのに、肌をしっと

りさせます。高級化粧品には欠かせない原科の

一つです。無色、無臭、熱・酸化安定性に富み、

乳化しやすいオイルです。※鹸化はほとんどしま

せん（3以下）ので、石けんに配合する場合はスー

パーファットでどうぞ。/販売名：美容オイルSQ/全成

分：飽和炭化水素：植物性スクワラン（サトウキビ由

来）/添加物：無し/製造法：水素添加、蒸圧蒸留法/

発売元：㈲いまじん/製造販売元：㈲ 桜 /区分：日

本製・化粧品 

                 （価格は全て税込です） 

F074C 100ml  1540円 

F074E 500ml  5750円   

F074G  1.8L   18500円 

シュガー スクワラン 

 SUGAR ＳＱＵＡＬＡＮＥ 
学名/ＳＱＵＡＬＡＮＥ 

オーガニック原料使用！ 

オレイン酸が主成分(規格値80％以上)になるように

品種改良されたヒマワリ（遺伝子組換えではない）か

ら採油した化粧品向け高精製タイプで、その脂肪酸

組成は圧倒的にオレイン酸が多く、椿油の組成に近

く、オリーブ油をも凌駕します。ほぼ無臭で低刺激性

の特性、また感触の軽さから、各種化粧品、特に、

頭髪用オイル、シャンプー、ボディシャンプーの原

料として需要が広がっています。 

主たる脂肪酸組成（オレイン酸、リノール酸、パルミ

チン酸、ステアリン酸） 

鹸化価188・苛性ソーダ換算値/g：0.134/販売名：美

容オイルCA/全成分：ハイブリッドヒマワリ油/添加物：無

し/科名：キク科/利用部位：種子/抽出法：圧搾法 

発売元：㈲いまじん/製造販売元：㈲ 桜  

 

ハイオレイックヒマワリ油 
SUNFLOWER SEED OIL 

学名/HELIANTHUS ANNUUS 

 （価格は全て税込です） 

F075E 500ml  1265円  

F075G  1.8L   3680円 

https://www.eco-imagine.com/product/%e5%b0%8f%e9%ba%a6%e8%83%9a%e8%8a%bd%e6%b2%b9%ef%bc%88%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%bb%e3%82%b5%e3%83%9f%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%ef%bc%8f%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%92%e3%83%9e%e3%83%af%e3%83%aa%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%9b%e3%83%9b%e3%83%90%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab-%ef%bc%88%e3%83%9b%e3%83%9b%e3%83%90%e3%83%af%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%87%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%8a%e3%83%83%e3%83%84%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%92%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%af%e3%83%a9%e3%83%b3%ef%bc%8f%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%ac%e3%83%bc-%e3%82%b9%e3%82%af%e3%83%af%e3%83%a9%e3%83%b3/


鹸化価表 

品 名 苛性ソーダ 換算値(g)  鹸化価  比 重 融 点 商品ｺｰﾄﾞ 
オリーブ油 0.136 191 0.92   F072、Z05、Z06 

精製ｺｺﾅｯﾂ(ヤシ)油 0.181 253.5 0.915 22～26℃ Z20-22、Z45 

精製パーム油 0.142 198.2 0.927 34～40℃ Z66-68、Z46 

精製パーム核油 0.173 242.6 0.916 22～26℃ Z29-31、Z47 

カロチーノプレミアム 0.145 203 -   Z16 

つばき油（サトウ椿） 0.136 191 0.914   Z10 

ひまし油  0.13 181.5 0.955～0.967  22℃ Z32-34、Z55 

こめ油・こめ胚芽油 0.134 187.3 -   Z77-Z81B 

セサミオイル 0.136 190.5 -    F073 

ｱﾌﾟﾘｺｯﾄカーネル油 0.139 194 0.910～0.918   F069 

アボカド油 0.139 194 0.905～0.923   Z93、F071   

月見草油 0.136 190 0.873   F063 

グレープシード油 0.139 194.5 0.917～0.925    F062 

スイートアーモンド油 0.139 194 0.911～0.918   F061 

ホホバ油（WAX） 0.066 93 0.853～0.875    F065 

マカデミアンナッツ油 0.139 195 0.909～0.915   F066、Ｚ92 

ローズヒップ油 0.136 190 0.920～0.928   F070 

小麦胚芽油 0.13 182.5 0.892   F064 

シュガースクワラン ほぼ鹸化せず 3以下 0.808～0.829   F067 

ココアバター 0.137 191.5 - 38℃～ FZ40 

マンゴバター 0.135 189 - 37℃～ F081 

シアバター 0.129 180 - 35℃～ F080 

ラード 0.138 193 - 27～40℃ － 

牛脂 0.14 196 - 35℃～ - 

ステアリン酸 0.141 197.5 - 68.4℃ FZ07 

ミリスチン酸 0.176 246 - 54℃ FZ01 

キャンデリラワックス 0.046 65 - 65～70℃ - 

みつろう 0.069 96 - 60～65℃ Z40 

※当社取扱の油脂に関する鹸化価の標準値です。他社製品は規格が違うこともありますので、ご注意下さい。 

※比重は容量単位での（ml)販売のみ記載しております。※融点は常温で固体の場合のみ記載しております。 

※苛性ソーダ換算値および鹸化価（÷1000＝苛性カリ1gの換算値）は、いずれも純度100％の値です。苛性カリは85～95％の純度で販売されて

いる場合がありますのでご注意下さい。 
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手作りコスメ基材として、化粧水、美

肌水、クリームなどに。 

 

※美肌水原液（グリセリン小さじ１、

尿素50g、水道水200ml）最初は100

倍以上に薄めて使ってください。 

 
手作り石けん・コスメ材料/成分：局方

品ｸﾞﾚｰﾄﾞ尿素（純度99.9%）チッソ分

46%以上/添加物：無し/発売元：㈱内

藤商店 

500g/ 箱入り 

Z52   50g    572円(税込) 

Z51  500ｇ  1210円(税込) 

尿  素 

50g/袋入り  

多くの化粧品に乳化剤、界面活性

剤として古くから利用されています。

安全性もきわめて高く、石けんに入

れて固くする効果があります。石け

ん作りには、オイル全量の5～10％

の配合が基本ですが、5％以内で固

さは出せます。ソフトオイル中心のレ

シピにお奨めですが、トレースが早く

なるので配合量にご注意下さい。 

 

石けん用材料 /原料：パーム油由

来（日本製）高級脂肪酸ステアリン

酸：純度98％、その他はパルミチン

酸 /発売元：㈲いまじん 

FZ07 200ｇ 495円(税込) 

FZ07E 500ｇ 1075円(税込) 

 ステアリン酸
STEARIC ACID 

起泡性に優れ、泡安定性、洗浄能力

から高級洗顔クリーム等に多用され

てます。ボディクレイのフェイスソー

プにも配合されています。きめ細か

な泡立ちの石けんを作ってみましょ

う。リキッドソープがお奨め。 

オイル全量の５０％まで配合可です

が、トレースが早いので、最初は控え

めに配合して下さい。 

 

石けん用材料 /原料：ヤシ油、パー

ム核油由来（日本製）高級脂肪酸ﾐﾘ

ｽﾁﾝ酸：純度98％、その他はパルミ

チン酸 /発売元：㈲いまじん 

FZ01 200g 620円(税込) 

FZ01E 500ｇ 1340円(税込)  

 ミリスチン酸
MYRISTIC ACID 

安全安心！オーガニック原料 

未精製のスキンケアー用最上級品

質ビーズワックスです。 

ピュアなミツロウキャンドルをつくる

オーストラリア ノーザンライト社の

ジェフリーが、日本向けだけにこだ

わって、さらに “ピュア”なミツロウ

(ビーズワックス)をつくってくれまし

た。オーストラリアのユーカリの森の

ミツバチたちが集めたミツロウはまさ

に「森のしずく」 

成分：ミツロウ100％/包装材：紙袋 /

生産国：オーストラリア/発売元： ワイ

ルドツリー 

Z41 15g 440円(税込) 

ノーザンライツ   

ミツロウドロップス 

https://www.eco-imagine.com/product/%e5%b0%bf%e7%b4%a0/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%9f%e3%83%84%e3%83%ad%e3%82%a6%e3%83%89%e3%83%ad%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%84%82%e8%82%aa%e9%85%b8%ef%bc%8f%e3%83%9f%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%81%e3%83%b3%e9%85%b8/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%84%82%e8%82%aa%e9%85%b8%ef%bc%8f%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%b3%e9%85%b8/


１袋につき廃油１００gが処理できま

す。廃油でお手軽に固形石けんが

作れます！５００mlタイプのペットボ

トルを利用して作ります。石けん型

はプリン型などでＯＫ。（１袋につき

固形石けん 約１８０ｇ、通常石鹸の

２個分が作れます。）詳しい説明書

付き  

石けん材料/成分：オルトケイ酸ナト

リウム、純石鹸パウダー（脂肪酸ナト

リウム） /発売元：ねば塾 

LR42  550円(税込) 

25g×4袋入 

フレ！フレ！リサイクル 

 ★簡単、手作りキットからはじめましょう★ 

石けんを作ってみたいけど、「苛性ソーダ」は、少しこわくて。 

そんなあなたにおすすめ。入門グッズです。 
 

☆ＬR36～39 手作りセットは、保育園、幼稚園のイベント用によくお使いいただ

いています。ねんど遊び感覚で、小さなお子様でも安全に楽しめます。（粉石け

んが口に入ると苦いので、それだけ注意してあげてください） 

☆ＬR16、R42 は、苛性ソーダほど強アルカリではない、「オルト珪酸ナトリウム」と

いう、アルカリ助剤を使って、昔から作られている廃油石けん手作りキットです。

温度が急激に上がることはありませんし、作り方も、「オルト珪酸ナトリウム」がじか

に手に触れないように考えられていますので、手作り入門には打ってつけかもし

れません。（但しやや強アルカリではありますので、苛性ソーダと同じく、取り扱い

は気をつけてくださいね。） 
 

★ここで作った石けんは販売や、プレゼントはしないで、ご自身やご家族でご使用くだ

さい。薬機法（薬事法）に触れないよう、ご注意ください★ 
 

★苛性ソーダはあぶないもの？★ 
薬局でしか購入できず、｢劇物｣という指定なので、イメージが！ですね。 

でも、上記の「オルト珪酸ナトリウム」、炭酸ソーダなどと同じ仲間ですし、昔から

飲食店などの配管掃除に、普通に使われているアルカリ洗浄剤でもあります。じ

かに手を触れない、保管場所に気をつけるなど注意すれば、誰にでも扱える便

利な、何より手作り石けんに欠かせない材料です。SA102・SA103のオイルMIXで 

カンタン手作りはじめませんか。とても楽しいですよ。 

小振りの石けんが2個ほど作れま

す。カンタンにハーブの香りつきクラ

フトソープが作れます。熱くならない

ので、お菓子の抜き型などで形を

作って、お子様と楽しんだり、プレゼ

ントにおすすめです。  
石けん材料/成分：無添加純粉石けん

110ｇ（パーム油）、天然ハーブ7ｇ/発

売元：ねば塾 

ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ  LR36 385円(税込) 

ｶﾓﾐｰﾙ  LR37 385円(税込) 

ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ  LR38 385円(税込) 

ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ  LR39 385円(税込) 

ハーブ石けん手作りセット 

LR47 200g 660円(税込) 

R48 １㎏ 1680円(税込) 

クラフト石けん材料/成分：水､グリセ

リン､ｽﾃｱﾘﾝ酸Na､ｽｸﾛｰｽ､ｿﾙﾋﾞﾄｰ

ﾙ､ﾗｳﾘﾝ酸Na､ﾗｳﾚｽ硫酸Na､ﾗｳﾘﾙ

硫酸Na､塩化Na､ｽﾃｱﾘﾝ酸､ﾗｳﾘﾝ

酸、ＥＤＴＡ-4Ｎａ､ﾍﾟﾝﾃﾄ酸5Na､ｴﾁ

ﾄﾞﾛﾝ酸4Na/200gのみ赤、青、黄の

色素チップ付き（成分：とうめい石け

ん 生地、青 404、赤 226、黄205、白 

酸化チタン）/発売元：ねば塾 

 

とうめい（M&P）石けん 

左掲の「とうめい石けん」は、M&P

ソープ、ともグリセリンソープとも呼ば

れます。電子レンジで簡単に透明

石けんが作れるキット、赤、青、黄の

色素チップ付(200gのみ)。あなただ

けのオリジナルアートソープをお楽

しみください。色素チップは本体を

溶かすときに一緒に溶かすと着色

できます。 

注：1kg入りには、色素チップが付い

ていません。 

シリコン型を使った作成例です。 

石けん・スキンケア手作り材料 
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★SA102 ベーシックオイルMIX  500g 958円(税込) 

原材料名：ﾋﾟｭｱｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ200g、ｺｺﾅｯﾂ油150g、ﾊﾟｰﾑ油150g  

★SA103 スペシャルオイルMIX   500g 1700円(税込) 

原材料名 ：パーム油150g、ﾋﾟｭｱｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ125g、ｺｺﾅｯﾂ油125g、ﾏｶﾃﾞﾐｱﾅｯﾂ

油60g、ひまし油40g  

包装材 ：アルミスタンディングパック ＰＰ、Ｍ /耐熱130℃ 

発売元：㈲いまじん/製造元：㈲桜 

初めての方にも手作り石けんを楽しく簡単に手作りしていただける、牛乳パッ

ク1本分500ｇのオイルミックスです。オイルを計ったり、残ったオイルをどうしよ

うかのお悩み解決、使いきりパックです。２タイプとも、オイル配合はもちろん

たおさんこと小幡有樹子さんがいまじんのために作ってくださったオリジナ

ル。オプションを工夫する楽しみのじゃまをしないシンプルで作りやすいレシ

ピですから、上級者さんにもおすすめ。★遮光性の高いアルミ素材包装に変

更しました。 そのまま、湯煎にかけていただけます。（参考溶解時間：室温

20℃保存の本品 80℃湯煎 10～15分） 

※苛性ソーダは別途必要です。薬局でお買い求め下さい。（印鑑要） 

Tao‘s original recipe 
For handmade soap  

１袋につき廃油５００gが処理できま

す。カンタン安全にクリームタイプの

廃油石けんが作れます。油汚れに

強く、手にも優しいです。 作り方説

明書付き  

 

石けん材料/成分：オルトケイ酸ナト

リウム、過炭酸ナトリウム、脂肪酸カ

リウム /発売元：ねば塾 

LR16 440円(税込) 

まぜたら石鹸  
化粧品製造用グレードの精製水（紫

外線殺菌済）です。イオン交換で不

純物を取り除きました。手作り石け

ん、手作りコスメにご活用下さい。 

 

※局方品ではありません。 

※飲料水ではありません。 

※開封後は冷蔵密封保存の上、お

早めにご使用下さい。 

 
販売名:スキンケアウォーターSA/全成

分：精製水/ボトル：PET/発売元：㈲い

まじん/製造販売元：㈲ 桜 

LSA031E 500ml 154円(税込) 

LSA031F  1L  220円(税込) 

精製水(手作り用) 
Aqua purificata 手作り石けんに使用できる、オルトケイ酸ソーダ（ナトリウム）です。 

熱の上がり方が約40℃と穏やかなので、ＰＥＴボトルで作れます。 

苛性ソーダが入手しにくい方、まずは作ってみたいけど苛性ソーダは

ちょっと怖いという方におすすめです。/成分：オルトケイ酸ナトリウム（白色

粉末状結晶）/包装材：紙箱/製造元：(株)内藤商店 

※水に溶かすと、強いアルカリ性になります。直接手や肌に触れないよう

注意してください。 

※使用量の計算は苛性ソーダ鹸化価の1.898倍です。 

〈作り方〉 

500 ml の栓付きペットボトル、ゴム手袋 

オリーブ油など常温で液状のオイル 100g / 精製水 50g 

オルトケイ酸ソーダ 25g / 粉末石鹸 少々 

水とオルトケイ酸ソーダをペットボトルに入れ、振って溶かす。次に油を加

える。約 10 分間でよく振り混ぜる。あれば粉末石鹸を少々入れると、（鹸

化）反応が早くなります。なめらかになり、とろみが出てきたら、プリン型や

シリコンモールドに入れ、2-3日置く。固まったら、型から外し、10日ほど直

射日光の当たらない風通しの良いところで、乾燥させて熟成させる。（90ｇ

程度の石けんが２個できます。） 

オルトケイ酸ソーダ 
Ｓｏｄｉｕｍ ｓｉｌｉｃａｔｅ 

BN15  500g 1350円（税込） 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%a8%e3%81%86%e3%82%81%e3%81%84%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%88mp%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%bb%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%82%bb%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%97%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/category/%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93%e5%9e%8b%e3%81%ab%e3%81%8a%e5%a5%a8%e3%82%81/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93%e6%89%8b%e4%bd%9c%e3%82%8a%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88/
https://www.eco-imagine.com/product/%e5%bb%83%e6%b2%b9%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%ef%bc%8f%e3%83%95%e3%83%ac%ef%bc%81%e3%83%95%e3%83%ac%ef%bc%81%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab-mix/
https://www.eco-imagine.com/product/%e5%bb%83%e6%b2%b9%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%ef%bc%8f%e3%81%be%e3%81%9c%e3%81%9f%e3%82%89%e7%9f%b3%e9%b9%b8/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%82%a2%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bcsa%ef%bc%88%e7%b2%be%e8%a3%bd%e6%b0%b4%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%aa%e3%83%ab%e3%83%88%e3%82%b1%e3%82%a4%e9%85%b8%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%80/


石けん・スキンケア手作り材料 

新潟県の鉱山で採掘した粘土の粉

末。ジッパー付きビニール袋に3~4

倍の水を少しずつ入れて揉むと約

30分で見事なジェルができます。そ

のままで「パック」や「ハミガキ」お風

呂に入れて「入浴剤」などに使えま

す。他にもオリジナル化粧品の基剤

としてお楽しみ頂けます。 

清浄用化粧品/全成分：新潟産ベン

トナイト (モンモリロナイト)/ﾁｬｯｸ付

袋：PE/製造販売元：㈱ボディクレイ  

H62 40g 550円(税込)  

ねんどの粉  
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さっぱり～しっとりの順は、グリーン

→イエロー→レッド→ピンクとなりま

す。週一回のパック剤に、いずれ

も、薄めのかわいい色合いなので、

石けん着色料としてもお手軽な素

材です。 

清浄用化粧品/販売名:ｸﾚｲﾊﾟｯｸG、

ｸﾚｲﾊﾟｯｸＰ、ｸﾚｲﾊﾟｯｸY、ｸﾚｲﾊﾟｯｸR/全

成分：モンモリロナイト（ピンク・イエ

ロー：ﾌﾗﾝｽ産/グリーン・レッド：イタリ

ア産）/ﾁｬｯｸ付袋：OP、CPﾗﾐﾈｰﾄ/発

売元：㈲いまじん/製造販売元：㈲ 

桜  

F100B ｸﾞﾘｰﾝ /F101B   ﾋﾟﾝｸ  

F102B   ｲｴﾛｰ / F103B  ﾚｯﾄﾞ  

クレイ 
MONTMORILLONITE 

各50g 660円(税込)  

 ★200g ピンクのみ 

F101D 1980円(税込)  

ダークグリーンの粘土です。海底か

ら採掘されたクレイなので、ミネラル

たっぷりです。石けんの色付けに、

泥パックの基材に、他のクレイと組

み合わせたりして手作りコスメや石

けんつくりに活用してください。 

  

清浄用化粧品/販売名：クレイパック

SC/全成分：海泥抽出物/発売元：

㈲いまじん/製造販売元：㈲ 桜 

 

FR64  50g 660円(税込)  

 

シークレイ 
Sea Clay 

 

F090C  100g    800円(税込)  

F090D   200g  1260円(税込) 

F090E   500g  2800円(税込)  

美肌水が肌に合うという人がいる一

方、グリセリンや尿素に刺激を感じ

るという方も。そんな方にお奨めの

サトウダイコン（甜菜）から抽出した

保湿剤。グリセリン並の保湿力なが

ら、刺激がなく、さっぱりとした仕上

がりの優れものです。化粧水なら、5

～10%が目安です。お好みで増減し

て下さい。/保湿剤/販売名 ﾓｲｽﾁｬｰ

ﾍﾞｰｽB/全成分：ベタイン（トリメチル

グリシン）/ ﾁｬｯｸ付袋：PET、PE/発

売元：㈲いまじん /製造販売元：㈲ 

桜 

ベタイン 

BETAINE 

エタﾉールがダメな方に朗報！グリ

セリンより、保湿性、防腐効果も期

待できる優れもの。話題のハーブ化

粧水の欠点として、エタノール使用

による乾燥があります。グリセリンや

ベタインを多めに配合して、解決で

きない場合は、ＢＧでハーブエキス

を抽出して下さい。 
保湿剤/販売名：ﾓｲｽﾁｭｱﾍﾞｰｽBG/全成

分：BG(ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞから合成される多

価ｱﾙｺｰﾙ類)/添加物：無し/発売元：

㈲いまじん/製造販売元：㈲ 桜  

 

FG07A ミニ50ml  440円(税込)  

FG07E 500ml  1980円(税込)  

FG07F  1L   3400円(税込)  

1，3-ブチレングリコール 

天然の樹木タナカの木をすり潰したな

めらかなパウダー。現地では水に溶か

したものを顔に塗り、日焼け止めや虫

よけとして使います。今までにない感

触、つるつるスッキリする感じ。蜂蜜や

ヨーグルトをまぜてパック剤に。フェイス

パウダーも作れます。タイではタナカを

使用したクリームや石鹸などが人気で

す。2021年小幡先生の石けん水曜日

でご紹介頂きました。/販売名：パウ

ダーベースT/全成分：リモニアアシジ

シマ木（タイまたはミャンマー産） /ﾁｬｯ

ｸ付袋：OP、CPﾗﾐﾈｰﾄ/発売元 (有)い

まじん/製造販売元 (有)桜  

FT01A 10ｇ 220円（税込）  
FT01B 50ｇ 495円（税込）  

タナカパウダー 100％ 
Limonia Acidissima Wood Powder 

皮膚に存在する天然保湿因子（NMF）

に含まれる成分で、食品のｐＨ調整剤・

乳化安定助剤としても使われ、安全性

も高い成分です。グリセリンと代替でき

る優れた保湿効果があり、ヒアルロン酸

とも相性がよく、化粧水、ジェルへの配

合がお薦めです。そして、【手作り石

けん】には、２５０gバッチで３gの乳酸

ナトリウムを加えることで、硬さが出る

ので型出しが早い、きれいに出る、溶

け崩れにくく長持ちする等のメリットが

あります。ソフトオイルが多いレシピもこ

れがあるとしっかり硬さが出ます。小幡

先生にご紹介頂きました。/販売名：ﾓ

ｲｽﾁｭｱベースN/全成分：乳酸Ｎａ、水

（60％溶液）/50g：PEﾜﾝﾀｯﾁボトル、

500g：PET/発売元 (有)いまじん/製造

販売元 (有)桜   

SA032C  100ｇ  500円（税込）  
SA032E  500ｇ 1055円（税込）  

乳酸ナトリウム 

Sodium Lactate 

保湿、湿潤剤として、化粧品、医
薬品、食品、歯みがきなどに広く
使われます。石けんまたは脂肪
酸を製造する際の副産物として
得られる無色、無臭の粘性液体
でなめると甘い味がします。化粧
水なら、5%が目安。お好みで増
減して下さい。濃度の高い(95％以
上)タイプです。★手作りレシピなど
に「グリセリン」とある場合は、濃グ
リセリン90mlに精製水10mlを混ぜ
てください。グリセリン濃度が85％
前後になります。/保湿剤/販売名：
ﾓｲｽﾁｭｱベースG/全成分：グリセリ
ン、水/添加物：無し/ボトル：100ml：
ガラス、500ml：茶ポリ（PE、PP）/ＣＡ
Ｐ、中栓：ＰＰ、ＰＥ/原料パーム油、
ヤシ油由来/発売元：㈲いまじん/
製造販売元：㈲ 桜  

SA040C  120ml 690円(税込)   

SA040E 500ml 1600円(税込)   

「濃」グリセリン 
(植物性) 

日本では岐阜県美濃白川だけで産出

する希少な火成岩のパウダーです。ね

んどによく似た多孔質の性質で多量の

ミネラルを含み、入浴剤としては温浴

効果が高まり、お肌がしっとりします。

また、水を加えるだけでパック洗顔も出

来ます。吸着効果は穏やかですから、

全ての肌質の方にご使用いただけま

す。2021年7月の小幡先生の講座でご

紹介頂きました。※お肌に合わない時

は使用をおやめください。※残り湯は

お洗濯に使えます。※24時間風呂に

は使わないでください。※飲用はおや

め下さい。（専用品をお使いください）/
販売名：パウダーベースB/全成分：バク

ハン石（国産） /ﾁｬｯｸ付袋：OP、CPﾗﾐﾈｰ

ﾄ/発売元 (有)いまじん 

/製造販売元 (有)桜  

SA042A 20ｇ 400円（税込）  
SA042C 100ｇ 1600円（税込）  

麦飯石パウダー 
200メッシュ 

Bakuhan Powder 

３００メッシュ(直径約0.05mm)の微粉

末、局方グレード（製薬会社の医療

用原料）なので安全安心です。石け

ん作りにご活用下さい。 

※飲食用にはお使いにならないで

下さい。 /石けん材料（着色料）/原

料：松材(日本製)/添加物：無し /発

売元：㈲いまじん 

FZ12  50g 660円(税込) 

FZ12Y 1kg 8360円(税込) 

薬用炭（粉末） 

 CARBON POWDER 

ハチミツから作られた水溶性保湿剤

です。お肌や髪に潤いを与えます。 

グリセリンと同様の特性で、ローショ

ン、シャンプー、コンディショナーな

どに2-5％で使用してください。 

小幡先生にご紹介頂きました。 

静電気防止ヘアミスト レシピ 

芳香蒸留水19ｇ・ハニークワット 1ｇ 

パチパチがなくなっていい感じで

す。石けんに入れるとマットな仕上が

りで、濃厚でクリーミーな泡立ちにな

ります。/販売名：ﾓｲｽﾁｭｱベース

HQ/全成分：ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾄﾘﾓﾆｳﾑ

ﾊﾆｰ､水､ｿﾙﾋﾞﾝ酸/30g：チャック付き

プラ袋/100g：アルミパック（キャップ

付き）/発売元 (有)いまじん/製造販

売元 (有)桜  

SA035B  30ｇ  540円（税込）  
SA035C  100ｇ 1900円（税込）  

ハニークワット 

Hydroxypropyltrimonium Honey 

トレハロースは優れた保水力を持つ

トウモロコシなどのでん粉から生成さ

れる、天然の糖質です。乾燥下での

保水作用や角層水分保持力を高

め、肌や髪を乾燥ダメージから守り、

潤いを与えます。 

小幡先生に試作をして頂きました。 

石けんに入れると透け感のある仕上

がりで、やわらかく滑らかでとろみが

ある泡立ちになります。 

販売名：ﾓｲｽﾁｭｱベースT/全成分：

トレハロース/袋：チャック付きプラ

袋/発売元 (有)いまじん/製造販売

元 (有)桜  

  

F093C  100ｇ  270円（税込）  
F093E  500ｇ  880円（税込）  

トレハロース 

Trehalose 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%82%bb%e3%83%aa%e3%83%b3%ef%bc%88%e6%a4%8d%e7%89%a9%e6%80%a7%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8f%e3%83%8b%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%af%e3%83%83%e3%83%88-hydroxypropyltrimonium-honey/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%8f%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%b9-trehalose/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%96%ac%e7%94%a8%e7%82%ad%ef%bc%88%e7%b2%89%e6%9c%ab%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%99%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%a4%ef%bc%8f%e3%81%ad%e3%82%93%e3%81%a9%e3%81%ae%e7%b2%89/
https://www.eco-imagine.com/product/13-%e3%83%96%e3%83%81%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%88bg%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e9%ba%a6%e9%a3%af%e7%9f%b3%e3%83%91%e3%82%a6%e3%83%80%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%bf%e3%83%8a%e3%82%ab%e3%83%91%e3%82%a6%e3%83%80%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e4%b9%b3%e9%85%b8%e3%83%8a%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%83%a0/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%a4%ef%bc%8f%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%83%81%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%a4/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%a4-%ef%bc%8f%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%a4/
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たおさんことカリスマソーパー小幡有樹子さ

んにリクエストを頂き、使い勝手のよい7色

をセレクトして頂いたお試しセットです！ 

全て、手作り石けん(CP、HP、M＆Pすべて)にＯＫのカラーマイカのお試し7色

セットです。手作りコスメにもお使い頂けます。マイカ(雲母)はその名の通り、

光沢やキラキラ感が特徴です。少量で見たままの色がつき、変色、褪色の心

配がありません。ブレンドしていろんな色を作ったり、生地にそのまま足して

混ぜたり、デザイン石けんの強い味方です。 

★小幡有樹子さんに頂いたおすすめコメント「CP生地に入れてもそのまま色

が出る優れもの。私の講座でいつも使っている７色を入れていただきました。

ブレンドしていろんな色が作れます。ダマになりにくいので、生地にそのまま

足して混ぜても大丈夫です。デザイン石けん作りが身近になる使い勝手のよ

い色素材です。」 

※スカイブルー、グリーンは口元には使用しないで下さい。 

石けん、コスメ用着色料/小さじ１×7色/原料：マイカ、酸化チタン、酸化鉄、

ウルトラマリン、 酸化クロム、マンガンバイオレット/各成分の詳細はP.8へ 

  原産国：USA/発売元：(有)いまじん 

（スカイブルー ・ グリーン ・ ピンク ・ マロンレッド  

・ オレンジ ・ バイオレット ・ サマーイエロー） 

FR002 マイカアソート7色セット 1078円(税込)  

全て、手作り石けん(CP、HP、M＆Pすべて)にＯＫのカラーマイカです。手作り

コスメにもお使い頂けます。マイカ(雲母)はその名の通り、光沢やキラキラ感が

特徴です。少量で見たままの色がつき、変色、褪色の心配がありません。混ざ

りやすさも特徴です。石けんの着色には、レシピに従い、温めたオイルや水で

よく溶かしておいてトレースの出た石けん生地に入れて下さい。 

 

※ダークネイビーのみ入浴剤、唇用コスメは配合不可（ｳﾙﾄﾗﾏﾘﾝを含むため） 

石けん、コスメ用着色料/原料：マイカ、酸化鉄、など。詳細はP.8の成分リスト

をご参照下さい。/原産国：USA/発売元：(有)いまじん 

 マイカ・ダークネイビー FR22 10g 715円  

    光の加減で黒っぽく輝く、ミステリアスな濃紺色 
マイカ・ブラックパール FR23 10g 528円  

    その名の通り、美しい黒真珠の光沢。シックです 

マイカ・ニュートラルグレー FR24 10g 528円  
    何の色も含まない究極のグレー 

マイカ・ハニーブロンズ FR25 10g 528円  

    大人のピンク、薔薇色で、蜂蜜色。温かな色調です 

マイカ・ラプンツェルゴールド FR26 10g 528円  

    ラプンツェルが囁く。どんな色にも合わせやすいソフトなゴールド 

マイカ  【2022春新色★大人エレガンス】  価格は全て税込 

★マイカ・ウインターホワイト FR20 10g 495円・FR20B 50g 1650円            
もうこれは絶対おすすめです！酸化チタンより使いやすいかも。 

生地に直接入れて使うことができ、ダマなくきれいに生地がマットになります。   
マイカ・シャインゴールド FR30 10g 495円・FR30B 50g 1650円  

    これぞゴールドカラー、ゴージャスな輝きは格別 

マイカ・ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞスパークル【生分解性合成マイカ】 FR31 10g 715円  

    多彩にきらめくグリッター系マイカ、キラキラ感がほしいときに 

 

マイカ  （ホワイト、ゴールド系）  価格は全て税込 
 マイカ・バイオレット  FR45 10g 528円  

    鮮やかで発色のよい紫、キラキラ感は抑え目 

★マイカ・グレープ     FR47  10g  495円 
    バイオレットよりも優しいピンクよりの紫です。その名の通り葡萄色です 

★マイカ・パステルピンク   FR21 10g 528円 

マット調のほのかなピンク。生地が均一に見えてきれいな仕上がりになります。 

マイカ・ソフトピンク FR50 10g  495円 

    和の色名なら撫子色か薄紅梅のソフトカラー、マット系の光沢は銀色 

マイカ・ピンク FR51 10g 495円  

    鮮やかな発色の大人色パーフェクトピンク、光沢は抑え目 

★マイカ・コーラル     FR52   5g  495円 
     オレンジよりはやや薄ピンクがかった、淡くてとても綺麗な色です。夕張メロンと

珊瑚色の中間といった感じでしょうか。単色でも組み合わせでも使いやすい。 

★マイカ・ハリウッドピンク  FR53 10g 495円 

    ハリウッドピンクという名前に反して、意外に和風で可憐なピンクです。 

★マイカ・ゴールドローズ  FR57 10g 528円 

    ビンテージローズをイメージさせるようなゴールドやオレンジを含んだソフトピンク。 

マイカ・マロンレッド FR54 10g 495円  

    発色のよい、落ち着きのある濃い紅色、粒子が細かいマット系 

★マイカ・キャンディアップル FR56 10g 660円  

    その名の通り、元気でかわいらしいレッドカラー 

マイカ  （レッド、ピンク、パープル系）   価格は全て税込 

マイカ・サマーイエロー FR58  10g 550円  
    鮮やかな発色のよいビビッドな明るい黄色、光沢は控え目 

マイカ・レモンイエロー FR59  10g  550円 

    菜の花のような、あっさりと柔らかい黄色(鹸化中は橙色になります) 

マイカ・オレンジ FR62  10g 528円  

    元気な蜜柑色のビタミンカラー、光沢は控え目 

★マイカ・ミモザイエロー  FR60 5g 550円 

    ミモザという名前だけで欲しくなる。ゴールドを含んだような濃い目の 

存在感のある黄色で、重宝しそうです。 

★マイカ・モカブラウン    FR63  10g  495円 

    とってもかわいいブラウンです！こげ茶色系のまろやかな色 

マイカ  （イエロー、オレンジ系）   価格は全て税込 

全て、手作り石けん(CP、HP、M＆Pすべて)にＯＫのカラーマイカです。手作り

コスメにもお使い頂けます。マイカ(雲母)はその名の通り、光沢やキラキラ感が

特徴です。少量で見たままの色がつき、変色、褪色の心配がありません。混ざ

りやすさも特徴です。石けんの着色には、レシピに従い、温めたオイルや水で

よく溶かしておいてトレースの出た石けん生地に入れて下さい。 

石けん、コスメ用着色料/原料：マイカ、酸化鉄、など。詳細はP.8の成分リスト

をご参照下さい。/原産国：USA/発売元：(有)いまじん 

マイカ・グリーン FR40  10g 495円  

    発色のよい、明るいグリーン(鹸化中は暗緑色になります) 
★マイカ・シーグリーン  FR41 10g 528円 

    控えめに使うとティファニー調ブルーグリーンに。やわらかなマット調 

 ★マイカ・フレッシュグリーン  FR42 10g 528円 

春から初夏の季節に合う軽やかなグリーン。やわらかなマット調 
★マイカ・エバーグリーン  FR43 10g 495円            

針葉樹のような深い灰みがかったグリーン。   
★マイカ・ワイルドグリーン FR44 10g 495円 

少し青みがかった深緑、ビリヤードグリーンを暗いのにシャープにした感じです。 

マイカ・スカイブルー FR36  10g 528円  
    抜けるような青空のブルー、粒子が細かく、きらめきが美しい 

マイカ・ブルー  FR37 10g  495円 

    M&Pソープにおすすめ、きれいな発色の青 

★マイカ・シャインシルバー FR35 10g  550円 
薄日がさす時雨空のようなブルーがかったグレーの銀ねず色。すごく品のいい色です 

★マイカ・トロピカルブルー FR39  10g  495円  

    ぱっと見ただけでかわいい！きれい！と感じるわかりやすい鮮やかな青です。 

この色を見ると他の青がくすんでみえるくらい華があります。夏にお奨め 

マイカ  （ブルー・グリーン系）   価格は全て税込 

全て、手作り石けん(CP、HP、M＆Pすべて)にＯＫのカラーマイカです。手作り

コスメにもお使い頂けます。マイカ(雲母)はその名の通り、光沢やキラキラ感が

特徴です。少量で見たままの色がつき、変色、褪色の心配がありません。混ざ

りやすさも特徴です。石けんの着色には、レシピに従い、温めたオイルや水で

よく溶かしておいてトレースの出た石けん生地に入れて下さい。 

石けん、コスメ用着色料/原料：マイカ、酸化鉄、など。詳細はP.8の成分リスト

をご参照下さい。/原産国：USA/発売元：(有)いまじん 

★ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞスパークルはﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾌﾘｰ、生分解性合成マイカです。 

https://www.eco-imagine.com/product/%e8%89%b2%e7%b4%a0%e6%9d%90%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88%e2%97%86%e3%82%a2%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%97%e8%89%b2%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88/
https://www.eco-imagine.com/product/%e2%97%86%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%ab%ef%bc%8f%e5%a4%a7%e4%ba%ba%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%82%ac%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%89%b2%e7%b4%a0%e6%9d%90%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88%e2%97%86%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%ab%ef%bc%88%e3%83%91%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%ab%e8%aa%bf%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e2%97%86%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%ab%ef%bc%88%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e3%80%81%e3%83%9b%e3%83%af%e3%82%a4%e3%83%88%e7%b3%bb%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/category/%e8%89%b2%e7%b4%a0%e6%9d%90%ef%bc%88%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/category/%e8%89%b2%e7%b4%a0%e6%9d%90%ef%bc%88%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%89/
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★マークの色材は全てたおさん（小幡有樹子先生）セレクトカラーです。 

FR01 ウルトラマリン ピンク  ウルトラマリン ご注意：入浴剤、唇用コスメは配合不可 

FR02 二酸化チタン   水溶性酸化ﾁﾀﾝ   

FR03 酸化鉄・赤  酸化鉄   

FR05 ウルトラマリン ブルー ウルトラマリン ご注意：入浴剤、唇用コスメは配合不可 

FR06 酸化鉄・ブラック  酸化鉄   

FR08 酸化鉄・イエロー  酸化鉄   

FR09 ｳﾙﾄﾗﾏﾘﾝ バイオレット ウルトラマリン ご注意：入浴剤、唇用コスメは配合不可 

FR12 水酸化クロム・緑  水酸化クロム､窒化ホウ素 ご注意：入浴剤、唇用コスメは配合不可 

FR13 酸化鉄・ワインレッド 酸化鉄   

FR14 ★調合酸化鉄レッド(真紅) ﾎﾟﾘﾏｰ､赤104(1)､酸化鉄 ご注意：入浴剤、目元・唇用コスメは配合不可 

FR15 ★調合酸化鉄・ファイヤーレッド  ﾏｲｶ､ﾎﾟﾘﾏｰ､赤104(1)､酸化ﾁﾀﾝ、酸化鉄 ご注意：入浴剤、目元・唇用コスメは配合不可 

FR20 ★マイカ･ウインターホワイト  合成ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ   

FR21 ★マイカ・パステルピンク ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化鉄   

FR22 ★マイカ・ダークネイビー ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化鉄､ｳﾙﾄﾗﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ、酸化ｽｽﾞ ご注意：入浴剤、唇用コスメは配合不可 

FR23 ★マイカ・ブラックパール  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化鉄   

FR24 ★マイカ・ニュートラルグレー  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化鉄   

FR25 ★マイカ・ハニーブロンズ  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化鉄   

FR26 ★マイカ・ラプンツェルゴールド  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化鉄   

FR30 マイカ・シャインゴールド  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化鉄   

FR31 マイカ･ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞスパークル 合成金雲母、酸化ﾁﾀﾝ★プラスチックフリー  Eco-Friendly Enviro Glitter 

FR35 ★マイカ･シャインシルバー  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､ｳﾙﾄﾗﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ ご注意：入浴剤、唇用コスメは配合不可 

FR36 マイカ・スカイブルー  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､ｳﾙﾄﾗﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ ご注意：入浴剤、唇用コスメは配合不可 

FR37 マイカ・ブルー  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､ｳﾙﾄﾗﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰ ご注意：入浴剤、唇用コスメは配合不可 

FR39 ★マイカ・トロピカルブルー  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化ｸﾛﾑ ご注意：入浴剤、唇用コスメは配合不可 

FR40 マイカ・グリーン  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化ｸﾛﾑ ご注意：入浴剤、唇用コスメは配合不可 

FR41 ★マイカ・シーグリーン  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化ｸﾛﾑ ご注意：入浴剤、唇用コスメは配合不可 

FR42 ★マイカ・フレッシュグリーン  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化ｸﾛﾑ ご注意：入浴剤、唇用コスメは配合不可 

FR43 ★マイカ・エバーグリーン  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化ｸﾛﾑ ご注意：入浴剤、唇用コスメは配合不可 

FR44 ★マイカ・ワイルドグリーン  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化ｸﾛﾑ ご注意：入浴剤、唇用コスメは配合不可 

FR45 マイカ・バイオレット  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､ﾏﾝｶﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄ､酸化鉄   

FR47 ★マイカ・グレープ  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､ﾏﾝｶﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄ   

FR50 マイカ・ソフトピンク  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化鉄   

FR51 マイカ・ピンク  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化鉄､ﾏﾝｶﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄ   

FR52 ★マイカ・コーラル  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化ｽｽﾞ､酸化鉄   

FR53 ★マイカ・ハリウッドピンク  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化鉄､ﾏﾝｶﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄ   

FR54 マイカ・マロンレッド  マイカ、酸化鉄   

FR56 ★マイカ･キャンディアップル  合成ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化ｽｽﾞ､酸化鉄   

FR57 ★マイカ・ゴールドローズ  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化鉄   

FR58 マイカ・サマーイエロー  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化鉄   

FR59 マイカ・レモンイエロー  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化鉄   

FR60 ★マイカ・ミモザイエロー  合成ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化ｽｽﾞ､酸化鉄   

FR62 マイカ・オレンジ  ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化鉄   

FR63 ★マイカ・モカブラウン ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､酸化鉄   

FR67 ネオンカラー・ピンク ﾎﾟﾘﾏｰ､赤104(1)､ﾏﾝｶﾞﾝﾊﾞｲｵﾚｯﾄ ご注意：目元用コスメは配合不可 

FR68 ネオンカラー・イエロー  ﾎﾟﾘﾏｰ､水酸化AL、黄203 ご注意：目元用コスメは配合不可 

FR69 ネオンカラー・オレンジ  ﾎﾟﾘﾏｰ､黄4､赤104(1) ご注意：目元用コスメは配合不可 

FR70 ネオンカラー・ライトピンク  ﾎﾟﾘﾏｰ､赤202 ご注意：目元用コスメは配合不可 
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全て、鉱物を原料とする化粧品にも使われる色素材（顔料）です。少量でしっ

かりと色がつき、褪色の心配がほとんどありません。 

※ウルトラマリンは粒子が残りやすいので、電池式のミニクリーマーをお試しく

ださい。発色もよくなります。 

手作り石けん、手作り化粧品などの色付けに使えます。石けんの着色には、

レシピに従い、温めたオイルや水でよく溶かしておいてトレースの出た石けん

生地に入れて下さい。 

 

石けん、コスメ用着色料/小さじ１×7色/原料：酸化チタン、酸化鉄、ウルトラ

マリン、 酸化クロム/各成分の詳細はP.8へ/原産国：USA/発売元：(有)いま

じん 

 

（酸化チタン・酸化鉄赤、ブラック、イエロー・ 

ウルトラマリンピンク、ウルトラマリンブルー 

・水酸化クロム緑） 

FR001 ピグメントアソート7色セット 

880円(税込)   

全て、鉱物を原料とする化粧品にも使われる色素材（顔料）です。少量でしっ

かりと色がつき、褪色の心配がほとんどありません。手作り石けん、手作り化粧

品などの色付けに使えます。石けんの着色には、レシピに従い、温めたオイル

や水でよく溶かしておいてトレースの出た石けん生地に入れて下さい。 

石けん材料(着色料/カララント)/原料：酸化鉄など、詳細はP.8の成分リストを

ご参照下さい。/脂(油)溶性粉末/原産国：USA/発売元：㈲いまじん 

二酸化チタン FR02 10g 230円・FR02B 50g 528円           
手作り石けんの透明感をなくしたり、マットな白にしたり、他の色素材と組み合わせて 

パステルカラーを作るときに重宝。 水溶性タイプです。   
★調合酸化鉄・レッド（真紅） FR14 5ｇ 550円  

窮極のレッドカラー、まごうことなき真紅です 

★調合酸化鉄・ファイヤーレッド FR15  5g 500円 

粉の状態では濃いピンクに見えますが、石けんになると赤になるように 

ブレンドされています。色滲みもありません。CP２５０gバッチなら小さじ１です。 

酸化鉄・ブラック FR06 10g 330円  

    しっかりと色づく黒色。アクセントカラーにどうぞ。 
酸化鉄・イエロー FR08 10g 330円  

    濃い黄色～黄土色。落ち着いた色目です。 

酸化鉄・ワインレッド FR13  10g 330円  
    プラムやクランベリーを思わせる深いワインレッド。 

酸化鉄・赤 FR03  10g 330円  
     深くレンガのような落ち着いた赤色 

         酸化鉄 ・ 酸化チタン    価格は全て税込 

Tao’s Soapy Bookshelf Recipe 

Beginners Soap Book 

 

初めて石けんを作る方、石けんの基

本をおさらいしたい方にも。 石けん

作りの基本的な事柄をコンパクトに

まとめました。レシピブックの石けん

をお教室などで取り入れる際の、 ビ

ギナー向けの補助テキストとしても

ご利用ください。 

著者 小幡有樹子＆デザイン ハタ

ヤ商会/オールカラー 24頁 A5サ

イズ  

  

     

ビギナーズブック  
L31 880円(税込)  

たおさんこと小幡先生のご縁で 

いまじんでも販売を開始致しまし

た。ページをめくるたびにわくわくが

増していきます！とコメントされてい

ます。 

身近な素材を使って季節を愉しめる

石けんづくりを紹介。ゆず、はちみ

つ、ローズマリー、コーヒー、チョコ

レート、米ぬか、あずき、どくだみな

ど。はじめてでも、失敗のない簡単

レシピを掲載。自然素材でつくるか

ら、お肌もしっとりすべすべに。おう

ち時間に自分だけのワクワクする石

けんがつくれるようになる１冊。 

B5判  104頁/発行：秀和システム 

季節を愉しむ 

手づくり石けん 
L37  

1760円（税込） 

 紫根は染料として、遠く中国春秋

時代から利用されてきました。天然

染料で染め上げた紫は、落ち着い

た深みのある色で、古代紫と呼ばれ

ています。 
石けん用のインフューズドオイルを作る

には、１００gのオイルに紫根5から10％

の割合です。★冷浸なら 常温暗所で１

ケ月漬け込み、濾してください。★温浸

は、６０から７０度、３０分から１時間で、

濃い色が出ます。 

【 化粧品原料規格グレード 】  
染料・石けん着色料/原材料名：刻

硬紫根 /科名：ムラサキ科/和名：

紫/原産国：中国/包材：プラパック/

発売元：有限会社いまじん  

HF48C  100g    990円(税込) 

HF48E  500g   4180円(税込) 

 

「硬」紫根/刻み 

Lithospermum erythrorhizon 

 暮らしの中から生まれたレシピを８

名のメンバー （通称ハチ子さんた

ち）が紹介する石けんレシピブック 

です。 

監修 小幡有樹子 

デザイン ハタヤ商会/B5版 40頁 

「ハチブンノハチ」  

参加ソーパーさん（順不同） 

mofu mofu soap ・  muget ( ミュ

ゲ ) ・ Hand made soap SAKURA 

LABO ・  maison de l’herbe ・ 

fancy soap workshop ・ シュルプ

リーズ ・ Pikake ・ ハタヤ商会 

AYA 
 

ハチブンノハチ

Ⅱ 石けん風景
L33  

1100円（税込） 

全て、コスメグレードの色素材です。元気の出る鮮やかな蛍光カラーが特徴で

す。少量でしっかりと色がつき、褪色の心配がほとんどありません。電池式のミ

ニクリーマーなどをお試しください。手作り石けん、手作り化粧品などの色付け

に使えます。※但しアイカラーには使用できません。 

石けんの着色には、レシピに従い、温めたオイルや水でよく溶かしておいてト

レースの出た石けん生地に入れて下さい。/石けん材料(着色料/カララント)/

原料：詳細はP.8の成分リストをご参照下さい。/脂(油)溶性粉末/原産国：

USA/発売元：㈲いまじん 

ネオンカラー・ピンク  FR67  5g 330円  

    とても鮮やかなショッキングピンク。 

ネオンカラー・イエロー  FR68  5g 330円  
    レモネードのようにさわやかなイエロー。 

ネオンカラー・オレンジ FR69  5g  330円  
    踊りだしたくなる蛍光オレンジ。 

ネオンカラー・ライトピンク FR70  5g 330円   

    鮮やかな、でもやわらかなフューシャピンク。 

                ネオンカラー         価格は全て税込 

全て、鉱物を原料とする化粧品にも使われる色素材（顔料）です。少量でしっ

かりと色がつき、褪色の心配がほとんどありません。 

※ウルトラマリンは粒子が残りやすいので、電池式のミニクリーマーなどをお試

しください。発色もよくなります。手作り石けん、手作り化粧品などの色付けに

使えます。石けんの着色には、レシピに従い、温めたオイルや水でよく溶かし

ておいてトレースの出た石けん生地に入れて下さい。石けん材料(着色料/カラ

ラント)/原料：詳細はP.8の成分リストをご参照下さい。/脂(油)溶性粉末/原産

国：USA/発売元：㈲いまじん 

【ウルトラマリンにつきまして】 

ウルトラマリン（化粧品成分名グンジョウ）は、酸と混ぜると硫化水素が発生しま

す。その為、酸性成分、クエン酸をつかうバスボムなどの入浴剤の色づけに

は、大変危険ですので、お使いになれません。どうぞご注意ください。 

ウルトラマリン ピンク  FR01 10g 420円 ・ FR01B  50g 1650円 

    愛らしいパステルピンク。 
ウルトラマリン ブルー FR05  10g 385円 ・ FR05B  50g 1320円 

    鮮やかなラピスラズリのようなブルー 

ウルトラマリン バイオレットFR09 10g 330円・FR09B 50g 1100円 

    ややピンクがかった軽やかな紫。 

水酸化クロム・緑  FR12  5g 440円 ・ FR12B  20g 1500円 

    明るいグリーン。 

   ウルトラマリン・水酸化クロム      価格は全て税込 

https://www.eco-imagine.com/product/%e8%89%b2%e7%b4%a0%e6%9d%90%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88%e2%97%86%e3%82%a2%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%97%e8%89%b2%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%89%b2%e7%b4%a0%e6%9d%90%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88%e2%97%86%e9%85%b8%e5%8c%96%e9%89%84%e3%83%bb%e4%ba%8c%e9%85%b8%e5%8c%96%e3%83%81%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%bb%e6%b0%b4%e9%85%b8/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%89%b2%e7%b4%a0%e6%9d%90%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88%e2%97%86%e3%82%a6%e3%83%ab%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%9e%e3%83%aa%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%89%b2%e7%b4%a0%e6%9d%90%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88-%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%89%b2%e7%b4%a0%e6%9d%90%e3%82%ab%e3%83%a9%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%88%e7%b4%ab%e6%a0%b9%e3%80%80%e7%a1%ac%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%97/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%93%e3%82%ae%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af/
https://www.eco-imagine.com/product/%e5%ad%a3%e7%af%80%e3%82%92%e6%84%89%e3%81%97%e3%82%80%e6%89%8b%e3%81%a5%e3%81%8f%e3%82%8a%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8f%e3%83%81%e3%83%96%e3%83%b3%e3%83%8e%e3%83%8f%e3%83%81-ii-%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93%e9%a2%a8%e6%99%af/


手作り材料・色素材・ドライハーブ・スパイス 

ターメリックライスやカレーの色・風

味付けには欠かせません。 

スペイン料理パエリアの着色など、

高価なサフランの代用としてポピュ

ラーなスパイスです。   

 ★手作り石けんなどの色、香り付け

に使えます。 

 

スパイス/原材料名：有機ターメリッ

ク/科名：ショウガ科 /添加物：無し/

原産国：ベトナム/JAS有機認証/プ

ラ袋入/発売元：㈱ヴォークス・ト

レーディング 

HG112 25g 540円(税込)   

 

ｵｰｶﾞﾆｯｸスパイス/ 

ターメリックパウダー  
学名/Curcuma longa L. 

パイ、ケーキ、などお菓子類に良く合

います。とくにリンゴとの相性は抜群

です。  独特の甘みと香り、そしてか

すかな辛味があり、カプチーノ等飲料

の香り付け、カレーやチャイに。スリラ

ンカ産はセイロンシナモンとも呼ば

れ、主 な 辛 味・香 り 成 分 で あ る

Cinnamic aldehyde以外の微量成分も

バランス良く含まれ、他産地のものに

比べてとても高貴な香りです。 ★手

作り石けんなどの色、香り付けに使え

ます。/スパイス/原材料名：有機シナ

モン/科名：クスノキ科 /添加物：無

し/原産国：スリランカ/JAS有機認証/

プラ袋入/発売元：㈱ヴォークス・ト

レーディング 

HG109 25g 540円(税込)  
  

ｵｰｶﾞﾆｯｸスパイス/シナモン 

ﾊﾟｳﾀﾞｰ/学名/CINNAMOMUM 

ZEYLANICUM 

食欲を引き立てる鮮やかな赤色を

付ける便利なスパイスとして知られ

ています。 油脂に良く溶けるため、

マーガリンやバターに練りんだり、天

然の着色料として各種食品加工原

料としても使用されています。さらに

燻製したパプリカパウダーが香り付

けのスパイスとして使われる場合も

あります。 

 ★手作り石けんなどの色付けに使

えます。 

スパイス/原材料名：有機パプリカ 

/科名：ナス科 /添加物：無し/原産

国：スペイン/JAS有機認証/プラ袋

入/発売元：㈱ヴォークス・トレーディ

ング 

HG110 20g 540円(税込) 

 

ｵｰｶﾞﾆｯｸスパイス/ 

パプリカパウダー  
学名/ Capsicum Annuum L 

★ヴォークス・トレーディングのハー

ブはごく、一部を除きJAS有機認証

を取得しています。 

★ 化学肥料、農薬は原則として使

用していません。 化学薬剤による殺

虫（薫蒸）処理をしていないため、保

管条件などによっては稀に虫が発

生することがあります。 生虫が発生

した場合は、冷凍庫に2日間程度保

管した後、死虫を取り除くと安全に

再発が防止できます。 冷凍の代わり

に軽く炒る、天日干しするなどの方

法も有効です。  

★包装仕様：ナイロン/ＰＥ/紙 酸素

バリヤー性、及び防湿効果の高い、

密封パッケージです。チャックをしっ

かり閉じて保管して下さい。冷蔵庫

等冷暗所で保管されるのがよりベ

ターです。光、湿気、高温などを避

けるようにしましょう。しばらく使わな

い場合は冷凍庫保管もおすすめで

す。  

北米インディアンのハーブとして古

くから飲用されています。ビタミンが

豊富でビタミンA、ビタミンE、ビタミン

C、カル シウ ム、カリウム、ポリフェ

ノールが含まれています。  

 

ハーブティー/原材料名：有機エキ

ナセア（葉、茎）/科名：キク科 /添加

物：無し/原産国：ルーマニアまたは

ポーランド/JAS有機認証/包装：プ

ラスタンドパック/発売元：㈱ヴォーク

ス・トレーディング 

 
 

 HF61C 100g 2052円(税込)  

ｵｰｶﾞﾆｯｸハーブ/エキナセア 
学名/ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 

豚肉との相性が良いことからソー

セージの語源となったといわれてい

ます。肉料理の香り付け、臭味消し

として最適です。 

 地中海地方では現在でも乾燥した

葉を煎じてハーブティーとして飲用

されています。 

ルテオリンなどのフラボノイド、サル

ビアタンニンなども含まれています。  

ハーブティー/原材料名：有機セー

ジ（葉、茎）/科名：シソ科 /添加物：

無し/原産国：トルコ/JAS有機認証/

包装：プラスタンドパック/発売元：㈱

ヴォークス・トレーディング 

 HF62 7g 540円(税込)   

ｵｰｶﾞﾆｯｸハーブ/セージ 
学名/SALVIA TRILOBA 

ミネラル、鉄分が豊富です。抹茶入

り上煎茶のような深い香りでシング

ルハーブティーとして味わっていた

だくのがお奨めです。ハイビスカス

やローズヒップとのブレンドは、さわ

やかな口当たりで、みずみずしい肌

を保つのに効果的です。 

 

ハーブティー/原材料名：有機ネト

ル（葉）/添加物：無し/原産国：ルー

マニア/JAS有機認証/和名：西洋イ

ラクサ /科名：イラクサ科/包装：プラ

スタンドパック/発売元：㈱ヴォーク

ス・トレーディング 

 

HF66Ｄ 200g 4320円(税込) 

ｵｰｶﾞﾆｯｸハーブ/ネトル 

学名/URTICA DIOICA 

独特のすがすがしい芳香とほろ苦さが

あります。生臭味を消すので魚介類や

肉類の味付けには最適です。スープ

やシチューの香り付けにもおすすめし

たいハーブです。オーストリアの丘陵

地帯で昼夜温度差のある冷涼な気候

条件の中有機栽培され、タイム特有の

シャープな香りに加え、ややまろやか

な甘い香りがバランス良く加わってい

ます。 収穫後すぐに有機栽培農家が

持つ熱風乾燥機で低温で乾燥される

ため、 香りや色が鮮やかに保たれて

います。/ハーブティー/原材料名：有

機タイムの葉/添加物：無し/原産国：

ｵｰｽﾄﾘｱ/JAS有機認証/科名：シソ科/

ﾌﾟﾗﾊﾟｯｸ入/包装：プラスタンドパック/

発売元：㈱ヴォークス・トレーディング 

HF74 15g 540円(税込) 

 

ｵｰｶﾞﾆｯｸハーブ/タイム 

学名/THYMUS VULGARIS 

リンゴのような安らぐ甘い香りがリラッ

クスタイムにぴったりです。マーガ

レットに良く似た白い花が咲きます。

ヨーロッパではとても人気のある

ハーブです。  

 

ハーブティー／原材料名：有機カモ

ミールジャーマン（花）／添加物：無

し／原産国：ｴｼﾞﾌﾟﾄ/JAS有機認証/

科名：キク科／包装：プラスタンド

パック/発売元：㈱ヴォークス・トレー

ディング 

HF83 10g 540円(税込) 

HF83D 200g 2808円(税込) 

ｵｰｶﾞﾆｯｸハーブ/ 

カモミールジャーマン 
学名/MATRICARIA CHAMOMILLA 

 

利用範囲のとても広いスパイスで

す。お料理に欠かせませんね。 

ベトナムで無農薬有機栽培されたも

のです。 

ジンジャークッキーやジンジャー

ティーも人気があります。 

 ★手作り石けんなどの色、香り付け

に使えます。 

スパイス/原材料名：有機しょうが 

/科名：ショウガ科 /添加物：無し/原

産国：ベトナム/JAS有機認証/包

装：プラスタンドパック/発売元：㈱

ヴォークス・トレーディング 

HG107 25g 540円(税込) 

 

ｵｰｶﾞﾆｯｸスパイス/ジンジャー 

パウダー  
学名/ Zingiber officinalis 

10 

あざやかなルビー色が美しく、アイ

スでもホットでもおいしい。 ビタミンC

が豊富で、ストレスをやわらげ、消化

を助けます。 お好みで蜂蜜を入れ

るとまろやかに。 ローズヒップやレモ

ングラスとブレンドがおすすめです。 

 

ハーブティー/原材料名：有機ﾊｲﾋﾞ

ｽｶｽ（花、カットタイプ）/科名：アオイ

科 /添加物：無し/原産国： エジプ

ト/JAS有機認証/包装：プラスタンド

パック/発売元：㈱ヴォークス・トレー

ディング 

HF68 20g 540円(税込) 

HF68D 200g 1944円(税込)   

ｵｰｶﾞﾆｯｸハーブ/ハイビスカス 

学名/HIBISCUS SABDARIFFA 

メントールが主成分で、歯みがき

剤、マウスウォッシュ、ルームフレッ

シュナーなど、広く使われ、その清

涼な香りは誰にも好まれます。モー

ニングティーにぴったりです。  

 

ハーブティー/原材料名：有機ペ

パーミント（葉）/添加物：無し/原産

国：エジプト/JAS有機認証/和名：西

洋ハッカ/科名：シソ科/包装：プラス

タンドパック/発売元：㈱ヴォークス・

トレーディング 

 

 

HF69  10g  540円(税込) 

HF69C 100g 1512円(税込) 

ｵｰｶﾞﾆｯｸハーブ/ペパーミント 
学名/MENTHA PIPERITA 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b7%e3%83%8a%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%a6%e3%83%80%e3%83%bc%ef%bc%8f-%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af-%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96%ef%bc%8f%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%91%e3%82%a6%e3%83%80%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af-%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96%ef%bc%8f%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%91%e3%82%a6%e3%83%80%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af-%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%ab%e3%83%91%e3%82%a6%e3%83%80%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%a8%e3%82%ad%e3%83%8a%e3%82%bb%e3%82%a2%ef%bc%8f%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4-%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%ab%e3%83%a2%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%ef%bc%8f%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%82%b8%ef%bc%8f%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4-%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%ef%bc%8f%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4-%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8d%e3%83%88%e3%83%ab%ef%bc%8f%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4-%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%93%e3%82%b9%e3%82%ab%e3%82%b9%ef%bc%8f%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4-%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af-%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96%ef%bc%8f%e3%83%9a%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%83%88/


清涼感のあるすっきりした香りで

ティーとしても、料理の香り付けにも

古くから使われ、広い用途を誇るラ

ベンダーと並ぶおなじみのハーブ

です。伝説の化粧水「ハンガリー水」

はローズマリーが主役のトニック（収

斂）ハーブウォーターです。 

 

ハーブティー/原材料名：有機ロー

ズマリー（葉）/添加物：無し/原産

国：ｱﾙﾊﾞﾆｱ/JAS有機認証/和名：マ

ンネンロウ/科名：シソ科/包装：プラ

スタンドパック/発売元：㈱ヴォーク

ス・トレーディング 

 

HF60 15g 540円(税込)    

HF60Ｄ 200g 2160円(税込)    

ｵｰｶﾞﾆｯｸハーブ/ローズマリー 

学名/ROSMARINUS OFFICINALIS 

美しいオレンジゴールドの花びらが

楽しい人気のハーブ。香りは穏やか

なので、ティーとしてはブレンドがお

奨めです。オイルでの浸出によく利

用されます。ペタル（花びらのみ）タ

イプです。サラダの彩りにもおすす

め。 

ハーブティー/原材料名：有機マリー

ゴールド（花びら）/添加物：無し/原産

国：スペイン/JAS有機認証/和名：キ

ンセンカ/別名ポットマリーゴールド/科

名：キク科/包装：プラスタンドパック/

発売元：㈱ヴォークス・トレーディン

グ/※観賞用のﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞとは異なりま

す。含まれる成分も異なるので、ご注意  

下さい。 

HF70B  50g  1296円(税込)  

 

ｵｰｶﾞﾆｯｸハーブ/ 

マリーゴールド（カレンデュラ） 
学名/CALENDULA OFFICINALIS 

ハーブとして、精油として、最も有

名、かつ人気があります。ハーブは

香りも甘やかな、リラックスしたい時

に良いお茶です。 

シングル、ブレンドどちらも楽しめま

す。防虫サシェとしてもお奨めで

す。 

 

ハーブティー/原材料名：有機ラベ

ンダー（花）/添加物：無し/原産国：

ｵｰｽﾄﾘｱまたはｱﾙﾊﾞﾆｱ/JAS有機認

証/科名：シソ科/包装：プラスタンド

パック/発売元：㈱ヴォークス・トレー

ディング 

 

 

HF72  10g  540円(税込)   

HF72D 200ｇ 3996円(税込)  

ｵｰｶﾞﾆｯｸハーブ/ラベンダー 
学名/LAVANDULA OFFICINALIS 

ドライハーブ・スパイス・東洋ハーブ 

さわやかな柑橘系の香り。モーニン

グティーブレンドに欠かせない、ア

ジアのハーブ。スープの味付けにも

よく使われます。 

 

ハーブティー/原材料名：有機レモ

ングラス(葉、茎：1cmカットタイプ)/

科名：イネ科 /添加物：無し/原産

国：エジプト/JAS有機認証/包装：プ

ラスタンドパック/発売元：㈱ヴォーク

ス・トレーディング 

HF73 10g 540円(税込)   

ｵｰｶﾞﾆｯｸハーブ/レモングラス 
学名/CYMBOPOGON CITRATUS 

ドッグローズと呼ばれるノイバラの偽

果で、その果皮を飲用します。ビタミ

ンＣはレモンの10～20倍、ビタミン

Ｄ、カロチンも多く含んでいます。ま

た、熱を加えてもﾋﾞﾀﾐﾝＣが壊れな

いことで知られています。※ハーフ

カットタイプに変わりました。さらにスプー

ンの裏などで砕いてから、長めの抽出時

間（約10分）でご利用下さい。 

ハーブティー/原材料名：有機ﾄﾞｯ

ｸﾞローズの果皮：ﾊｰﾌｶｯﾄﾀｲﾌﾟ/添加

物：無し/原産国：チリ/JAS有機認

証/科名：バラ科/ﾌﾟﾗﾊﾟｯｸ入/40g：

プラ袋、500g：ｱﾙﾐパック/発売元：

㈱ヴォークス・トレーディング 

 

HF84 20g 540円(税込)  

HF84E 500g 3672円(税込)   

ｵｰｶﾞﾆｯｸハーブ/ローズヒップ 

学名/ROSA RUBIGINOSA 
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草もちを作るときに混ぜるのと同じヨ

モギです。ヨモギ特有の良い香りは

ミネオールという精油成分で、お茶

としてもやさしい香りです。 

 

 

ハーブティー/名称：蓬生葉/原材

料名：蓬生の葉/添加物：無し/原産

国：日本/科名：キク科/包装：PP、

PE/発売元：㈲いまじん 

HF30  30g 370円(税込)  

HF31 500g 2760円(税込)  

ハーブ/ヨモギ 
学名/ARTEMISIA PRINCEPS 

意外にくせが無く飲みやすい、野草

の代表格どくだみは、日本各地に

分布するどくだみ科の、多年草で、

別名「十薬」とも。 

お茶にすると意外にくせの無い飲み

やすいお茶です。はと麦茶とブレン

ドも。ホットでもアイスでも美味しく頂

けます。  

 

ハーブティー/名称：どくだみ/原材

料名：どくだみ草/添加物：無し/原

産国：日本/科名：ドクダミ科/包装：

PP、PE/発売元：㈲いまじん 

HF34  30g 351円(税込)  

HF35  500g 2376円(税込)  

ハーブ/どくだみ 
学名/HOUTTUYNIA CORDATA  

皮むきタイプの白いハトムギです。

栄養価が非常に高く、健康食品とし

ても重用されています。そのままお

米に１、2割混ぜて炊飯、お粥にも。

焙煎すれば（フライパン、浅なべで

空煎りして下さい）ハト麦茶として手

軽にお召し上がり頂けます。  

 

ハーブティー/名称：皮むきハトム

ギ/原材料名：ハトムギ/添加物：無

し/原産国：タイまたはラオス/別名：

コウボウムギ/科名：イネ科/包装：

PP、PE/発売元：㈲いまじん 

HF36  50g 378円(税込)  

HF37 500g 1566円(税込)  

ハーブ/ハトムギ 
学名/COIX LACRYMA-JOBI VAR. 

MA-YUEN  

名前の由来は、寒い冬に雪の下に

なっても枯れないので 、ユキノシタ

と呼ばれるようになりました。 生葉は

薬用以外にも精進料理の天ぷらや

お浸しとして食用にされています。  

 漢名（中国名）の虎耳草（コジソウ）

は葉の形からきたものです。花の時

期は6月頃です。 

 

ハーブティー/名称：ユキノシタ/原

材料名：ユキノシタの葉、茎/添加

物：無し/原産国：中国/科名：ユキノ

シタ科/包装：PP、PE/発売元：㈲い

まじん 

HF38 30g 513円(税込)  
HF39  500g 5670円(税込)  

ハーブ/ユキノシタ 
学名/SAXIFRAGA STOLONIFERA 

CURTIS 

 ★HF30～HF50のハーブは、いま

じんではハーブティーとしてご紹

介、販売ですが、いずれも、漢方

専門の製薬会社の製品です。焙煎

などの、火入れ加工はしておりませ

んので、飲用以外にも、手作りコス

メに石けんにどうぞご活用下さい。 

※大容量（５００g）は常時在庫数が

少ない為、お取寄せとなることがあ

ります。追って、納期予定をお知ら

せ致しますので、あらかじめご承知

置きの上、ご注文下さい。 

 

※ハーブ類はいずれも、直射日

光、高温、多湿を避けて保存してく

ださい。 

開封後はお早めにお召し上がり下

さい。  

●ハーブ抽出の基本● 

★熱湯抽出 
飲用もできて、一番お手軽な方法です。紅茶をいれる要領で、熱湯にお好きな

ハーブを入れ、５～10分蓋をして蒸らし、成分の抽出を待ちます。茶漉しなどで

ハーブを取り去り、適宜使用します。（化粧水などにする場合はそのまま冷まし

て、すぐに使ってください。飲用の場合も一日限りです。保存はできませんのでご

注意下さい。）   割合の例：ペパーミント ５g 熱湯 ４００ml  

★浸出油 
ハーブをオイルに漬け込んで、油溶性成分を浸出させる方法です。温浸法が向く

ものと、冷浸法が向くものがあります。香りは残りませんが、石けん用に、クリーム

用に応用しやすいといえます。漬け込むハーブは、オイルから浮かない程度にし

てください。半分くらいしかいれられない場合は、一週間後、一旦濾して残りの半

分を、再度漬け込んで、また一週間置いてください。残りのハーブも濾しとって完

成です。（いずれも冷暗所で3ヶ月程度保存できます。） 
★アルコール抽出 

エタノール、または1,3-BGで有効成分を抽出する方法です。エキスを作ってしま

えば、すぐ化粧水などに配合できるので便利です。無水エタノールの場合は、エ

タノール30％と精製水が70％です。漬け込むハーブは、できるだけ細かく粉砕し

てください。抽出期間は５日間です。その間、容器を一日一回よく振ります。ハー

ブを濾しとってエキスの完成です。上澄みだけを使うようにしてください。（化粧水

の場合、濃度は5％までにしてください。冷暗所で6ヶ月程度保存できます。）    

割合の例：ユキノシタ 10ｇ 1,3-BG 50ｇ+水45ｇ+スキンケア減菌エキスＨＧ 

 2.5ｇ 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af-%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96%ef%bc%8f%e3%83%9e%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b4%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af-%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96%ef%bc%8f%e3%83%a9%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%ac%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%82%b9%ef%bc%8f%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4-%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%9e%e3%83%aa%e3%83%bc%ef%bc%8f%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%92%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%8f%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96%e6%8a%bd%e5%87%ba%e3%81%ae%e5%9f%ba%e6%9c%ac/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%a8%e3%83%a2%e3%82%ae%ef%bc%88%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%a9%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%bf%ef%bc%88%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8f%e3%83%88%e3%83%a0%e3%82%ae%ef%bc%8f%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4-%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%a6%e3%82%ad%e3%83%8e%e3%82%b7%e3%82%bf%ef%bc%8f%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4-%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96/


ハーブ・おいしいもの 

国産契約栽培野菜をベースにした

本格野菜スープを使い、まぐろの旨

味を引き立てた贅沢なツナフレーク

です。 どこで漁獲したのかが追える

（トレーサビリティのついた）日本船

籍が漁獲したまぐろのみを使用し、

化学調味料は使わず厳選した素材

で作り上げました。コクとうまみが違

います。 

ツナ缶/原材料：日本船漁獲のきは

だまぐろ、非遺伝子組換え一番搾り

菜種油、野菜エキス、赤穂の天塩 

/発売元：㈲かもめ屋 

ZC07 80g 270円（税込） 

ZC08 80g×4個パック 1026円（税込） 

ツナ 

フレーク 

香り豊かなナッツの風味をお楽しみ

下さい。製法はもちろんコールドプレ

スです。パルミトオレイン酸を多く含

み、近年注目です。焼き菓子の風味

付けや、炒め物に。刺激を感じない

ようであれば、アロマテラピー用キャ

リアオイルとして使って頂けます。 

 

食用マカダミアナッツ油/添加物：無

し/原産国：オーストラリア/発売元：

オリバード社 

 

ｵﾘﾊﾞｰﾄﾞ/OLIVADO 

マカデミアナッツｵｲﾙ食用 

Z92 250ml 2160円（税込） 

ｵﾘﾊﾞｰﾄﾞ/OLIVADO 

アボカドｵｲﾙ食用 

Z93 250ml 2160円（税込） 

美しい緑色のコールドプレス製法、

ｴｷｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝオイルです。ビタミン

E、ミネラルが豊富で、オリーブ油と

同じようにお使いいただけます。高

温に強く焦げにくいので炒め物にも

お奨め。刺激を感じないようであれ

ば、アロマテラピー用キャリアオイル

として使って頂けます。 

食用アボカド油/添加物：無し/原産

国：ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ/発売元：オリバード

社 

 簡単に美味しいこんにゃくが作れ

ます。市販の大きさの７～８枚分作

れて、このお値段はお得です。約２

時間かかりますが、作業時間は約３

０分、後は待ち時間です。酢味噌

や、わさび醤油でお刺身風がおす

すめ。作り方説明書付 

 

食用コンニャク粉/成分：コンニャク

粉50g、凝固剤3ｇ/発売元：ねば塾  

LR21 385円（税込） 

手作りこんにゃくキット 

ZA04B 石窯焼き塩はロングセラー 

ZA03 粉末タイプの姉妹品です。ど

ちらもおよそ２ヶ月をかけ天日だけ

でゆっくりと塩を結晶させるまでは同

じ工程です。そのあと、石窯焼き塩

は粉砕、焼成して仕上げます。『海

のような、深く豊かな味わい』は一段

とデリケートにやさしく、サラサラさも

長持ち。食卓用にまた振り塩、つけ

塩などにどうぞ。本格天日塩なが

ら、手頃な価格も魅力。/食塩（天然

海水塩）/原材料名：海水/原産国：ベ

トナム/輸入発売元：㈲カンホアの塩 

ZA04B 100g 302円（税込） 

ZA03 粉末500g 583円（税込） 

カンホアの塩  
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本格スリランカカレーが、わずか20分で食卓に。一瓶で１８皿分作れます。(４

人分で大さじ２杯が目安)ご家庭で簡単に作れるカレー味調味料。 お好み

の材料を炒めたところに「カレーの壺」を入れ、 ココナツミルクやスープストッ

クを注いで煮込めば、あっという間に大好きなカレーのできあがり！簡単レ

シピ付です。 
カレー味調味料（ペースト）/マイルド：原材料：米、醸造酢、塩、コリアンダー、砂糖、コ

コナッツ油、乾燥ココナッツ、にんにく、クミン、ターメリック、生姜、たまねぎ、タマリンド、

その他香辛料/ ミディアム：原材料：醸造酢、塩、トマトペースト、レモングラス、米、生

姜、ココナッツ油、乾燥ココナッツ、たまねぎ、にんにく、ガランガル、その他香辛料/ス

パイシー：原材料：醸造酢、塩、タマリンド、生姜、たまねぎ、唐辛子、にんにく、ココナッ

ツ油、乾燥ココナッツ、米、コリアンダー、その他香辛料/原産国：スリランカ/輸入発売

元：㈱プレス・オールターナティブ第３世界ショップ  

★第３世界ショップは「作る人、食べる人、地球」の健康を守る持続可能な

農業を世界の生産者と推進しています。「カレーの壺」を買っていただくだけ

で、スリランカの仕事作りと産業育成支援につながります。 

 ZC10 マイルド    ！  
 ZC13 ミディアム！！！ 

 ZC12 スパイシー ！！！！ 

※！の数が多いほど辛いです。 

カレーの壺 

各220g 626円（税込） 

自立を目指すネグロス島の生産者

たちが、自然の力を活かして栽培し

たサトウキビ。糖蜜分離や精製を一

切していない含蜜糖であるため、サ

トウキビの風味やミネラル分も残され

ています。やさしい甘さと糖蜜のコ

ク、あっさりとした後味が特徴。クセ

のない味はどんな料理にも使いや

すく、さまざまな素材の味を一層引

き立ててくれます。 

 

黒砂糖/原材料名：さとうきび/原産

国：フィリピン/発売元：（株）オルター

トレードジャパン 

ZA05 500g  

430円（税込） 

マスコバド糖 

お屠蘇 
Y9527 173円（税込） 

新年は御屠蘇で古式ゆかしく、お祝

いを。「御屠蘇とは」古来の中国の風

習が弘仁年間のころ渡来して、日本

に根付いたもので、元旦に１年の邪

疫症魔（わるいはやりやまい）を除

き、幸せの年を迎えるとして、一家

揃って新年のお祝いをするお酒で

す。※12月限定販売 

 名称：屠蘇／原材料名：桂皮、山

椒、陳皮、桔梗、大茴香、丁字、浜

防風／ 内容量：２ｇ／ 包装：紙（作

り方付）／製造者（株）立石春洋

堂／販売元：（有）いまじん 

2018年12月の講座で、たおさん

に作って頂いたレシピです。 

 

日本酒 200ml 

土生姜 10g （生のものを皮つき

でスライス） 

お屠蘇 1袋  

材料全てを洗浄済みのビンに入

れて一週間漬け込みます（常温

で可）ご使用時に濾して、お風呂

にどうぞ。あったまります。 

少し香りが弱くなりますが、日本

酒だけ追加すればもう一度使え

ます。★アルコール分の煮切りは

しないので、大人向けの入浴剤

です。 

 日本酒入浴剤  
 

B524 キュートグラス と 

Y9527 お屠蘇を使って 

キングオブ雑草とも称される、食べられ

るスベリヒユ科の一年草。厄介な雑草と

もいわれますが、馬歯筧（バシケン）と

して、様々な効能をもつ漢方薬でもあ

ります。東北ではヒョウという名前でお

ひたしにしたり、乾燥させてお茶（五行

草茶）として利用されています。入れる

と、とろとろした泡が気持ちのよい石け

んができます。2021年11月の小幡先

生の講座でご紹介頂きました。 

※漢方専門の製薬会社から入手して

います。名称：スベリヒユ/原材料名：馬

歯筧の茎、葉 /添加物：なし/原産国：

中国/科名：スベリヒユ科/ﾁｬｯｸ付袋：

OP、CPﾗﾐﾈｰﾄ/発売元 (有)いまじん  

HF50B 30ｇ 460円（税込）  
HF50E 500ｇ 5076円（税込）  

スベリヒユ 
(馬歯筧)刻み 

Portulaca oleracea 

ノンカフェイン健康茶はいかがです

か。杜仲茶は中国原産、天然の微量

元素やカルシウム、カリウムや鉄分な

どを含み、肥満防止やダイエットに

ピッタリのお茶です。はと麦茶とブレン

ドすると、特有の風味が抑えられ美味

しく頂けます。ホットでもアイスでも、朝

でも夜でも。 

※漢方専門の製薬会社【堀江生薬】

の製品。焙煎刻みタイプで、そのまま

煮出していただけます。  

ハーブティー/原材料名：トチュウ葉/

焙煎、刻み/原産国：中国/科名：ト

チュウ科/包装：PP、PE／発売元：有

限会社いまじん 

HF46 2160円（税込） 

健康茶/杜仲茶 500g 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b9%e3%83%99%e3%83%aa%e3%83%92%e3%83%a6-%e9%a6%ac%e6%ad%af%e7%ad%a7/
https://www.eco-imagine.com/product/%e7%a0%82%e7%b3%96%ef%bc%8f%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%90%e3%83%89%e9%bb%92%e7%a0%82%e7%b3%96/
https://www.eco-imagine.com/product/%e5%a4%a9%e6%97%a5%e5%a1%a9%e3%83%bb%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%9b%e3%82%a2%e3%81%ae%e5%a1%a9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%9e%e3%82%ab%e3%83%87%e3%83%9f%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%8a%e3%83%83%e3%83%84%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e9%a3%9f%e7%94%a8/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%a2%e3%83%9c%e3%82%ab%e3%83%89%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e9%a3%9f%e7%94%a8/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%84%e3%83%8a%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%af/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%93%e3%82%93%e3%81%ab%e3%82%83%e3%81%8f%e6%89%8b%e4%bd%9c%e3%82%8a%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%ab%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%a3%ba/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%ac%e3%83%a9%e3%82%b9%e7%93%b6%ef%bc%8f%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%82%b9/


ジンの香り付けに使われます。ウッ

デイーでシャープな香りです。柑橘

系との相性がよく、ブレンドにお奨

めです。 

 

 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：ヒノキ科/原産

国：インド/別名：セイヨウネズ/利用

部位：液果/抽出法：水蒸気蒸留

法/ノート：ミドル/発売元：㈲いまじ

ん 

EJ01  10ml   1210円（税込） 

EJ02B 50ml   3960円（税込） 

EJ02C 120ml  8250円（税込） 

ジュニパーベリー 
JUNIPER BERRY  

学名/JUNIPERUS INDICA 

甘く、深い神秘的な香り、古代から、

瞑想や宗教儀式に使われていま

す。オリエンタルなイメージです。 

 

マイソール産が絶滅を危惧されるよ

うになりましたので、香りも成分も似

通っているオーストラリア産に変更

致しました。 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：ビャクダン科/原

産国：オーストラリア/別名（和名）：

白檀/利用部位：木部/抽出法：水

蒸気蒸留法/ノート：ベース/発売

元：㈲いまじん 

ES102  5ml 3850円（税込） 

サンダルウッド 
SANDALWOOD AUSTRALIAN 

学名/SANTALUM SPICATUM 

針葉樹のスパイシーな香り。すっきり

とシャープでしみとおるような森林の

イメージです。 

 

 

 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：ヒノキ科/原産

国：スペイン/別名：ホソイトスギ/利

用部位：葉、小枝/抽出法：水蒸気

蒸留法/ノート：ミドル/発売元：㈲い

まじん 

EC07  10ml   880円（税込） 

EC08B 50ml  2585円（税込） 

EC08C 120ml 4950円（税込） 

サイプレス 
 CYPRESS 

学名/CUPRESSUS SEMPERVIRENS  

シャープな森の香り。古くから寺院

の薫香として利用され、オリエンタル

なイメージの香りです。 

 

注：妊娠初期は使用をお控えくださ

い。 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：マツ科/原産

国：USA/利用部位：木部、抽出法：

水蒸気蒸留法/ノート：ミドル/発売

元：㈲いまじん 

EC11 10ml     825円（税込） 

EC12B 50ml  2420円（税込）

EC12C 120ml  4620円（税込） 

シダーウッドヴァージニア 
 CEDAR WOOD VIRGINIA 

学名/JUNIPERUS VIRGINIANA 

エッセンシャルオイル 

甘くフルーティーなみかんの香り、リ

フレッシュ効果に優れています。 

 

注：光感作作用はありませんが、敏

感肌の方は、ご注意ください。 

 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：ミカン科、原産

国：USA/利用部位：果皮/抽出法：

圧搾法/ノート：トップ/発売元：㈲い

まじん 

EO01  10ml    605円（税込） 

EO02B 50ml   1650円（税込）

EO02C 120ml  3080円（税込） 

オレンジスイート 
ORANGE SWEET  

学名/CITRUS SINENSIS   

★いまじんのエッセンシャルオイルは「100％ピュア」  

増量、偽和などは一切致しておりません。 

 

★Liberty Natural  Products/USAをはじめ、世界各地から大量直

輸入、格安価格でご提供いたしております。 

 （エッセンシャルオイルの品質と価格は、特に日本国内において

は  必ずしも相似曲線を描きません。また、簡易包装等で、コスト

ダウンしております。） 

 

★ いまじんのエッセンシャルオイルはアロマ用芳香剤、石けん用

香料として販売させて頂いています。また、エッセンシャルオイルは

医薬品ではありません。飲用、塗布はおやめ下さい。 

ご利用については、信頼のおけるｱﾛﾏｾﾗﾋﾟｰの本、サイトなどを良く

ご検討の上、ご活用頂くようお願いします。 

 10～120ml共通仕様/ビン：ソーダガラス

（アンバー）/ふた、ドロッパー：PP、PE   

濃厚なフローラル系、エキゾチック

な香り。4段階に分けて絞られ、一番

絞りをエクストラ 以降を１ＳＴ、２Ｎ

Ｄ、３ＲＤとして区別されます。濃厚

なエクストラより１ＳＴが使いやすいと

のお声から、お取扱を開始いたしま

した。 
注：濃度に注意してください。長時間

香らせると、頭痛がすることがありま

す。 

石けん、アロマ用材料/成分：精油

100％/添加物：無し/科名：バンレイ

シ科/原産国：マダガスカル/利用部

位：花/抽出法：水蒸気蒸留法/ノー

ト：ベース/発売元：㈲いまじん 

EY16  10ml  1320円（税込） 

 

イランイラン 1st 

YLANG YLANG  1st  

学名/CANANGA ODORATA  

甘いハーブ調で、ナッティーな香

り。温かみのある深いイメージです。 

 

注：妊娠初期は使用をお控えくださ

い。 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：シソ科/原産国：

ハンガリー/別名（和名）：オニサル

ビア/利用部位：花の咲いた先端部

分、葉/抽出法：水蒸気蒸留法  /

ノート：ミドル/発売元：㈲いまじん 

EC03   10ml  1210円（税込） 

EC04B  50ml  4400円（税込）

EC04C 120ml  9900円（税込） 

クラリセージ 
CLARY SAGE  

学名/SALVIA SCLAREA 

レモンの爽やかさとオレンジの甘さ

をミックスしたような香りです。 

 

注：光感作作用があります。化粧品

に使われる場合は、日中のご使用

はおやめ下さい。 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：ミカン科/原産

国：USA/利用部位：果皮/抽出法：

圧搾法/ノート：トップ/発売元：㈲い

まじん 

EC05   10ml    880円（税込） 

EC06B  50ml    3490円（税込） 

EC06C 120ml  6930円（税込） 

グレープフルーツ 
 GRAPEFRUIT WHITE 

学名/CITRUS PARADISI  

リンゴのようなソフトな香り。しっとりと

したイメージで、リラックスしたい時、

心を落ち着かせたい時にどうぞ。 

 

 

 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：キク科/原産国：

イギリス/別名（和名）：カミツレ・ロー

マンカモミール・カミルレ/利用部

位：花/抽出法：水蒸気蒸留法/ノー

ト：ミドル/発売元：㈲いまじん 

EC101 5ml 2420円（税込） 

カモミールローマン 
CHAMOMILE ROMAN 

学名/ANTHEMIS NOBILIS 

液色が濃いグリーン調からインクブ

ルー調（ロットにより変わります）の珍

しい精油。リンゴのようなソフトな香り

で、しっとりとしたイメージです。含有

成分はほぼ同じながらｶﾓﾐｰﾙローマ

ンよりアズレンが多めです。 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：キク科/原産国：

エジプトまたは英国/別名：カモミー

ルブルー/利用部位：花/抽出法：水

蒸気蒸留法/ノート：ミドル/発売元：

㈲いまじん 

EC109    5ml  2530円（税込） 

カモミールブルー（ジャーマン） 
CHAMOMILE BLUE   

学名/MATRICARIA RECUTITA 
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https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%83%b31st-%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%ef%bc%88%e7%b2%be%e6%b2%b9%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%aa%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%ab%e3%83%a2%e3%83%9f%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%96%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%af%e3%83%a9%e3%83%aa%e3%82%bb%e3%83%bc%e3%82%b8%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%95%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%84%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%b9%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%83%83%e3%83%89%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b8%e3%83%a5%e3%83%8b%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%aa%e3%83%bc%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b7%e3%83%80%e3%83%bc%e3%82%a6%e3%83%83%e3%83%89%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%8b%e3%82%a2%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4/


爽やかなフローラル系。ゲラニオー

ルを含み、ゼラニウムやローズを思

わせる香りで、高級化粧石けんの香

り付けのブレンドによく使われる、単

独でも、ブレンドでもなじみやすい

香りです。柑橘系とのブレンドがよく

合います。 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：イネ科/原産

国：ｲﾝﾄﾞ/利用部位：葉/抽出法：水

蒸気蒸留法/ノート：トップ/発売元：

㈲いまじん 

EP01  10ml    770円（税込）

EP02B 50ml  2200円（税込） 

EP02C 120ml 4400円（税込） 

パルマローザ 
PALMAROSA 

学名/CYMBOPOGON MARTINI  

花部はネロリに、果皮はビターオレ

ンジ。葉や小枝部分からの抽出なの

に、ウッデイーさは無く、少しネロリを

思わせるフローラル系の爽やかな香

りです。 

 

 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：ミカン科/原産

国：パラグアイ/利用部位：葉、若い

小枝/抽出法：水蒸気蒸留法/ノー

ト：ミドル/発売元：㈲いまじん 

EP09  10ml    935円（税込） 

EP10B 50ml   2860円（税込）） 

EP10C 120ml  5720円（税込） 

プチグレン 
PETITGRAIN  

学名/CITRUS AURANTIUM  

神秘的な甘い香り、樹脂系、古代か

ら、瞑想や宗教儀式に使われた。

ベースノートの代表的な精油で、少

量でも長くよく香り、ブレンドに加え

ると、香り立ちが良くなる。揃えてお

いて損のない精油。 

注：妊娠初期は使用をお控えくださ

い。 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：カンラン科/原

産国：ケニア/別名（和名）：乳香・オ

リバナム/利用部位：樹脂/抽出法：

水蒸気蒸留法/ノート：ベース/発売

元：㈲いまじん 

EF12 10ml 2200円（税込） 

フランキンセンス  
FRANKINCENSE-OLIBANUM    

学名/BOSWELLIA NEGLECTA  

メントールが主成分で、その清涼な

香りは誰にも好まれます。虫除けサ

シェにもお奨め。 

 

 

 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：シソ科/原産国：

USA/別名（和名）：セイヨウハッカ/

利用部位：葉/抽出法：水蒸気蒸留

法/ノート：トップ/発売元：㈲いまじ

ん 

EP03  10ml    770円（税込） 

EP04B 50ml   2200円（税込） 

EP04C 120ml  4400円（税込） 

ペパーミント 
 PEPPERMINT YAKIMA 

学名/MENTHA PIPERITA 

土の匂いを思わせるエキゾチックな

香り。主として東南アジアで栽培。 

ゼラニウムやフランキンセンスなどと

ブレンドして、深く甘い香りの炭石け

んはいかがでしょう。 

 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：シソ科/原産国：

インドネシア/利用部位：葉/抽出

法：水蒸気蒸留法/ノート：ベース/

発売元：㈲いまじん 

EP07  10ml  1100円（税込） 

EP08B 50ml  3300円（税込） 

EP08C 120ml  8140円（税込） 

パチュリー 
PATCHOULI DARK  

学名/POGOSTEMON CABLIN  

アロマに定番の一本です。爽やか

でスパイシーなカンファーの香りで

す。お掃除に、室内芳香には欠か

せません。 

 ユーカリやラベンダー、柑橘系の

精油とよく合います。 

 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：フトモモ科/原

産国：オーストラリア/利用部位：葉/

抽出法：水蒸気蒸留法/ノート：トッ

プ/発売元：㈲いまじん 

ET01  10ml   693円（税込） 

ET02B 50ml  1980円（税込） 

ET02C 120ml  4180円（税込） 

ティートリー 
TEA TREE  

学名/MELALEUCA ALTERNIFOLIA 

ローズに似た、フローラルで、典型

的なゼラニウムの花の香りです。特

徴のある香りなので、単独でもブレ

ンドしても楽しめる精油です。 

 

注：妊娠初期は使用をお控えくださ

い。 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：フウロソウ科/原

産国：エジプト/別名（和名）：ニオイ

テンジクアオイ/利用部位：花、葉/

抽出法：水蒸気蒸留法/ノート：ミド

ル/発売元：㈲いまじん 

EG01  10ml  1210円（税込） 

EG02B 50ml  4070円（税込） 

EG02C 120ml  9020円（税込） 

ゼラニウム 
GERANIUM  

学名/Pelargonium x asperum 

ビターオレンジの花から抽出され

た、幸福の香りとも賞揚される、ミカ

ンの花の甘く優しい香りです。 

 

注：リラックス効果が高いので、車

の運転など集中力を必要とする際

には使用しないで下さい。 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：ミカン科/原産

国：チュニジアまたはモロッコ/別名/

オレンジフラワー/利用部位：花び

ら/抽出法：水蒸気蒸留法/ノート：ミ

ドル/発売元：㈲いまじん 

EN12    5ml  9900円（税込） 

ネロリ  
NEROLI   

学名/CITRUS AURANTIUM  

バルサム調でバニラのような甘い香

り。穏やかな暖かいイメージです。 

※滴下できない樹脂様のため、全

サイズ中ポリ栓です。開栓時、ご注

意下さい。 

注：眠気を誘うことがあるので、車

の運転など集中力を必要とする際

には使用しないで下さい。 

 
石けん、アロマ用材料/成分：精油

（MPG50％希釈）/科名：エゴノキ科/

原産国：インドネシア/別名（和名）：安

息香/利用部位：樹脂/抽出法：溶剤

抽出法/ノート：ベース/発売元：㈲いま

じん 

EB01  10ml   913円（税込） 

EB02B 50ml   2970円（税込）） 

EB02C 120ml  5720円（税込） 

ベンゾイン  
 BENZOIN LIQUID RESIN 

学名/STYRAX TONKINESIS  

シトラス系のフローラル調、スイート

オレンジとは違う香りの深みがある。

紅茶のアールグレイのフレーバーに

使用されることでも知られる。 

 

★光感作作用をもたらすベルガプ

テン（フロクマリン）を除去したタイプ

です。 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：ミカン科/原産

国：イタリア/利用部位：果皮/抽出

法：圧搾法/ノート：トップ/発売元：

㈲いまじん 

EB03 10ml    1210円（税込） 

EB04B 50ml  3850円（税込） 

EB04C 120ml 7150円（税込） 

ベルガモット ベルガプテンフリー 
 BERGAMOT  

学名/CITRUS BERGAMIA RISSO 
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エッセンシャルオイル 

柑橘系ながら、フローラル調のデリ

ケートな甘い香りです。 

 

注：光感作作用はありませんが、敏

感肌の方はご注意ください。 

 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：ミカン科/原産

国：イタリア/利用部位：果皮/抽出

法：圧搾法/ノート：トップ/発売元：

㈲いまじん 

EM01  10ml  1100円（税込） 

EM02B 50ml  3190円（税込） 

EM02C 120ml 6270円（税込） 

マンダリン 
 MANDARIN RED  

学名/CITRUS RETICULATA  

その名の通り、ミントにベルガモット

をブレンドしたようなハーブ系の香

り。別名をラベンダーミントとも呼ば

れる素敵な香りです。 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：シソ科/原産国：

USA/利用部位：全草/抽出法：水蒸

気蒸留/ノート：トップ/発売元：㈲い

まじん 

EB05 10ml    770円（税込） 

EB06B 50ml  2200円（税込） 

EB06C 120ml 4400円（税込） 

ベルガモット ミント 
 BERGAMOT MINT 

学名/MENTHA CITRATA 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%bc%e3%83%a9%e3%83%8b%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%80%80%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8d%e3%83%ad%e3%83%aa%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%bc%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%91%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%b6%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%97%e3%83%81%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%b3%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b9%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%99%e3%83%ab%e3%82%ac%e3%83%a2%e3%83%83%e3%83%88-%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%99%e3%83%ab%e3%82%ac%e3%83%a2%e3%83%83%e3%83%88-%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%83%88%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%99%e3%83%ab%e3%82%ac%e3%83%a2%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%88%e3%83%99%e3%83%ab%e3%82%ac%e3%83%97%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%99%e3%83%b3%e3%82%be%e3%82%a4%e3%83%b3%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%aa%e3%83%b3%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/


真正ラベンダーに比してカンファー

臭が強い、爽やかな香りです。ラバ

ンジンは真正ラベンダーとスパイクラ

ベンダーが自然交雑して出来た種

です。 

 

 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：シソ科/原産国：

フランス/利用部位：花穂の先端/抽

出法：水蒸気蒸留法/ノート：ミドル/

発売元：㈲いまじん 

EL03  10ml   770円（税込） 

EL04B 50ml   2310円（税込） 

EL04C 120ml  4950円（税込） 

ラバンジン  
LAVANDIN GROSSO  

学名/LAVANDULA HYBRIDA 

さっぱりしたフローラル系、誰にも好

まれる香りで、ブレンドでも、単独で

も、アロマに欠かせない万能型精油

です。 

 

 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：シソ科/原産国：

フランス/別名：真正ラベンダー/利

用部位：花穂の先端/抽出法：水蒸

気蒸留法/ノート：ミドル/発売元：㈲

いまじん 

EL01  10ml    990円（税込） 

EL02B 50ml   3030円（税込） 

EL02C 120ml   6380円（税込） 

ラベンダー 
LAVENDER PURE40/42  

学名/LAVANDULA OFFICINALIS 

エッセンシャルオイル 

しみるようにクリアなシソ科ハーブ特

有のローズマリーらしい香り。同種の

カンファーに比べると、少しもったり

め。ブレンドでも、単独でも応用範

囲が広くアロマに欠かせない精油で

す。 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：シソ科/原産国：

チュニジア/別名（和名）：マンネンロ

ウ/利用部位：花房の先端部分（花、

葉）/抽出法：水蒸気蒸留法/ノート：

ミドル/発売元：㈲いまじん 

ER01  10ml    770円（税込） 

ER02B 50ml  2310円（税込） 

ER02C 120ml  4510円（税込） 

ローズマリー シネオール 
ROSEMARY CINEOLE   

学名/ROSMARINUS OFFICINALIS  

甘いレモン系の強い香り。消臭効果

の高さで知られます。虫除け用ブレ

ンドにお奨めです。 

 

 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：イネ科/原産

国：インド/別名：インドメリッサ/利用

部位：葉、茎/抽出法：水蒸気蒸留

法/ノート：トップ/発売元：㈲いまじ

ん 

EL11  10ml   693円（税込） 

EL12B 50ml  2035円（税込） 

EL12C 120ml  4070円（税込） 

レモングラス 
LEMONGRASS  

学名/CYMBOPOGON FLEXUOSUS  

レモングラスをソフトにしたような柑

橘系の清涼な香り。ルームフレッ

シュナー、虫除けサシェにお奨め。

柑橘系ですが光感作作用がありま

せん。 

 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：クスノキ科 /原

産国：中国/別名（和名）：メイチャ

ン/利用部位：果実/抽出法：水蒸気

蒸留法/ノート：トップ/発売元：㈲い

まじん 

EL07  10ml   715円（税込） 

EL08B 50ml  2145円（税込） 

EL08C 120ml  4180円（税込） 

リッツアキュベバ  
LITSEA ~ MAY CHANG 

学名/LITSEA CUBEBA 

フレッシュレモンそのままのさわやか

な香りです。集中力を高めたい時、

リフレッシュしたい時にお奨めです。 

 

 

注：光感作作用があります。化粧品

に使われる場合は、日中のご使用

はおやめ下さい。 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：ミカン科/原産

国：スペインまたはイタリア/利用部

位：果皮/抽出法：圧搾法/ノート：

トップ/発売元：㈲いまじん 

EL05  10ml   715円（税込） 

EL06B 50ml  2145円（税込） 

EL06C 120ml  4180円（税込） 

レモン 
LEMON  

学名/CITRUS LIMONUM 

ウッデイーな強い香り。清涼感が特

徴、ルームフレッシュナーには良く

用いられます。 

 

注：妊娠初期は使用をお控えくださ

い。 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：フトモモ科/原

産国：オーストラリア/別名：タスマニ

アブルーガム/利用部位：葉/抽出

法：水蒸気蒸留法/ノート：トップ/発

売元：㈲いまじん 

EE01  10ml    660円（税込） 

EE02B 50ml   1980円（税込） 

EE02C 120ml  3960円（税込） 

ユーカリ グロブルス  
EUCALYPTUS  

学名/EUCALYPTUS GLOBULUS  

グロブルスに比べると甘くさわやか

な香りです。ルームフレッシュナー

には良く用いられます。 

 

注：妊娠初期は使用をお控えくださ

い。 

 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：フトモモ科/原

産国：オーストラリア/利用部位：葉/

抽出法：水蒸気蒸留法/ノート：トッ

プ/発売元：㈲いまじん 

EE13  10ml    715円（税込） 

EE14B 50ml  2145円（税込） 

EE14C 120ml  4290円（税込） 

ユーカリ ラジアタ  
EUCALYPTUS NARROW LEAF   

学名/EUCALYPTUS RADIATA  

しみるようにクリアなシソ科ハーブ特

有のカンファー調の香り。ブレンドで

も、単独でも応用範囲が広くアロマ

に欠かせない精油です。 

 

注：妊娠初期は使用をお控えくださ

い。 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：シソ科/原産国：

スペイン/別名（和名）：マンネンロ

ウ/利用部位：花房の先端部分（花、

葉）/抽出法：水蒸気蒸留法/ノート：

ミドル/発売元：㈲いまじん 

ER13  10ml    770円（税込） 

ER14B 50ml  2420円（税込） 

ER14C 120ml 4620円（税込） 

ローズマリー カンファー  
ROSEMARY CAMPHOR 

学名/ROSMARINUS OFFICINALIS  

木部からの抽出はワシントン条約の

強化により、残念ながらあらゆる種

が入手不可能になりました。華やか

なフローラル調の香りに着目してリ

ナロール80％以上のノースインディ

アン・ローズウッド に変更しました。

感作性がなく、低刺激なのも特徴の

アロマに定番の一本。 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油

100％/科名：、マメ科/原産国：イン

ド/利用部位：葉部/抽出法：水蒸気

蒸留法/ノート：ミドル/発売元：㈲い

まじん 

EW01  10ml   1100円（税込） 

EW02B 50ml  3630円（税込） 

EW02C 120ml 6930円（税込） 

ローズウッド 
ROSEWOOD 

学名/Dalbergia sissoo 
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軽くスパイシーなシソ科らしい香りで

す。ぬくもりのあるウッデイー調と表

現されることもある。スパニッシュ

マージョラム（ワイルド）とは異なる種

です。 

注：妊娠初期は使用をお控えくださ

い。 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：シソ科/原産国：

ハンガリー/利用部位：葉、花の先

端部/抽出法：水蒸気蒸留法/ノー

ト：ミドル/発売元：㈲いまじん 

EM03  10ml  1320円（税込） 

EM04B 50ml  3850円（税込） 

 

スイートマージョラム 
 MARJORAM SWEET  

学名/MARJORANA HORTENSIS  

華やかなフローラル系、深く甘い

「花の女王」バラそのものの香り。ご

く少量で、長く甘やかな香りが楽し

めます。バラ40本分の花びらで一適

分しか取れないといわれる、希少な

精油です。 

 

注：妊娠初期は使用をお控えくださ

い。 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：バラ科/原産

国：ブルガリア/利用部位：花びら/

抽出法：水蒸気蒸留法/ノート：ベー

ス/発売元：㈲いまじん 

EA101 5ml 19800円（税込） 

ロ-ズオットー 
ROSE OTTO   

学名/ROSA DAMASCENA  

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%9e%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%a9%e3%83%a0%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%aa%e3%83%bb%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%96%e3%83%ab%e3%82%b9%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%aa%e3%83%bb%e3%83%a9%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%82%bf%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%a9%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%bc%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%a9%e3%83%90%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%84%e3%82%a2%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%99%e3%83%90%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%ac%e3%83%a2%e3%83%b3%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%ac%e3%83%a2%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%82%b9%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%9e%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%bb%e3%82%b7%e3%83%8d%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%9e%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%82%a6%e3%83%83%e3%83%89%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%82%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%bc-%e3%83%80%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%af%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%83%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab/


吉野は雨が多く、香りの良いひのき

が育つといわれています。その吉野

の森で育った吉野ひのきから抽出し

た天然１００％の精油です。バスタイ

ムやルームスプレーで森林浴効果

を楽しむ、抗菌、消臭、虫除け作用

など。使いでのある和の精油です。 

石けん、アロマ用材料/成分：精油

100％/科名：ヒノキ科/原産国：日本

（吉野）/利用部位：木部/抽出法：

水蒸気蒸留法/ノート：ベース/発売

元：㈲いまじん 

 

J30A  30ml   2310円（税込） 

J30C 120ml   6820円（税込） 

吉野産ひのき精油 
HINOKI（檜） 

学名/Chamaecyparis obtusa 

精油・フレグランスオイル・楽しい手作りのために 

誰もが憧れるｴｷｿﾞﾁｯｸなプルメリア、ジャスミンや、華やかなガーデニア、マグ

ノリアなど、真正の精油だと、気軽に石けんには入れられない高価なもので、

お花の香りを中心に石けん専用のフレグランスオイルはいかがでしょうか。 

花の香ではありませんが、ベビーパウダーは、手作り石けんにとても良く合い

ます。ご活用下さい。 

石けん用香料/成分：香料（合成香料・天然精油）/共通仕様ボトル：（グリー

ン）ガラス遮光ビン、CAP、ドロッパー：PP、PE/USA製/発売元：有限会社いま

じん 

EZ55 ジャスミン           825円   

EZ57 ライラック            825円  

EZ59 プルメリア           825円  

EZ64 マグノリア           825円  

EZ67 ガーデニア          770円 

EZ68 ベビーパウダー    825円   

フレグランスオイル 各10ml     価格は全て税込 
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 ★楽しい手作りのために★ 
 

 ※本カタログの表記で、基本的に石けん材料、アロマ基材、手作りコスメ材料、また、食品類、化粧品類、全て手作りコス

メ、手作り石けんにご利用頂けます。信頼のおける書籍やＨＰをご検討の上、自由に手作りを楽しんでください。 

 

※手作りオリジナルレシピのヒントは、上記の通り、今ではたくさんの書籍やＨＰがあります。また、カンタンなのは、市販の化

粧品の成分表示を読むことです。保存料などの添加物、また合成の界面活性剤、乳化剤などを除けば、材料は意外に単純

です。配分は全て使用量の多い順に記載されていますので、ぜひ参考になさってみてください。（シンプルな化粧水では、

成分：水、グリセリン、クエン酸Na、エタノール、またはBG、香料、パラベンくらいです。パラベン以外は、入手しやすいものば

かりですね。安全な抗菌製剤、防腐剤としては、ﾎﾟﾘｱﾐﾉﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾋﾞｸﾞｱﾆﾄﾞ、1,2-ﾍｷｻﾝｼﾞｵｰﾙ、ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙなどがあります。） 

 

※但し、手作りだから、食べられる材料を使ったから、オーガニックだから、未精製だから、肌に良いとは限りません。市販の

化粧品と同じく、肌に合わなかった場合は使用を中止し、炎症などの症状が出たときは、速やかに医師の診察をお受け下さ

い。また、すこしでもおかしい、変質しているかもしれないと思ったときは、速やかに処分して作り直してください。 

  

※手作りしたスキンケアアイテムは、基本的にご自分で使用してください。作ったものを人に配布したり、販売することは、化

粧品製造、販売の資格がない場合、法律で禁じられています。 

※手作り石けんについては、台所用、洗濯用の雑品であれば、香りを楽しむ、色を楽しむ石けんとして販売すること、プレゼ

ントすることも可能ですが、肌にやさしい、うるおいを与えるなどの表現は法律に違反することがあります。 

  

※精油、クレイは化粧品用のものでも飲用しないで下さい。また精油原液を直接皮膚などに塗布しないで下さい。  

※初めて使う材料は、できる物はパッチテストを、手作り石けんはまず手を洗ってみることをお奨めします。 

  

※手作りに使う材料は、ほとんど台所用品で間に合います。（耐熱ガラスのカップ、ボウル、泡だて器、ガラスマドラー、ステン

レスのお鍋などなど。弊社でも入手しにくいと思われるものは、あれこれご用意しています。）但し、ある程度は作り置きするこ

とになりますから、作業に入る前に石けんで手を洗う、道具類もよく洗って乾かしておく、この二点は心がけてください。 

※保存は密封保存、遮光ビン、冷暗所でお願いします。 

※保存容器は、よく洗浄して、煮沸できるものは先に済ませて、70%エタノール溶液、または、消毒用アルコール、アルコール

製剤(いまじん取扱い品はLBN03・LBN09です)を吹き付けて乾かしておいてください。 

※精油の使用期限は柑橘系は６ヶ月、その他は１年と言われていますが、揮発性があるものですから、早目に使い切りましょ

う。オイル類は使用期限をご参考の上、密封保存、遮光ビンで、冷暗所保存にてお早めに御使用下さい。 

※精油、ハーブ類は芳香を楽しむだけの場合でも、妊娠中の方、乳幼児への使用をしてはいけないものもあります。また、化

粧品用の精油でも、柑橘系（レモン・オレンジなど）の光感作作用にご注意ください。日光に当たる部分への使用は 

  避けましょう。よく参考文献などを調べてからご使用ください。 

メントール主成分のクリアな香り、虫

除けにもよく使われる｡口腔の清浄

に使われる際は使用量に注意して

ください。 

 

石けん、アロマ用材料/成分：精油/

添加物：無し/科名：シソ科/原産

国：日本/利用部位：葉/抽出法：水

蒸気蒸留法/ノート：トップ/PETボト

ル入、CAP、中栓：PP/発売元：㈱内

藤商店 

EZ53 40ml 1760円（税込） 

ハッカ油（和種） 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8f%e3%83%83%e3%82%ab%e6%b2%b9%ef%bc%88%e5%92%8c%e7%a8%ae%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%b2%e3%81%ae%e3%81%8d%e7%b2%be%e6%b2%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%95%e3%83%ac%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab/
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紫 外 線 Ａ 波 ＝ 雲 や 窓 ガ ラ ス も 通 過 し 、真 皮 ま で 届 く 、シ ワ や た る み な ど 、「 肌 の 老 化 」 の 原 因 と

な る 紫 外 線 。  真 皮 の エ ラ ス チ ン 、 コ ラ ー ゲ ン を 減 少 さ せ る と 言 わ れ て い ま す 。  

紫 外 線 Ｂ 波 ＝ 肌 が 赤 く な る 、 つ ま り 日 焼 け （ 炎 症 ） の 原 因 と な る 紫 外 線 。  

皮 膚 が 防 御 の た め に メ ラ ニ ン を 生 成 す る の で 、 シ ミ 、 ソ バ カ ス の 原 因 は こ ち ら と 言 わ れ て い ま

す 。 大 量 に 浴 び る と 皮 膚 細 胞 の 遺 伝 子 を 傷 つ け 、ガ ン 発 生 の 可 能 性 が あ る と 言 わ れ て い ま す 。  

Ｓ Ｐ Ｆ ＝（ ｻ ﾝ ﾌ ﾟ ﾛ ﾃ ｸ ｼ ｮ ﾝ ﾌ ｧ ｸ ﾀ ｰ ） 紫 外 線 B 波 の 防 止 効 果 を 示 す 数 値 。数 値 1 が 2 0 - 2 5 分 を 表

し 、数 値 1 0 な ら 日 焼 け ま で の 時 間 を 、何 も 塗 ら な い 時 の 1 0 倍 （ 約 4 時 間 ） 赤 く な る の が 防 げ る と

い う 意 味 で す 。  

P A ＝ （ ﾌ ﾟ ﾛ ﾃ ｸ ｼ ｮ ﾝ ｸ ﾞ ﾚ ｰ ﾄ ﾞ ｵ ﾌ ﾞ U V A ） 紫 外 線 A 波 の 防 止 効 果 を 示 す 数 値 。+ は あ る 、+ + は か な

り あ る 、 + + + は 非 常 に あ る 、 の 3 段 階 で 表 し ま す 。  但 し 、 水 に 入 っ た り 、 汗 を か い た 場 合 は 塗 り

直 す 。 特 に 日 差 し の 強 い 真 夏 日 や レ ジ ャ ー の 時 は 、 2 - 3 時 間 毎 に 塗 り 直 す こ と を お 奨 め し ま

す 。洗 濯 物 を 干 す 、買 い 物 に 出 る 程 度 の 日 常 生 活 で は 、S P F は 1 0 程 度 の も の で よ い の で す が 、

一 日 中 屋 外 へ お 出 か け な ど の 場 合 は 、Ｓ Ｐ Ｆ は あ る 程 度 高 い （ 通 常 、国 内 の レ ジ ャ ー で は 3 0 程

度 の も の を 。ま た 登 山 や 赤 道 近 く へ 旅 行 の 際 な ど は 、さ ら に 高 い も の に す る か 、ﾌ ｧ ﾝ ﾃ ﾞ ｰ ｼ ｮ ﾝ を

併 用 し た 方 が よ い で し ょ う 。 ﾌ ｧ ﾝ ﾃ ﾞ ｰ ｼ ｮ ﾝ に は 無 機 顔 料 、 ﾀ ﾙ ｸ な ど が 入 っ て る の で 、 紫 外 線 防

止 （ 散 乱 ） 効 果 が よ り 高 ま り ま す 。お 化 粧 直 し は 粒 子 の 細 か い ﾙ ｰ ｽ ﾊ ﾟ ｳ ﾀ ﾞ ｰ や プ レ ス ト パ ウ ダ ー

で こ ま め に 。（ 厚 塗 り に 見 え な い し 、ﾌ ｫ ﾄ ｼ ﾞ ｪ ﾆ ｯ ｸ 効 果 で お 肌 の き め も よ り な め ら か に 見 え ま す 。）

も ち ろ ん 、長 袖 、帽 子 、日 傘 も と て も 有 効 な 紫 外 線 防 止 グ ッ ズ で す 。真 夏 日 の お 出 か け は 、是 非

使 っ て く だ さ い 。   

紫 外 線 の こ と  

食用発酵ｴﾀﾉｰﾙを主に、全ての成

分が食品添加物で作られた、食品に

かかっても安全な「業務用」除菌用ｱ

ﾙｺｰﾙ製剤です。食器・調理器具や

冷蔵庫・ｼﾝｸ等の除菌・防臭・防ｶﾋﾞ

に効果を発揮します。従来の70％の

ｱﾙｺｰﾙ製剤に比べ濃度を60％以下

に抑えながら、同様の高い除菌力を

もち、乾燥性にも優れています。手

作りｺｽﾒの容器の消毒に、手指の消

毒にご活用頂けます。★詰替えに

は、B011・B012 ス プ レ ー ボ ト ル 

500ml がお勧めです。 

ご注意：可燃物です。お取扱いには

充分ご注意下さい。/ｴﾀﾉｰﾙ製剤・食

品添加物/成分：ｴﾀﾉｰﾙ(57.2％)、ｸﾞﾘｾ

ﾘﾝ脂肪酸ｴｽﾃﾙ、ｸﾞﾙｺﾉﾃﾞﾙﾀﾗｸﾄﾝ、乳

酸ﾅﾄﾘｳﾑ、水/発売元：MCフードスペ

シャリティーズ㈱ 

LBN03 4400円（税込) 

メルフレッシュ5L  

粘土の皮膜作用と微粒子酸化チタ

ンの紫外線反射作用をベースにし

た「鉱物同士」の日焼け止めです。

肌をケアする植物エキスも配合さ

れ、年間通じてのベースクリームとし

てもお使い頂けます。石けんで洗え

ばすっきりと落ち、小さいお子様に

もおすすめです。汗をかいたり、強

い日ざしの時は2、3時間おきに塗り

直してください。/全成分：水､ｸﾞﾘｾﾘ

ﾝ、酸化ﾁﾀﾝ､ｺﾒﾇｶ油、モンモリロナ

イト、PCA-Na､ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ､ﾕｷﾉｼ

ﾀｴｷｽ､ｳｲｷｮｳ果実ｴｷｽ､ｵｳｺﾞﾝ根ｴｷ

ｽ､ｶﾌﾟﾘﾙ酸ｸﾞﾘｾﾘﾙ､BG、PCA、ｶﾝｿﾞ

ｳ抽出末、※ｱﾙﾐﾅ、※ｼﾞﾒﾁｺﾝ（※

は酸化ﾁﾀﾝ表面処理剤）  

製造販売元：㈱ボディクレイ 

SPF20 PA++ 

ねんどの日焼け対策 

H53 80g 1980円（税込)

H53B小10g 275円（税込) 

さらさらの使用感。お肌を乾燥から守る

天然保湿成分配合。肌なじみがよく、白

浮きを抑えます。石けんでも簡単に落と

せます。ご家族でお使いください。化粧

下地としてもお使いください。 

＊ 無香料、無着色、無鉱物油、紫外線

吸収剤不使用 

全成分：水、ﾐﾘｽﾁﾝ酸ｲｿｾﾁﾙ、BG、ｽﾃｱ

ﾛｲﾙｵｷｼｽﾃｱﾘﾝ酸ｵｸﾁﾙﾄﾞﾃﾞｼﾙ、酸化ﾁ

ﾀﾝ､ﾍﾟﾝﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ、ﾍﾞﾍﾆﾙｱﾙｺｰﾙ､ｽﾃ

ｱﾘﾝ酸ﾎﾟﾘｸﾞﾘｾﾘﾙ-4､ｸﾞﾘｾﾘﾝ､ｶｶｵ脂､ｼﾘ

ｶ、ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ｽｸﾛｰｽ､ﾋﾄﾞﾛｷｼﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾃﾞﾝ

ﾌﾟﾝﾘﾝ酸､酸化ｾﾘｳﾑ､ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ､ｽﾃ

ｱﾘﾝ酸､ｹﾞﾝﾁｱﾅ根ｴｷｽ、加水分解ｺﾗｰ

ｹﾞﾝ､ﾀﾝﾆﾝ酸､ｶﾝｿﾞｳ根ｴｷｽ､ﾗｯｶｾｲ種皮

ｴｷｽ､ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌培養溶解質､ｵｳｺﾞﾝ根ｴ

ｷｽ､ｱﾛｴﾍﾞﾗ葉ｴｷｽ､/容器：PE、PP/製

造販売元㈱彩生舎 

ファミリー 

UVクリーム  水の彩      
HS07 40g 1540円(税込) 

SPF20 / PA+  

化粧水、クリーム、美容液、シャンプー、自由自在の万能防腐剤です。ﾌｪﾉｷｼｴﾀ

ﾉｰﾙよりさらに低刺激（コンタクトレンズの洗浄液、赤ちゃんのおしりふき、シートマス

ク、まつげ美容液など粘膜や粘膜に近いところに使用でき、敏感肌の方に特にお

すすめです。）で、温度やpHの影響を受けないので、防腐効果が広く、そして少量

で効果を発揮します。 

★1,2-ﾍｷｻﾝｼﾞｵｰﾙの1/2の使用量で、とてもリーズナブル 

★海外では20年以上の使用実績があり、安心してご使用いただけます。 

★この成分は0.1％までの配合で効果があります。入れ過ぎにご注意ください。 

※100mlの化粧水に対して本品1g以内でご使用ください。 

※ハーブエキスなどの抽出にはハーブを含む100g対して本品2.5gを添加してから

抽出をはじめてください。加熱滅菌が不要になります。 

※クリームなど油分を含むものを作る時は、水分に本品を添加してから、油分と併

せてください。効果がよりよく発揮されます。 

※手作り化粧品は常温で1ヶ月保存可能となります。 

但し、目安ですので異臭や変色などが現れた場合はご使用をおやめください。 

※ご注意：品質に問題はなくそのままお使いいただけますが、ヒアルロン酸と併用

すると白濁、凝集することがあります。※開封後はお早めにお使いください。 

販売名：スキンケアエッセンスＨＧ/全成分：水、ポリアミノプロピルビグアニド（10％

水溶液）/ボトル仕様：茶遮光ガラス、ＣＡＰ、穴開き中栓：ＰＰ、ＰＥ/ 

発売元：㈲いまじん/製造販売元：㈲ 桜  

SA093A  10ml 1100円(税込) 

SA093B  50ml 2750円(税込)  スキンケア減菌エキスＨＧ 
10％水溶液 

ミネラルと美容成分でできた仕上げ用

パウダー。シルクとパールのパウダーが

きらめく美肌をつくり、ミネラル成分がテ

カリや化粧崩れを防ぎ、メイクしたての

美肌を長時間持続させます。石油系合

成界面活性剤、タール系色素、香料、

紫外線吸収剤不使用。/全成分：ﾀﾙｸ､

ﾏｲｶ､酸化ﾁﾀﾝ､ﾅｲﾛﾝ-12､ｼﾘｶ､ｼﾞｶﾌﾟﾘﾝ

酸ﾈｵﾍﾟﾝﾁﾙｸﾞﾘｺｰﾙ､ﾐﾘｽﾁﾝ酸亜鉛､ｽｸ

ﾜﾗﾝ､窒化ﾎｳ素、ﾃﾄﾗﾍｷｼﾙﾃﾞｶﾝ酸ｱｽｺ

ﾙﾋﾞﾙ､ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na､ﾏﾝﾀﾞﾘﾝｵﾚﾝｼﾞ果皮

ｴｷｽ､ｼﾙｸ､ﾗｳﾛｲﾙｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸ジ(ﾌｨﾄｽﾃﾘ

ﾙ/ｵｸﾁﾙﾄﾞﾃﾞｼﾙ)､ｲｿﾉﾅﾝ酸ｲｿﾄﾘﾃﾞｼﾙ､

ｽﾃｱﾘﾝ酸､ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ､水添ﾚｼﾁﾝ､BG､

水､ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ､水酸化Al、酸化鉄 

製造販売元㈱彩生舎 

心花の彩UV SPヴェー

ルフェイスパウダー 
SPF15 PA++ 

HS12 ｺﾝﾊﾟｸﾄｾｯﾄ  2805円（税込) 

HS13 ﾘﾌｨﾙ10g  1650円（税込) 

本品は99.5％以上の植物由来の発

酵エタノールです。植物成分の抽

出、香料の薄め液、手作り化粧水、

ハーブや生薬の漬け込み用にアロ

マランプのこびりつきに、50～70％

に薄めて除菌用にあれこれ使い回

しには1本必要ですね。精製水で

70％前後に薄めると、殺菌、消毒効

果が最も高いとされています。 

ご注意：火気厳禁です。お取り扱

い、保管にご注意ください。 

エタノール/エタノール99.5％以上

含む/CAP：PP、容器：PE、外装ﾌｨﾙ

ﾑ：PE/発売元：太陽製薬㈱ 

LBN09F  3850円（税込) 

植物発酵エタノール

（無水） 
500ml×2本セット 

エタﾉールがダメな方に朗報！グリ

セリンより、保湿性、防腐効果も期

待できる優れもの。話題のハーブ

化粧水の欠点として、エタノール使

用による乾燥があります。グリセリン

やベタインを多めに配合して、解決

できない場合は、ＢＧでハーブエキ

スを抽出して下さい。/保湿剤/販売

名：ﾓｲｽﾁｭｱﾍﾞｰｽBG/全成分：BG(ｱｾﾄ

ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞから合成される多価ｱﾙｺｰﾙ

類)/添加物：無し/容器：PE、PET/

発売元：㈲いまじん 

 製造販売元：㈲ 桜  

FG07A ミニ50ml  440円（税込) 

FG07E 500ml  1980円（税込) 

FG07F  1L   3400円（税込) 

1，3-ブチレングリコール 

UVクリームがSPF30にパワーアッ

プ。伸びも良くなりました。合成の紫

外線吸収剤、 合成界面活性剤を使

わず、 石けんで乳化したシンプルな

クリームです。日焼けによるしみ、そ

ばかすを防ぎ、お化粧下地としても

一年中お使いいただけます。さらっ

と塗れて、しっかり保湿でき、石けん

で洗い落とせます。/全成分：水､ﾌﾟﾛ

ﾊﾟﾝｼﾞｵｰﾙ､ｽｸﾜﾗﾝ､酸化ﾁﾀﾝ､ｸﾞﾘｾﾘ

ﾝ、カリ石ケン素地､ｼﾘｶ､ｽﾃｱﾘﾝ酸､

ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸､ﾍﾞﾍﾝ酸､ﾍﾞﾍﾆﾙｱﾙｺｰﾙ､

ｼｱ脂､ﾛｰｽﾞ水､加水分解ｼﾙｸ､ｶﾐﾂﾚ

花ｴｷｽ､ｶﾜﾗﾖﾓｷﾞｴｷｽ､ｺﾒﾇｶｴｷｽ､ｸﾞ

ﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸2K、ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ、ｴﾀﾉｰﾙ/

ボトル：PE、PP 

製造販売元：太陽油脂㈱ 

ﾊﾟｯｸｽナチュロン 

ＵＶクリーム  
SPF30 PA++ 

X71  45g   1430円（税込) 

 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b9%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%82%a2%e6%b8%9b%e8%8f%8c%e3%82%a8%e3%82%ad%e3%82%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/13-%e3%83%96%e3%83%81%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%88bg%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%a8%e3%82%bf%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%8f%e6%a4%8d%e7%89%a9%e6%80%a7%e7%99%ba%e9%85%b5%e3%82%a8%e3%82%bf%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%88%e7%84%a1%e6%b0%b4%ef%bc%89%ef%bc%92%e6%9c%ac/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%a8%e3%82%bf%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%ab%ef%bc%8f%e3%83%a1%e3%83%ab%e3%83%95%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5/
https://www.eco-imagine.com/product/%e5%bf%83%e8%8a%b1%e3%81%ae%e5%bd%a9%ef%bd%95%ef%bd%96-%ef%bd%93%ef%bd%90%e3%83%b4%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%91%e3%82%a6%e3%83%80%ef%bc%8d/
https://www.eco-imagine.com/product/%e6%97%a5%e7%84%bc%e3%81%91%e6%ad%a2%e3%82%81%ef%bc%8f%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%9f%e3%83%aa%e3%83%bcuv%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0-%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%bd%a9/
https://www.eco-imagine.com/product/%ef%bd%95%ef%bd%96%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e6%97%a5%e7%84%bc%e3%81%91%e6%ad%a2%e3%82%81%ef%bc%8f%e3%81%ad%e3%82%93%e3%81%a9%e3%81%ae%e6%97%a5%e7%84%bc%e3%81%91%e5%af%be%e7%ad%96/
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少し歪みめの外見がレトロな雰囲気

の厚め透明ガラスボトルです｡芳香

剤、アルコールや化粧水などの小

分けビンにおすすめです。 

サイズ：本体高さ：106.5×直径50ｍ

ｍ(口内径12.8mm)/重量約115g/材

質：（茶）ビン：ｿｰﾀﾞガラス/CAP、中

栓類：PP､PE/日本製/発売元：(有)

いまじん 

B28  本体のみ      110円 

B28A 中ﾎﾟﾘ栓+CAPｾｯﾄ   154円  
B28B 穴開き栓+CAPｾｯﾄ  154円 

B28C ﾄﾞﾛｯﾊﾟｰ+CAPｾｯﾄ 169円 

B28D スプレーセット   319円 

B28E  ポンプセット   419円 

※全て税込価格  

遮光ビン-LT 

100ml 

少し歪みめの外見がレトロな雰囲気

の厚め透明ガラスボトルです｡芳香

剤、アルコールや化粧水などの小

分けビンにおすすめです。 

サイズ：本体高さ：106.5×直径50ｍ

ｍ(口内径12.8mm)/重量約115g/材

質：ビン：ｿｰﾀﾞガラス/CAP、中栓類：

PP､PE/日本製/発売元：(有)いまじ

ん 

B491  本体のみ      185円 

B491A 中ﾎﾟﾘ栓+CAPｾｯﾄ   220円  
B491B 穴開き栓+CAPｾｯﾄ  220円 

B491C ﾄﾞﾛｯﾊﾟｰ+CAPｾｯﾄ 235円 

B491D スプレーセット   385円 

B491E  ポンプセット   485円 

※全て税込価格  

ガラス瓶-TK  

透明 100ml 

透け感も魅力の美しいグリーンガラ

スボトルです。芳香剤、アルコール

や化粧水などの小分けビンにおす

すめです。ぜひご活用ください。 

サイズ：本体高さ：106.5×直径50ｍ

ｍ(口内径12.8mm)/重量約115g/材

質：ビン：ｿｰﾀﾞガラス/CAP、中栓類：

PP､PE/日本製/発売元：(有)いまじ

ん 

B208  本体のみ      240円 

B208A 中ﾎﾟﾘ栓+CAPｾｯﾄ   275円  
B208B 穴開き栓+CAPｾｯﾄ  275円 

B208C ﾄﾞﾛｯﾊﾟｰ+CAPｾｯﾄ 290円 

B208D スプレーセット   440円 

B208E  ポンプセット   540円 

※全て税込価格  

グリーン 

エムボトル 100ml 

ｱﾝﾊﾞｰ(茶色)のﾘｰｽﾞﾅﾌﾞﾙ価格遮光

ﾋﾞﾝです｡使う分だけこまめに作っ

て｡手作りコスメやキャリアオイルの

保存にご活用下さい。 

材質：遮光タイプ（茶）ビン：ｿｰﾀﾞガ

ラス/CAP、中栓類：PP､PE 

本体高さ：91×直径44.2ｍｍ（口内

径12.8mm）/発売元：㈲いまじん 

B27  本体のみ        88円 

B27A 中ﾎﾟﾘ栓+CAPｾｯﾄ   132円  
B27B 穴開き栓+CAPｾｯﾄ  132円 

B27C ﾄﾞﾛｯﾊﾟｰ+CAPｾｯﾄ 147円 

※全て税込価格  

遮光ビン-LT 

60ml 

厚みのある遮光性の高いエッセン

シャルオイルにお勧めのボトルで

す。芳香剤、アルコールや化粧水な

どの小分けビンにおすすめです。 

材質：遮光タイプ（茶）ビン：ガラス/

CAP、ドロッパー：PP/本体高さ：87

×直径40ｍｍ（いずれも口内径

12.8mm）/発売元：㈲いまじん 

B107  本体のみ       220円 

B107A 中ﾎﾟﾘ栓+CAPｾｯﾄ   240円  
B107B 穴開き栓+CAPｾｯﾄ  240円 

B107C ﾄﾞﾛｯﾊﾟｰ+CAPｾｯﾄ 255円 

※全て税込価格  

アンバーグラス 

50ml 

ｱﾝﾊﾞｰ(茶色)のﾘｰｽﾞﾅﾌﾞﾙ価格遮光

ﾋﾞﾝです｡使う分だけこまめに作っ

て｡手作りコスメやキャリアオイルの

保存にご活用下さい。 

材質：遮光タイプ（茶）ビン：ｿｰﾀﾞガ

ラス/CAP、中栓類：PP､PE 

本体高さ：75.5×直径35.5ｍｍ（口

内径12.8mm）/発売元：㈲いまじん 

B94  本体のみ        83円 

B94A 中ﾎﾟﾘ栓+CAPｾｯﾄ   127円  
B94B 穴開き栓+CAPｾｯﾄ  127円 

B94C ﾄﾞﾛｯﾊﾟｰ+CAPｾｯﾄ 142円 

※全て税込価格  

遮光ビン-LT 

30ml 

ｱﾝﾊﾞｰ(茶色)のﾘｰｽﾞﾅﾌﾞﾙ価格遮光

ﾋﾞﾝです｡使う分だけこまめに作っ

て｡手作りコスメやキャリアオイルの

保存にご活用下さい。 

材質：遮光タイプ（茶）ビン：ｿｰﾀﾞガ

ラス/CAP、中栓類：PP､PE 

本体高さ：66×直径32.5ｍｍ（口内

径12.8mm）/発売元：㈲いまじん 

B97  本体のみ        77円 

B97A 中ﾎﾟﾘ栓+CAPｾｯﾄ   121円  
B97B 穴開き栓+CAPｾｯﾄ  121円 

B97C ﾄﾞﾛｯﾊﾟｰ+CAPｾｯﾄ 136円 

※全て税込価格  

遮光ビン-LT 

20ml 

厚みのある遮光性の高いエッセン

シャルオイルにお勧めのボトルで

す。芳香剤、アルコールや化粧水な

どの小分けビンにおすすめです。 

材質：遮光タイプ（茶）ビン：ｿｰﾀﾞガ

ラス/CAP、中栓類：PP､PE/本体高

さ：56×直径28ｍｍ/（口内径

12.8mm）/発売元：㈲いまじん 

B101  本体のみ       150円 

B101A 中ﾎﾟﾘ栓+CAPｾｯﾄ   170円  
B101B 穴開き栓+CAPｾｯﾄ  170円 

B101C ﾄﾞﾛｯﾊﾟｰ+CAPｾｯﾄ 185円 

※全て税込価格  

アンバーグラス 

10ml 

遮光ビンLT、エムボトル、ガラス瓶-

TK 各100ｍｌ用の部品です。 

ﾜﾝﾌﾟｯｼｭ目安はスプレー：吐出量

0.075cc、ポンプ：吐出量0.15cc/材

質：PP、PE（日本製） 

※弊社指定の（口内径12.8mm）ボト

ル専用部品です。他社製品に適合

しないことがありますので、転用はお

やめください。※内容液の粘度、液

性などにより、作動しなくなることが

あります。 
※この部材2種のばら売り（単独販売）

は終了致しました。 

右：ポンプヘッド 

左：スプレーヘッド 

深いブルーが美しいB36と透明タイ

プB37のガラスボトルとポンプヘッド

のセットです。30mlサイズです。 

本体のみお求め頂き、B30～33の

各部品とセット可能です。 

材質：ビン：ガラス/ポンプ：PP、PE

（日本製）/本体高さ：82×直径32ｍ

ｍ（口内径12.8mm）発売元：㈲いま

じん 

B46C  コバルト 528円（税込） 

B47C クリアー 528円（税込） 

ラインボトル+ポンプセット   

★本体価格はこちら★ 

B46  コバルト本体のみ 231円（税込） 

B47 クリアー本体のみ 231円（税込） 

B30 キャップ（黒色） ・ B30W キャップ（白色） 各33円（税込）      

B31 ドロッパー中栓 22円（税込） 

精油用ボトルに添付の、1滴ずつ滴下するタイプ、取り外し時変形します。再

使用不可。注：ドロッパー1滴は約0.05mlを「目安」にして下さい。 

（正確に測ることはできません） 

B32 穴開きポリ栓 16円（税込）  
計量できませんが滴下でき、付け外し可能。 

B33 中ポリ栓 16円（税込）  

落とし込みタイプです。滴下はできません。付け外し可能。 

 

遮光ビン（20～100ml）アンバーグラス（10・50ml）、B46～47ラインボトル共通

部品のばら売り用です。 付け替え用にご活用ください。（口内径12.8mm専

用）B30～B33/材質：中栓、ｷｬｯﾌﾟ：PE、PP/発売元：㈲いまじん 

※弊社指定の（口内径12.8mm）ボトル専用部品です。他社製品に適合しな

いことがありますので、転用はおやめください。 

B30   B30W 

ｷｬｯﾌﾟ 黒 ｷｬｯﾌﾟ 白 

B31 

ﾄﾞﾛｯﾊﾟｰ 

B32 

穴開き栓 

B33 

中ﾎﾟﾘ栓 

https://www.eco-imagine.com/product/%e9%81%ae%e5%85%89%e7%93%b620ml%e3%83%bb30ml%e3%83%bb60ml%e3%83%bb100ml/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%9c%e3%83%88%e3%83%ab%ef%bc%8f-%e3%82%ac%e3%83%a9%e3%82%b9%e7%93%b6-tk%e9%80%8f%e6%98%8e100ml/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b0%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%a8%e3%83%a0%e3%83%9c%e3%83%88%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%9c%e3%83%88%e3%83%ab%ef%bc%8f%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%82%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e9%81%ae%e5%85%89%e7%93%b620ml%e3%83%bb30ml%e3%83%bb60ml%e3%83%bb100ml/
https://www.eco-imagine.com/product/%e9%81%ae%e5%85%89%e7%93%b620ml%e3%83%bb30ml%e3%83%bb60ml%e3%83%bb100ml/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%83%88%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%97%e4%b8%ad%e6%a0%93/
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手作り必携グッズ、レンジに湯煎に

大活躍。食器洗い洗浄機対応。ご

活用ください。ちょっとレトロな雰囲

気でインテリア小物としても人気で

す。 

※目盛は、目安です。 

※直火不可です。ご注意ください。 

  

素材・成分：耐熱ガラス 

B44：サイズ：幅66×奥55×高73mm 
日本製/発売元：HARIO株式会社 

B44 100ml 495円（税込） 

 

HARIOビーカー 

リーズナブルなトリガータイプ（ガンタイ

プ）のスプレー容器です。アルコール製

剤、消毒用アルコールの詰め替えに、セ

スキ炭酸ソーダ水、クエン酸水用にもお

すすめ！底面積が広いので安定感があ

ります。ボトルは半透明のナチュラルホワ

イト、残量もわかりやすい。トリガーが長め

で持ちやすいヘッドはスケルトンタイプ。 

どこに置いても様になります。スプレーは

霧状に噴出、ON/OFF切り替え付きで

す。/LB011：底面直径約67×106mm（全

体の）高さ約215mm/LB012 丸形：φ約

68（全体の）高さ約215mm/材質：本体：

PE ：スプレー：PE、PP 

日本製/発売元：(有)いまじん 

LB011 308円（税込）     

 LB012 丸形 308円（税込） 

スプレーボトル 500ml 

たおさん石けん講座でおなじみ。お

持ち帰り用に最適の容器です。 

耐水性・耐油性に優れたｼｰﾑﾚｽ

（継ぎ目の無い）、保温性がありなが

ら、余分な蒸気を逃がす構造で、元

来はHOT＆WETのﾌｰﾄﾞｺﾝﾃﾅで

す。成型済みで組み立て不要、ふ

たを閉めるだけ。石けんの型出し

は、折り目を開くだけ、簡単です。 

持ち運びに便利なハンドルが何気

にかわいいデザイン。ハーフ（２５０

g）バ ッ チ を 入 れ る の に 重 宝 し ま

す。/容量16oz(450ml)/サイズ容器上

面 90×75mm /底部 75×55mm /高さ 

85mm /素材・成分：紙、針金/耐熱温

度70℃/電子レンジ不可/USA製/  

  発売元：(有)いまじん 

B806  16oz   110円(税込） 

B806B 10個ｾｯﾄ 990円(税込） 

ハンドル付き

モールド  

密閉できる中ふた付、医療用のク

リーム（ナンコー）瓶として使われる

た っぷりめの リーズナブルガラス

ジャーです。手作りコスメにご活用く

ださい。 

※耐熱ガラスではありません。電子レ

ンジ、直火の使用はおやめ下さい。  

 

本体容器：茶ソーダガラス/CAP、中

ふた：PP、PE(中国製)/発売元：㈲い

まじん 

B82 100ml 410円（税込） 

茶遮光ナンコー瓶/中蓋付 

プロ仕様の柄部分も全てシリコン

製、継ぎ目もない一体型で衛生的で

す。もちろん耐熱温度230℃と、熱に

強く、ホットプロセスやリキッドソープ

作りに大活躍間違いなし！もちろん

お料理にもどうぞ。 

（ヘラ部分は固めです。はね返りに

は充分ご注意下さい。） 

★食器洗い乾燥機使用可能です。 

 

 サイズ:57×264×14mm、本体重

量:98g ／材質 材質：シリコンゴム

（耐熱温度230℃）／ブランド：タイ

ガークラウン/発売元 (有)いまじん 

B503   1540円（税込）   

シリコンスパチュラ/一体型 

少量用のクリーム容器です。美しい

コバルトブルーのガラス製で、高級

感があります。蓋色はシルバーで

す。手作りコスメにご活用ください。 

※耐熱ガラスではありません。電子

レンジ、直火の使用はおやめ下さ

い。 

サイズ：φ44×高さ40mm/本体容

器：ソーダガラス/CAP：プラスチッ

ク、PE(中国製)/発売元：㈲いまじん 

 

B81 30ml  440円（税込） 

 

ｺﾊﾞﾙﾄジャー/ｼﾙﾊﾞｰCAP 

アンバー（茶色）のリーズナブル価格

遮光ビンです。液切れ抜群、オイル

類の小分け保存に、オイル、精油類

のブレンドにご活用ください。また、

密閉性が高いのでご旅行などの携

帯用にもお奨めです。※B30～34の

部品類との共用はできません。 

材質：茶色遮光瓶：ソーダガラス/中栓

なし、ｷｬｯﾌﾟ（黒色）：PE、PP 

B40本体高さ：100×直径41ｍｍ/

B41本体高さ：114.5×直径52ｍｍ

（いずれも口内径9.5mm）/発売元：㈲

いまじん 

B40 60ml  363円（税込） 

B41 120ml 407円（税込） 

フローボトル（アサガオ瓶） 

ちょっとおしゃれなレリーフの入っ

た、使い易いスクリューキャップのガ

ラス瓶。側面には200mlまでの簡易

目盛も付いてます。本体はわずか

に楕円形で、とても持ちやすい形。

ジャムの保存、ハーブ浸出などいろ

いろお使いいただける食品用保存

瓶です。/★高温充填・高温殺菌に

対応（蓋は高温不可です） 

素材・成分：ソーダガラス 色調：クリ

アー/+スクリューキャップ 色調：シ

ルバー/容量：272ｍｌ（満量）/サイ

ズ：高さ：108ｍｍ×直径：72ｍｍ（短

辺66ｍｍ）/口内径:50ｍｍ/日本製/

販売元：（有）いまじん  

B524 200ml 220円(税込） 

キュート 

グラス 

ヘッドがくるくる回る、ロールオンタイ

プです。みつろうを使わない、簡単

リップオイルや、こちらも簡単、精油

をオイルで希釈したオリジナル香水

などにご活用ください。携帯に便利

なミニサイズです。B534A・Cはフロス

ト(すりガラス)タイプで、滑りにくく、柔

らかな雰囲気。B534Bは、透明ガラ

スです。ＣＡＰ色は全て白色/容量：

10ｍｌ/サイズ:高さ82×直径20mm/本

体重量:約25g /素材・成分：CAP・ロー

リングボール：PP.PE/本体：ガラス/

USA製 /発売元 (有)いまじん 

B534A ホワイト 286円（税込） 

B534B  クリア 198円（税込） 

B534C コバルト 286円（税込） 

ロールオンボトル 10ml 

軽くて丈夫。携帯に便利な50mlPE

ボトルです。本体が弾力のある素材

で、中身も出しやすく、シンプルなワ

ンタッチキャップは、片手開閉OK。

ハンドジェル、ローション、リキッド

ソープなどの小分けに、打ってつけ

の詰替え容器です。 

容量：50ml/サイズ：高さ約8.5×直

径約3.5cm（口径約1.7cm）/本体：半

透明/キャップ：ホワイト/材質：PE（ポ

リエチレン）★アルコール対応★/重

量: 約9 g/日本製/発売元：(有)いま

じん 

B480  1本 110円（税込） 

B480B 10本セット 990円（税込） 

B480C 20本セット 1870円（税込） 

PEワンタッチ

キャップボトル

50ml 

取っ手のある内蓋付きで、持ち歩き

にも対応。市販の化粧品容器にもよ

く使用されている、すっきりとした

フォルム、透明感のあるナチュラル

ホワイトカラー。おしゃれです。手作

りクリームやジェルにぴったりです。 

 

直径：約56.5mm×高さ（CAP含む）

30.0mm/材質：本体、キャップ：PP 

内蓋：PE/日本製/発売元：(有)いま

じん 

B224  1個    320円（税込） 

B224A 5個ｾｯﾄ  1540円（税込） 

B224B 10個ｾｯﾄ 2970円（税込） 

クリームジャー 30ml/ミスティ 

取っ手のある内蓋付きで、持ち歩き

にも対応。市販の化粧品容器にもよ

く使用されている、すっきりとした

フォルム、透明感のあるナチュラル

ホワイトカラー。おしゃれです。手作

りクリームやジェルにぴったりです。 

 

直径：約56.5mm×高さ（CAP含む）

30.0mm/材質：本体、キャップ：PP 

内蓋：PE/日本製/発売元：(有)いま

じん 

B225  1個    355円（税込）

B225A 5個ｾｯﾄ  1700円（税込） 

B224B 10個ｾｯﾄ 3300円（税込） 

クリームジャー 60ml/ミスティ 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%88%e3%83%ab%ef%bc%88%e3%82%a2%e3%82%b5%e3%82%ac%e3%82%aa%e7%93%b6%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%ac%e3%83%a9%e3%82%b9%e7%93%b6%ef%bc%8f%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%82%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%ef%bc%8f%e3%82%b3%e3%83%90%e3%83%ab%e3%83%88%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc-%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%83%90%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%9c%e3%83%88%e3%83%ab%ef%bc%8f%e8%8c%b6%e9%81%ae%e5%85%89%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b3%e3%83%bc%e7%93%b6/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%9c%e3%83%88%e3%83%ab%ef%bc%8f%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%88%e3%83%ab500ml/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%bc%ef%bc%8f-%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%83%88%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%ef%bc%8f%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%ab%e4%bb%98%e3%81%8d%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89/
https://www.eco-imagine.com/product/pe%e3%83%af%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%81%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%9c%e3%83%88%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%93%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%ef%bc%8fhario%e3%83%93%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b9%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%a9%ef%bc%8f%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%91%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%a9/


理化学実験用品です。クエン酸２粒

など、ほんの微量をすくいとりたい

時、少量の化粧水を作る時にも、細

口ビンに直接材料を入れてかき混

ぜたり、マドラー代わりにとても便利

な、極細サイズの薬さじです。手作

り派必携グッズ。先丸スプーンの反

対側はヘラ状になっています。 
材質：18-8ステンレス（SUS306）/サイ

ズ：210×50㎜(ｽﾌﾟｰﾝ部の最大巾)/発

売元：㈲いまじん 

B603 21cm 440円（税込）  

 

ミクロスパーテル  

容器・道具類 

20 

お手軽な使い捨てスポイトです。手

作りコスメ、アロマにご活用下さい。 

 

注：ワンプッシュ約1ml用です。（正

確に測ることはできません） 

 

材質：LDPE（低密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ）/全

長：120mm/発売元：㈲いまじん 

B17A  5本セット 187円（税込）

B17B 10本セット 352円（税込） 

ピペット(ポリスポイト) 

1cc以下の少量用計量スプーン。 

0.1cc､0.25cc､0.5cc､1ccの4サイズ

が揃った便利なセット。ステンレス18

-8、極厚タイプでとても丈夫、かなり

正確です。手作りコスメには欠かせ

ないセットですね。 

 

材質：18-8ステンレス極厚タイプ 

サイズ：20×133×10mm、全重量

30g/ブランド：WADASUKE/発売

元：㈲いまじん 

B68 1100円（税込） 

1cc以下計量ｽﾌﾟｰﾝ/4本ｾｯﾄ 
マイカやネオンカラーなど、ほんの

少量をはかりたい素材にお役立ち。 

使い捨てタイプですが、1色ごとに1

本と決めて、一緒に保管すれば、い

ちいち洗わずに済むので、長持ち

も可能。☆スプーンと柄のつなぎ目

が一番折れやすいので、特にご注

意ください。 

 

計量スプーン使い捨てタイプ/材

質 ： ポリ スチ レン / ｻ ｲ ｽ ﾞ ： 11.5 ×

63mm/容量：0.1ml/発売元：㈲いま

じん 

B604C 20本セット 440円(税込） 

B604D 100本セット 1650円(税込） 

ディスポスプーン 

・丸型/0.1ml 

↑ 0.1mlサイズ  

理化学実験用品です。反対側の持

ち手の所も小さなｽﾌﾟｰﾝ形状で。と

にかく便利、磨耗に強いのでかき混

ぜて、すくって、使い勝手よし。活躍

すること間違いなしの手作り派必携

グッズ。もちろんお料理にもどうぞ。 

材質：ステンレス（SUS410）※18-8よ

り磨耗に強い特性があります。/サイ

ズ：各全長×2.3cm(ｽﾌﾟｰﾝ部の最大

巾)/発売元：㈲いまじん 

B601 Ｍ/16.5cm 310円（税込） 

B602 Ｌ/18cm  430円（税込） 

薬さじ  

医療用の薬包紙です。★500枚包

はそのまま医療用としておつかいい

ただけます。手作り石けんの包装に

は最適の薄さと大きさのパラフィン

紙。どうぞご活用下さい。どちらかの

長さが5cm、厚み2.5cmまでの石け

んならキャラメル包みになります。少

量の材料を秤に載せる時にもおす

すめです。 
※品番Ａの「約」100枚の表示は、重量で

小分けする為、枚数に若干誤差が生じま

す。あらかじめご了承下さい。 
材質：グラシン紙（30.5ｇ/㎡）/サイズ：

150×150mm/発売元：㈲いまじん 

B733A 約100枚  440円（税込） 

B733Ｂ 500枚  1430円（税込） 

薬包紙(パラフィン)150×150mm 

医療用の薬包紙を原料として、 

いまじんオリジナルサイズにカットし

ました。手作り石けん包装には最適

の薄さと大きさの湿気を防止する効

果のあるパラフィン紙。どうぞご活用

下さい。牛乳パック型で作った100

～120gでもキャラメル包みになりま

す。少量の材料を秤に載せる時に

もおすすめです。 
※品番Ａの「約」100枚の表示は、重量で

小分けする為、枚数に若干誤差が生じま

す。あらかじめご了承下さい。 
材質：グラシン紙（30.5ｇ/㎡）/サイズ：

180×180mm発売元：㈲いまじん 

B734A 約100枚  528円（税込） 

B734Ｂ 500枚  1925円（税込） 

薬包紙(パラフィン)180×180mm 

ハンドメイドのリップクリームや口紅

の容器です。回すと出てくる繰出し

式のチューブです。 

 

 

材質：PP/サイズ：直径1.5cm×高さ

6.7cm/容量：約4.5cc（USA製）/発

売元：㈲いまじん 

B21   1本    110円（税込） 

B21A   5本セット  528円（税込）

B21B  10本セット  990円（税込） 

リップチューブ 

石けんづくりにぴったりな深型ステ

ンレスボウル。泡立てや混ぜ込みが

しやすく、直火にもかけられるので、

ホットプロセスにも透明石けんにも

お役立ち。満水容量4Lですから、 

500g～1ｋgバッチでも余裕です。 

 

材質：ステンレス鋼/サイズ：260×

260×高さ130mm/重量：240g/日本

製/ブランド：貝印/発売元：有限会

社いまじん 

ステンレスボール深型/24cm 

B605 1650円（税込） 復元性に優れた肉厚なビンが特徴

の高品質油さし。マシンオイル等の

工業用潤滑油に適しています。 

先端ノズルが細く、長めなので、狭

い個所でも楽に注入することができ

ます。油以外でも、水、薬品、液体

せっけん、接着剤などにご利用頂け

ます。 

ご注意：火のそばや高熱の所に置

かないでください。耐熱温度 ８０℃ 

容量:180ml/サイズ:206mm×58mm

(ノズル長さ:110mm)/材質：PE・PP/

重量:25ｇ/日本製/発売元：(株)フル

プラ 

LB807 165円（税込） 

 

フルプラ ジェット

オイラー スター 

タテ型 NO.200 

ビンやプラ容器の代わりに使用できる

キャップ付きの袋です。ハイガスバリア

のアルミ箔を使用、ボイル殺菌、冷凍

ができます。キャリアオイルの小分け保

存におすすめです。気密性に優れた

改ざん防止のセキュリテイキャップ仕様

で、オイル以外にもリキッドソープ、消

臭剤、ハンドソープ、化粧水小分け保

存にご活用ください。【使用方法】口内

径（注ぎ口）10mmに注意して、小さ目ミ

ニロートをご用意の上、マチをしっかり

広げてから、ゆっくり注いでください。/

サイズ：幅90mm マチ幅27mm 高さ

120mm（cap含む145mm）/口内径（注

ぎ口内径）10mm/容量：100ml/素材・

材質：PET､AL､ONY､LLDPE/ボイル

殺菌対応：85℃・30分/冷凍対応： 

-40℃/発売元カウパック 

ZXDP10  110円（税込） 

 

夢パックDP10 
キャップ付アルミスタン

ド袋、セキュリティ仕様  

 これは便利！ワンタッチキャップの

振出し式容器です。重曹、漂白剤、

粉石けん、クレンザー、何でも詰め

替えて、使いたいですね。各名前

シールもついています。 

 

 

X41 220円（税込） 

直径6.5×高さ19cm 

パックス粉用ボトル 

この仕様は
お取扱いを終了致しました。
長らくのご愛顧ありがとうご
ざいました。

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%96/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%96%ac%e5%8c%85%e7%b4%99%e3%83%91%e3%83%a9%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%96%ac%e3%81%95%e3%81%98/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%94%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%a8%88%e9%87%8f%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%bc%e3%83%b3%ef%bc%8f%ef%bc%91cc%e4%bb%a5%e4%b8%8b%e8%a8%88%e9%87%8f%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%bc%e3%83%b3-%ef%bc%94%e6%9c%ac%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%bc%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%96%ac%e3%81%95%e3%81%98%ef%bc%8f%e3%83%9f%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e5%a4%a2%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%afdp10/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%9c%e3%82%a6%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%83%bc/
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シリコンモールド 

ハート12ｹ取 

柔軟な素材ｼﾘｺﾝを生かした焼き

型。230度～-40度まで幅広い温度

に対応できるため、焼き菓子からｱｲ

ｽｸﾘｰﾑ作りまで楽しめます。もちろ

ん石けん型にもお奨め！油を引か

なくても焦げ付きなく、押し出すだけ

で簡単に型から取り出せます。柔ら

かいので取れにくい内側の汚れも

ひっくり返して洗うことができます。

繰り返しの焼成に耐え、サビつきが

ありません。 
製菓用焼き型/材質：ｼﾘｺﾝ/ｻｲｽﾞ：約

295×175×20 ｍｍ/12ヶ取：一個のｻ

ｲｽﾞ上50×下45×20ｍｍ/一個の容積

約40g（中国製）/★食品衛生法適合

★/発売元：有限会社いまじん  

B573  600円(税込） 

柔軟な素材ｼﾘｺﾝを生かした焼き

型。230度～-40度まで幅広い温度

に対応できるため、焼き菓子からｱｲ

ｽｸﾘｰﾑ作りまで楽しめます。もちろ

ん石けん型にもお奨め！油を引か

なくても焦げ付きなく、押し出すだけ

で簡単に型から取り出せます。柔ら

かいので取れにくい内側の汚れも

ひっくり返して洗うことができます。

繰り返しの焼成に耐え、サビつきが

ありません。 
製菓用焼き型/材質：ｼﾘｺﾝ/ｻｲｽﾞ：約

290×175×30mm/6ヶ取：一個のｻｲｽﾞ

約φ75mm/一個の容積約100g（中国

製）/★食品衛生法適合★/発売元：

有限会社いまじん  

B575  600円(税込） 

シリコンモールド/

サンフラワー 

6ヶ取 

柔軟な素材ｼﾘｺﾝを生かした焼き

型。230度～-40度まで幅広い温度

に対応できるため、焼き菓子からｱｲ

ｽｸﾘｰﾑ作りまで楽しめます。もちろ

ん石けん型にもお奨め！油を引か

なくても焦げ付きなく、押し出すだけ

で簡単に型から取り出せます。柔ら

かいので取れにくい内側の汚れも

ひっくり返して洗うことができます。

繰り返しの焼成に耐え、サビつきが

ありません。 
製菓用焼き型/材質：シリコン/サイズ：

約278×175×25mm/一個のサイズ約

φ 65mm/ 一 個 の 容 積 約 90g/（中 国

製）/★食品衛生法適合★/発売元：

有限会社いまじん  

B571  600円(税込） 

シリコンモールド/

マーガレット 

6ヶ取 

シリコンモールド/

ミニフラワー 

8ヶ取 

柔軟な素材ｼﾘｺﾝを生かした焼き

型。230度～-40度まで幅広い温度

に対応できるため、焼き菓子からｱｲ

ｽｸﾘｰﾑ作りまで楽しめます。もちろ

ん石けん型にもお奨め！油を引か

なくても焦げ付きなく、押し出すだけ

で簡単に型から取り出せます。柔ら

かいので取れにくい内側の汚れも

ひっくり返して洗うことができます。

繰り返しの焼成に耐え、サビつきが

ありません。 
製菓用焼き型/材質：ｼﾘｺﾝ/ｻｲｽﾞ：約

190×100×30mm/8ヶ取：一個のｻｲｽﾞ

約φ30と40mm/（中国製）/★食品衛

生法適合★/発売元：有限会社いまじ

ん  

B561  400円(税込） 

柔軟な素材ｼﾘｺﾝを生かした焼き型。

230度～-60度まで幅広い温度に対

応できるため、焼き菓子からｱｲｽｸﾘｰ

ﾑ作りまで楽しめます。もちろん石け

ん型にもお奨め！油を引かなくても

焦げ付きなく、押し出すだけで簡単

に型から取り出せます。柔らかいの

で取れにくい内側の汚れもひっくり

返して洗うことができます。繰り返し

の焼成に耐え、サビつきがありませ

ん。 

製菓用焼き型/材質：ｼﾘｺﾝ/ｻｲｽﾞ：約

190×100×25mm/8ヶ取：一個のｻｲ

ｽﾞφ40mm/（中国製）/★食品衛生法

適合★/発売元：有限会社いまじん  

B576  400円(税込） 

シリコンモールド/

アニマルミニ 

8ヶ取 

シリコンモールド/

ゼリー型   

6ヶ取 

柔軟な素材ｼﾘｺﾝを生かした焼き

型。230度～-40度まで幅広い温度

に対応できるため、焼き菓子からｱｲ

ｽｸﾘｰﾑ作りまで楽しめます。もちろ

ん石けん型にもお奨め！油を引か

なくても焦げ付きなく、押し出すだけ

で簡単に型から取り出せます。柔ら

かいので取れにくい内側の汚れも

ひっくり返して洗うことができます。

繰り返しの焼成に耐え、サビつきが

ありません。 
製菓用焼き型/材質：ｼﾘｺﾝ/ｻｲｽﾞ：約

295×170×40mm/6ヶ取：一個のｻｲｽﾞ

上75×下40×40ｍｍ/（中国製）/★食

品衛生法適合★/発売元：有限会社

いまじん  

B577  600円(税込） 

シリコンモール

ド/ハートミニ  

１５ヶ取 

柔軟な素材ｼﾘｺﾝを生かした焼き

型。230度～-40度まで幅広い温度

に対応できるため、焼き菓子からｱｲ

ｽｸﾘｰﾑ作りまで楽しめます。もちろ

ん石けん型にもお奨め！油を引か

なくても焦げ付きなく、押し出すだけ

で簡単に型から取り出せます。柔ら

かいので取れにくい内側の汚れも

ひっくり返して洗うことができます。

繰り返しの焼成に耐え、サビつきが

ありません。 
製菓用焼き型/材質：ｼﾘｺﾝ/ｻｲｽﾞ：約

190×100×25mm/15ヶ取：一個のｻｲ

ｽﾞ上30×25ｍｍ/（中国製）/★食品衛

生法適合★/発売元：有限会社いまじ

ん  

B562  400円(税込） 

シリコンモール

ド/フラワー

8ヶ取 

柔軟な素材ｼﾘｺﾝを生かした焼き

型。230度～-40度まで幅広い温度

に対応できるため、焼き菓子からｱｲ

ｽｸﾘｰﾑ作りまで楽しめます。もちろ

ん石けん型にもお奨め！油を引か

なくても焦げ付きなく、押し出すだけ

で簡単に型から取り出せます。柔ら

かいので取れにくい内側の汚れも

ひっくり返して洗うことができます。

繰り返しの焼成に耐え、サビつきが

ありません。 
製菓用焼き型/材質：ｼﾘｺﾝ/ｻｲｽﾞ：約

295×175×40mm8ヶ取：一個のｻｲｽﾞ

約上65-下55ｍｍ一個の容積約90g

（中国製）/★食品衛生法適合★/発

売元：有限会社いまじん  

B574  600円(税込） 

シリコン型 

金魚鉢セット 

柔軟な素材ｼﾘｺﾝを生かした製菓

型。金魚鉢をモチーフにした、涼し

げで愛らしい冷菓がつくれます。冷

菓用ですが、耐熱温度230℃です。

焼き菓子もOK。レシピブック付き。と

うめい石けんのアレンジにもおすす

め。 

製菓用焼き型/材質：ｼﾘｺｰﾝ(耐熱温

度230℃、耐冷温度-40℃)/ｻｲｽﾞ：約

170×103×32mm/6ヶ取：（中国

製）/★食品衛生法適合★/発売元：

貝印株式会社 

B691 825円（税込） 

 手作り石けん、手作りコスメ用

にいろんな道具、容器を揃えま

した。どうぞご活用下さい。  

そして、手作り石けんは基本を

マスターすることがとても大事で

す。 作ってみたい！や、教え

てほしい、もっと情報が欲しい、

には、 「キッチンでつくる自然

化粧品」などでおなじみ、 

たおさんことスーパーカリスマ

ソーパー小幡有樹子さんのサイ

トへ、どうぞ。 

http://taosoap.jp/ 

 

フェイスブックやインスタ、ピンタ

レストなど多彩に情報発信され

ています。教室の案内もあるの

で、直接ご指導いただけるチャ

ンスもあります。 

シリコン 

モールド 

プチローズ
15ｹ取 

柔軟な素材ｼﾘｺﾝを生かした焼き

型。230度～-40度まで幅広い温度

に対応できるため、焼き菓子からｱｲ

ｽｸﾘｰﾑ作りまで楽しめます。もちろ

ん石けん型にもお奨め！油を引か

なくても焦げ付きなく、押し出すだけ

で簡単に型から取り出せます。柔ら

かいので取れにくい内側の汚れも

ひっくり返して洗うことができます。

繰り返しの焼成に耐え、サビつきが

ありません。 
製菓用焼き型/材質：ｼﾘｺﾝ/ｻｲｽﾞ：約

300×175×25mm/15ヶ取：一個のｻｲ

ｽﾞ約φ40mm/一個の容積約30g（中国

製）★食品衛生法適合★/発売元：有

限会社いまじん  

B572  600円（税込） 

シリコン 

モールド 

ビッグローズ 

柔軟な素材ｼﾘｺﾝを生かした焼き

型。230度～-40度まで幅広い温度

に対応できるため、焼き菓子からｱｲ

ｽｸﾘｰﾑ作りまで楽しめますが、容量

約1500ｍｌとビッグサイズなのでスポ

ンジケーキ向きです。油を引かなく

ても焦げ付きなく、押し出すだけで

簡単に型から取り出せます。柔らか

いので取れにくい内側の汚れも

ひっくり返して洗うことができます。

繰り返しの焼成に耐え、サビつきが

ありません。 
製菓用焼き型/材質：ｼﾘｺﾝ/ｻｲｽﾞ：約

100×直径240mm/容量約1500ml（中

国製）★食品衛生法適合★/発売元：

有限会社いまじん  

B565  600円（税込） 

https://www.eco-imagine.com/product/%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93%e5%9e%8b%e3%81%ab%e3%82%82%e3%81%8a%e5%a5%a8%e3%82%81%ef%bc%8f%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93%e5%9e%8b%e3%81%ab%e3%82%82%e3%81%8a%e5%a5%a8%e3%82%81%ef%bc%8f%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e5%9e%8b-%e9%87%91%e9%ad%9a%e9%89%a2%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88/
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スキンケア ～ 芳香蒸留水 ・ ヒアルロン酸～ 

朝摘みのダマスカスローズをたっぷ

り使ってハンドメイドしたピュアで香

り豊かなバラ水です。 化粧水として

普通肌、脂性肌、敏感肌など様々

なタイプにお使いいただけます。ま

た、ｺﾛﾝ、ﾘﾈﾝｳｫｰﾀｰ、ﾙｰﾑﾌﾚｸﾞﾗﾝｽな

ど、バラの香りを生かして様々な用

途でお使いいただけます。 

※一年に一度モロッコで蒸留してい

ます。 

化粧水/全成分：ダマスクバラ水（モ

ロッコ産ROSA DAMASCENA ）/容

器：ボトル：ガラス/ｾｲﾌﾃｨｸﾘｯﾌﾟ、ス

プレーﾎﾟﾝﾌﾟ部：PP、PE/製造販売

元：㈱ナイアード 

HE07 100ml 

2200円（税込）  

ナイアード 

朝摘みばら水  

4種のナチュラルな原料の働きで、と

てもリッチな使い心地。リップとして、

爪や手のお手入れ、かかとやひじ

の荒れにも。木製（シソー）の器はハ

ンドメイド。使い終わったら磨いてア

クセサリー入れなどにご利用くださ

い。 ﾘﾆｭｰｱﾙ後、強い清涼感が軟ら

かくなり、ハーブと樹木の甘く優しい

香りをより感じるようになりました。 

※夏季（6～9月）はお休みのアイテ

ムです。 

リップバーム/全成分：ヒマワリ油、ミ

ツロ ウ（ネ パー ル産）、香 料 (高 原

シャクナゲの精油)/容器：木製/製

造販売元：㈱ナイアード 

H34 10ｍｌ 

1320円（税込）  

ナイアード 

ビーワックス 

リップクリーム 

本物のヒアルロン酸原液(１％)です。お手持ちの化粧水に１０

～２０％加えるだけで、とろ～り、しっとりとした美容液にグ

レードアップが可能です。（市販の化粧水には０.０５～０.

１％、美容液で０.２％程度のヒアルロン酸が配合されています）手のひらに

適量の化粧水、乳液を取り、スポイトで1～3滴垂らすなど、その日のお肌の

調子に合わせることも可能です。 

 

長時間保湿効果が持続するしっとりした使い心地が特徴の高分子タイプで

す。量が多すぎると突っ張り感がすることがあります。つけ過ぎた！と感じた

ら、化粧水をプラスしてください。 
 

 【 医薬部外品原料規格適合品 】  
美容液(保湿剤)/販売名：モイスチュアベースHR/全成分：水、ヒアルロン酸

Ｎａ(非動物由来/乳酸菌発酵法)、ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ/容器：100ml/ガラススポイ

ト付きセキュリティキャップPPボトル（スポイト部：ガラス、シリコンゴム、PP）/ 

 容器：500ml/PET/発売元：有限会社いまじん/製造販売元（有）桜 

SA039C 100ml 2200円（税込）   

SA039E 【業務用】500ml 7700円（税込）  

ヒアルロン酸原液 

Sodium Hyaluronate 

唇にツヤと潤いを。天然保湿成分シ

アバターを配合したリップクリームで

す。寒さや強い日差し、エアコンなど

による唇の乾燥や荒れを防いで、潤

いを保ちます。 

口紅の下地として大変使いやすい無

着色タイプです。軟らかいリップク

リームのため、出しすぎると戻らなく

なる場合があります。2～3mm出して

ご使用ください。 

 

全成分：ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾋﾏﾜﾘ油、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/容器：プラ・箱：紙/製造

販売元：太陽油脂㈱ 

X205 4g 715円（税込） 

ﾊﾟｯｸｽﾅﾁｭﾛﾝ 

リップｸﾘｰﾑ 

石けんで乳化した、つけていること

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です。香りやベタ

つきを気にせずに使えますので、水

仕事やクッキング時におすすめで

す。■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 

適量を手にとり、乾燥の気になる手

肌・ひじ・ひざ・かかとなどによく伸ば

してなじませてください。 

全成分：水、ｸﾞﾘｾﾘﾝ、ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｼﾞｵｰﾙ､

ﾎﾎﾊﾞ種子油､ｽｸﾜﾗﾝ､ｽﾃｱﾘﾝ酸､ﾊﾟﾙﾐ

ﾁﾝ酸、ｶﾘ石ケン素地、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾋﾏﾜ

ﾘ油､ﾍﾞﾍﾝ酸､ｷﾀﾞﾁｱﾛｴｴｷｽ-2､ﾍﾞﾍﾆﾙ

ｱﾙｺｰﾙ､ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ､ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ､ｴﾀﾉｰﾙ/

容器：PP、PE、EVOH 

製造販売元：太陽油脂㈱ 

X202B 70g 935円（税込） 

ﾊﾟｯｸｽﾅﾁｭﾛﾝ 

ハンドクリーム 
無香料  

ブルガリアのダマスクローズを蒸留

した際に得られる、微量の精油を含

んだ芳香蒸留水。華やかで豊潤な

香りはまさに花の王。赤ちゃんから

お年寄り、ペットのケアまで、すべて

の肌タイプ、ヘアケアなどに幅広く

お使いいただけます。 

★防腐剤・アルコールなどは一切

使っていないピュアなオーガニック

フローラルウォーターとしてリニュー

アルしました。 

化粧水/全成分：ダマスクバラ花水/

容器：PP・PE、スプレー付き/製造販

売元：㈱彩生舎 

学名/ROSA DAMASCENA 

HE322 150ml 1760円（税込）  

オーガニック 

ﾌﾛｰﾗﾙｳｫｰﾀｰ 

ローズ   

石けんで乳化した、パックスナチュ

ロンハンドクリームに香りをプラス。

つけていること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

です。お試し・持ち運びに便利なミ

ニサイズ★清潔感漂うゼラニウム&ラ

ベンダーの香りと太陽油脂100周年

記念のハンドクリーム人気投票No.1

だったイランイラン&スズランの香り

の2つのタイプがあります。 

香料：X203A：ラベンダー油、ニオイ

テンジクアオイ油、オレンジ果皮油/

X204A：天然香料使用(イランイラン

&ミュゲは香りのイメージです) 
その他の成分はX202B無香料タイプ

参照/容器：PP、PE、EVOH 

製造販売元：太陽油脂㈱ 

X203A ｾﾞﾗﾆｳﾑ&ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ418円（税込） 

X204A ｲﾗﾝｲﾗﾝ&ﾐｭｹﾞ  418円（税込） 

ﾊﾟｯｸｽﾅﾁｭﾛﾝ 

ハンドクリーム 
ミニ 20g 

水分が角質層のすみずみまで浸透

し、お肌にはりと潤いを与えます。 保

湿成分がお肌に保護膜をつくり、通気

性を妨げることなく水分を保持し、潤い

を逃しません。お顔をはじめ全身の

マッサージにも。お肌にやさしいクリー

ムなので、ご家族全員でお使い下さ

い。★無香料・無着色。石油系合成界

面活性剤不使用/有効成分 ：ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ

酸ｼﾞｶﾘｳﾑ､ｱﾗﾝﾄｲﾝ､/その他成分 ： 精製

水、1,3-ﾌﾟﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ､濃ｸﾞﾘｾﾘﾝ､ﾏﾙﾁﾄｰ

ﾙ液、卵黄ﾚｼﾁﾝ､ｵｳｺﾞﾝｴｷｽ､植物性ｽｸﾜ

ﾗﾝ､ﾋﾞﾜ葉ｴｷｽ､水溶性ｺﾗｰｹﾞﾝ液(3)、海

藻ｴｷｽ(1)､ｶﾜﾗﾖﾓｷﾞｴｷｽ､ｱﾛｴｴｷｽ(1)、黒

砂糖ｴｷｽ(2)､ｶﾝｿﾞｳｴｷｽ､ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌ｴｷｽ､

塩化ﾅﾄﾘｳﾑ､水酸化ｶﾘｳﾑ､ｶﾙﾎﾞｷｼﾋﾞﾆﾙﾎﾟ

ﾘﾏｰ､天然ﾋﾞﾀﾐﾝＥ､ﾊﾟﾗｵｷｼﾝ安息香酸ﾒﾁ

ﾙﾅﾄﾘｳﾑ/製造販売元㈱彩生舎 

HS04 150ml 3850円（税込） 

薬用ﾅﾁｭｰﾙｱｸｱ

クリーム  

びわのせい望 

医薬部外品 

パックスベビー 

ボディークリーム  

（エアレスポンプ） 

赤ちゃんの皮膚に含まれるパルミト

オレイン酸が豊富なマカデミアナッ

ツ油を使用し、シンプルに石けんで

乳化した保湿用クリームです。伸び

が良く、お肌にさらっとなじんでベタ

つきません。赤ちゃんの繊細な肌

に、敏感肌の方におすすめです。

★片手でも使いやすいポンプ式、ア

ルコール消毒で荒れがちな手肌に

も最適、玄関にリビングに。★無着

色・無香料・アルコールフリー※1・石

油由来原料不使用/全成分：水、ｸﾞﾘｾﾘ

ﾝ､ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｼﾞｵｰﾙ､ﾎﾎﾊﾞ種子油､ｶﾘ石けん

素地､ﾏｶﾃﾞﾐｱﾅｯﾂ油､ｽﾃｱリン酸､ｽﾃｱリン

酸K､ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸,ﾍﾞﾍﾝ酸､ｽｸﾜﾗﾝ､ﾛｰｽﾞﾏ

ﾘｰ葉ｴｷｽ、ﾄﾚﾊﾛｰｽ､ﾍﾞﾍﾆﾙｱﾙｺｰﾙ､ﾄｺﾌｪ

ﾛｰﾙ､ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ 

製造販売元：太陽油脂㈱ 

X68 180g 2090円（税込） 

コラーゲン、ヒアルロン酸などの保湿成

分にひきしめ成分をプラス、洗顔後の

お肌を整えたり、化粧直しにもおすす

めです。スプレータイプで、微粒子ミス

トが心地よくうるおいを与えます。フル

シーズン活躍アイテム。 ★ノンオイル・

無香料・無着色・界面活性剤不使用 

 

/成分 ：水、BG､ｾﾝﾁﾌｫﾘｱﾊﾞﾗ花水､ｸﾞﾘ

ｾﾘﾝ､ﾋｱﾙﾛﾝ酸Na､ﾕｽﾞ果実ｴｷｽ､水溶

性ｺﾗｰｹﾞﾝ､ｱﾛｴﾍﾞﾗ葉ｴｷｽ､ﾊﾏﾒﾘｽ葉ｴ

ｷｽ､ｶﾜﾗﾖﾓｷﾞ花ｴｷｽ､ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸2K､

ﾎﾟﾘｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸､ｸｴﾝ酸､ｸｴﾝ酸Na､ｱｽｺﾙ

ﾋﾞﾙｴﾁﾙ､ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ､ｴﾀﾉｰﾙ 

/製造販売元㈱彩生舎 

HS05 1980円（税込） 

 

ﾅﾁｭｰﾙファインミス

ト水の彩 100ml 

3種の植物性せっけん成分をバランス

よく配合。メイク汚れをしっかり包み込

んで落とします。だけどお肌へのやさし

さも考えました。ｺﾗｰｹﾞﾝ、ｱﾛｴエキス等

の保湿成分に加え、天然100％のﾗﾍﾞﾝ

ﾀﾞｰ油、ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ油等のうるおい成分

を贅沢に配合。つるつるすべすべの洗

い上がり。★無香料・無着色・無鉱物

油・石油系合成界面活性剤不使用。 

/成分 ：水､ｵﾚｲﾝ酸､ﾗｳﾘﾝ酸､ｴﾀﾉｰﾙ､

水酸化K､ﾍﾟﾝﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ､ｸﾞﾘｾﾘﾝ､ﾐﾘｽ

ﾁﾝ酸､ｵﾚｲﾝ酸ｿﾙﾋﾞﾀﾝ､ﾗｳﾘﾝ酸ｿﾙﾋﾞﾀ

ﾝ､加水分解ｺﾗｰｹﾞﾝ､ｶﾜﾗﾖﾓｷﾞ花ｴｷｽ､

ｱﾛｴﾍﾞﾗ葉ｴｷｽ､ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ木油､ｾﾞﾗﾆｳ

ﾑ油､ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ油､ﾚﾓﾝｸﾞﾗｽ葉油､ﾋﾄﾞﾛｷ

ｼｴﾁﾙｾﾙﾛｰｽ､ｸｴﾝ酸､ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ､

BG/製造販売元㈱彩生舎 

HS06  1980円（税込） 

ﾅﾁｭｰﾙﾘｷｯﾄﾞｸﾚﾝｼﾞ

ﾝｸﾞｿｰﾌﾟ水の彩 

150ml 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%92%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%83%ad%e3%83%b3%e9%85%b8%e5%8e%9f%e6%b6%b2/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%8a%b3%e9%a6%99%e8%92%b8%e7%95%99%e6%b0%b4%ef%bc%8f%e6%9c%9d%e6%91%98%e3%81%bf%e3%81%b0%e3%82%89%e6%b0%b4/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%8a%b3%e9%a6%99%e8%92%b8%e7%95%99%e6%b0%b4%ef%bc%8f%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af-%e3%83%bb%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%a1%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%83%88%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%bd%a9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%aa%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%af%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%97%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%bd%a9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%96%ac%e7%94%a8%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%ef%bc%8f%e3%81%b3%e3%82%8f%e3%81%ae%e3%81%9b%e3%81%84%e6%9c%9b/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%99%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%83%b3-%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%af%e3%83%aa/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%83%b3/
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粘土が抱えた保湿成分で、肌もしっ

とり。粘土の吸着力で、すっきりなめ

らかなお肌へと導きます。上がり湯

は使わず、そっと拭きましょう。残り

湯は洗濯に使うと、洗い物もソフトに

仕上がります。※お湯に直接入れる

と溶けにくいので、約30g(手のひら

いっぱい分)を顔や体に塗り、パック

を楽しみながらお湯に洗い流す「入

浴法」がオススメです。※循環風呂に

はご使用いただけません。/全身用保

湿剤/全成分：水、ﾓﾝﾓﾘﾛﾅｲﾄ、濃ｸﾞﾘｾ

ﾘﾝ、BG、ﾄﾘ<ｶﾌﾟﾘﾙ酸/ｶﾌﾟﾘﾝ酸>ｸﾞﾘｾﾘ

ﾙ、ｶｵﾘﾝ、ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ、ﾋﾟﾛﾘﾄﾞﾝｶﾙ

ﾎﾞﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ、ｶミﾂﾚｴｷｽ、ｸﾞﾘｾﾘﾝ脂肪

酸ｴｽﾃﾙ、酸化ﾁﾀﾝ 

製造販売元：㈱ボディクレイ 

H12   300g    

1320円（税込） 

ねんどの 

入浴剤 

「ねんどのソープ」の姉妹版。 

キメ細かい泡立ちの石けんと保湿成

分をぜいたくに配合。石けんの洗浄

力に加え、粘土の吸着力がくすみ

のもとである古い角質や毛穴の汚

れをやさしく落とします。ナチュラル

メイクのクレンジングとしてもお使い

頂けます。 

洗顔料/全成分：水、カリ石ケン素

地､ｵﾚｲﾝ酸K､ﾐﾘｽﾁﾝ酸K、ｿﾙﾋﾞﾄｰ

ﾙ､モンモリロナイト、BG､ｶｵﾘﾝ､PCA

-Na､ｸﾞﾘｾﾘﾝ､ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ､ﾎﾎﾊﾞ

種子油､ｶﾌﾟﾘﾙ酸ｸﾞﾘｾﾘﾙ､ｲﾘｽ根ｴｷ

ｽ､ｶﾐﾂﾚ花ｴｷｽ､ﾕｰｶﾘ葉油/製造販

売元：㈱ボディクレイ 

ねんどのフェイス

ソ－プ 
H26 130g    

1980円（税込） 

「ねんどのソープ」などで髪を洗った

後、軽く水気を切ってから、適量を

手に取り、髪になじませ洗い流して

ください。ホホバ油や植物エキスの

配合により、乾いた後はしっとりさら

さら。粘土の皮膜効果でパサツ キ

を抑え、キューティクルを守ります。

石けん、石けんシャンプーとも相性

バツグンです。 

全成分：水､ｸﾞﾘｾﾘﾝ､モンモリロナイ

ト、ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ､ﾎﾎﾊﾞ種子油､PCA-

Na､ｸﾞﾘｺｰﾙ酸､ｶﾐﾂﾚ花ｴｷｽ､ｶﾌﾟﾘﾙ

酸ｸﾞﾘｾﾘﾙ､ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ､ﾄｺﾌｪﾛｰ

ﾙ､加水分解ｼﾙｸ/製造販売元：(株)

ボディクレイ 

H49 300g  

   1760円（税込） 

H50 小30g                          

    220円（税込） 

ねんどのリンス 

粘土(国産モンモリロナイト)には髪

や肌の汚れ、老廃物を吸着する力

があります。さらに「石けんの洗浄

力」が加わえることで、効率よく汚れ

を落とします。植物エキスなどの保

湿成分により、洗いあがりはしっとり

すべすべ。洗髪には「ねんどのリン

ス」とあわせてお使いください。 

全身用洗浄剤/全成分：水、カリ石

ケン素地 ､ｵﾚｲﾝ酸K､ﾐﾘｽﾁﾝ酸K､

BG、モンモリロナイト､ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ､ｸﾞﾘ

ｾﾘﾝ､ｶｵﾘﾝ､PCA-Na､ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰ

ﾙ 、ﾄﾘ<ｶﾌﾟﾘﾙ酸/ｶﾌﾟﾘﾝ酸>ｸﾞﾘｾﾘﾙ、

ｶﾌﾟﾘﾙ酸ｸﾞﾘｾﾘﾙ､ユーカリ葉油 、ｶミ

ﾂﾚｴｷｽ、ｲﾘｽ根エキス 

製造販売元：㈱ボディクレイ 

H14   300g    

1540円（税込） 

ねんどの 

ソープ 

豊かな保湿成分が、乾燥した肌に

ハリとうるおいを与えます。肌の復元

力が衰えてきた方、乾燥が気になる

方に特にオススメです。薄くのばし

て日中の保湿クリーム、厚く塗れば

しっとりパックに。季節やお肌の状

態に合わせて、手のひらの上で化

粧水やオイルと混ぜて濃さを調整で

きます。 

全身用保湿剤/全成分：水、モンモ

リロナイト､ｸﾞﾘｾﾘﾝ､ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ､乳酸

Na、ホホバ種子油､ﾄﾚﾊﾛｰｽ､ﾌｪﾉｷｼ

ｴﾀﾉｰﾙ､PCA、ｶミﾂﾚｴｷｽ、ｶﾌﾟﾘﾙ酸

ｸﾞﾘｾﾘﾙ､ﾕｰｶﾘ葉油/製造販売元：㈱

ボディクレイ 

H16   300g    

2310円（税込） 

ねんどの 

クリ－ム 

石鹸では落ちにくかった古い角質

や、毛穴にたまっている不要な皮脂

や汚れを粘土が吸着して落とし、

すっきりなめらかなお肌へと導きま

す。お顔だけに限らず、頭皮パック

もおすすめです。 

 

全身用保湿剤/全成分：水、モンモ

リロナイト、ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ､BG､ｶｵﾘﾝ､ﾄﾘ<

ｶﾌﾟﾘﾙ酸/ｶﾌﾟﾘﾝ酸>ｸﾞﾘｾﾘﾙ、乳酸

Na、ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ､ｶﾌﾟﾘﾙ酸ｸﾞﾘｾﾘ

ﾙ、加水分解シルク、酸化チタン、

PCA/製造販売元：㈱ボディクレイ 

H18   300g    

1870円（税込） 

ねんどの 

パック 

ねんどそのもの。精製した良質の国

産粘土(モンモリロナイト)3種をブレ

ンドし、あらかじめ水を含ませ、使い

やすい状態にしたものです。弱酸

化のため果物酸と最小限の防腐剤

以外、何も入っていません。手作り

化粧品の基材に最適です。粘土の

吸着力がクレンジング効果を発揮

するので、そのままでマイルドな洗

浄剤、洗髪、歯磨きにもどうぞ。 

全身保湿剤、清浄剤、アロマ基材/

全成分：水、モンモリロナイト、ﾌｪﾉｷ

ｼｴﾀﾉｰﾙ、グリコール酸（pH調整用

果物酸、カプリル酸グリセリル/製造

販売元：㈱ボディクレイ 

H20  300g    

1320円（税込） 

ねんどの 

シンプルジェル 

4種の植物エキス+シルクなどのしっ

とり保湿成分が、みずみずしい肌へ

と導きます。さらに、粘土が作り出す

フィルム状の「皮膜」によって、配合

された保湿成分だけでなく、皮膚自

体 に も と も と あ る 天 然 保 湿 因 子

(NMF)の発散も防ぎ、しっとりを長持

ちさせます。髪の毛の寝癖直しにも

活躍します。/化粧水/全成分：水､ｿ

ﾙﾋﾞﾄｰﾙ､乳酸Na、PCA-Na､ｷｭｳﾘ果

実ｴｷｽ､ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ､加水分解ｼ

ﾙｸ､ｶﾌﾟﾘﾙ酸ｸﾞﾘｾﾘﾙ､ｶﾐﾂﾚ花ｴｷｽ､ｲ

ﾘｽ根ｴｷｽ､ｶﾙﾎﾞｷｼﾒﾁﾙｷﾁﾝ､モンモ

リロナイト､ｸｲﾝｽｼｰﾄﾞｴｷｽ､ｸﾞﾘｺｰﾙ

酸、BG/製造販売元：㈱ボディクレ

H22  120ml  

1760円（税込） 

ねんどの 

ロ－ション 

粘土の皮膜作用と微粒子酸化チタ

ンの紫外線反射作用をベースにし

た「鉱物同士」の日焼け止めです。

肌をケアする植物エキスも配合さ

れ、年間通じてのベースクリームとし

てもお使い頂けます。石けんで洗え

ばすっきりと落ち、小さいお子様に

もおすすめです。汗をかいたり、強

い日ざしの時は2、3時間おきに塗り

直してください。/全成分：水､ｸﾞﾘｾﾘ

ﾝ、酸化ﾁﾀﾝ､ｺﾒﾇｶ油、モンモリロナ

イト、PCA-Na､ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰﾙ､ﾕｷﾉｼ

ﾀｴｷｽ､ｳｲｷｮｳ果実ｴｷｽ､ｵｳｺﾞﾝ根ｴｷ

ｽ､ｶﾌﾟﾘﾙ酸ｸﾞﾘｾﾘﾙ､BG、PCA、ｶﾝｿﾞ

ｳ抽出末、※ｱﾙﾐﾅ、※ｼﾞﾒﾁｺﾝ（※

は酸化ﾁﾀﾝ表面処理剤）  

製造販売元：㈱ボディクレイ 

SPF20 PA++ 

ねんどの日焼け対策 

H53 80g 1980円（税込）

H53B小10g 275円（税込） 

昔ながらの「玉絞め法」で絞った一

番絞りの上澄みを使用しています。 

天然の椿の樹生林が残る九州一円

の島々から寄せ集められたヤブツ

バキが原料です。自然落下するま

でに熟した実をたっぷりと使用して

おり、椿油300mlの大瓶で約2kgの

椿の種子が使われています。 

髪にはやっぱり椿油、日本が誇る特

産の油で、ナチュラルヘアケアを。 

 

椿油/成分：食用椿油/添加物：無

し/玉締め圧搾法/容器：ガラス、

PP/発売元：東製油 

H11 55ml  

1120円（税込） 

天然一番絞り

椿油 

“呼吸する素肌”をコンセプトにした、

しっとりするのにべとつかない使用感

の保湿クリームです。天然うるおい成

分に包み込まれている肌なじみの良い

清らかな水が角質層のすみずみまで

浸透し、お肌をすこやかな素肌へと導

きます。手軽に使えるオールインワン

ジェルとして、またご家族皆さまで毎日

のお肌のケアにお使いください。/成分 

：水、BG､ｸﾞﾘｾﾘﾝ､ﾍﾟﾝﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ､ﾏﾙ

ﾁﾄｰﾙ､ﾘｿﾞﾚｼﾁﾝ､水溶性ｺﾗｰｹﾞﾝ､ﾋｱﾙ

ﾛﾝ酸Na、水溶性ﾌﾟﾛﾃｵｸﾞﾘｶﾝ､ 

加水分解ｼﾙｸ､ｵｳｺﾞﾝ根ｴｷｽ､ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ 

葉ｴｷｽ､ﾋﾊﾞﾏﾀｴｷｽ､ｶﾜﾗﾖﾓｷﾞ花ｴｷｽ､ｱ

ﾛｴﾍﾞﾗ葉ｴｷｽ､黒砂糖ｴｷｽ､ｶﾝｿﾞｳ根ｴｷ

ｽ､ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸２K､ｱﾗﾝﾄｲﾝ､ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ

菌培養溶解質、海塩、水酸化K､ｶﾙﾎﾞ

ﾏｰ､ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ/製造販売元㈱彩生舎 

HS20 2200円（税込） 

 

ﾅﾁｭｰﾙｱｸｱｸﾘｰﾑ

水の彩 120g 

美容オイルとしても名高い保湿成分で

あるアルガンオイルを贅沢に配合、エ

レガントで華やかなダマスクローズが香

る、保湿クリーム“水の彩”です。2種の

ヒアルロン酸、セラミド、水溶性コラーゲ

ンなどの天然由来保湿成分を配合。

べとつかず、しっとりした使用感のオー

ルインワンジェルです。/成分 ：水、

BG､ｱﾙｶﾞﾆｱｽﾋﾟﾉｻ核油､ｸﾞﾘｾﾘﾝ､ﾏﾙﾁ

ﾄｰﾙ､ﾍﾟﾝﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ､ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ葉ｴｷ

ｽ､α-ｸﾞﾙｶﾝ､ｸﾞﾙｺｼﾙｾﾗﾐﾄﾞ､ｵｳｺﾞﾝ根ｴ

ｷｽ､ﾘｿﾞﾚｼﾁﾝ､水溶性ｺﾗｰｹﾞﾝ､ﾋｱﾙﾛﾝ

酸Na､ﾋﾊﾞﾏﾀｴｷｽ､ｶﾜﾗﾖﾓｷﾞ花ｴｷｽ､ｱﾛ

ｴﾍﾞﾗ葉ｴｷｽ、黒砂糖ｴｷｽ､ｱｾﾁﾙﾋｱﾙﾛ

ﾝ酸Na､ｶﾝｿﾞｳ根ｴｷｽ､ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸2K、

ｱﾗﾝﾄｲﾝ､ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌培養溶解質、海

塩、水酸化K､ｶﾙﾎﾞﾏｰ､ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ､ﾀﾞﾏ

ｽｸﾊﾞﾗ花油/製造販売元㈱彩生舎 

HS22 2970円（税込） 

ﾅﾁｭｰﾙｱｸｱｸﾘｰﾑ

水の彩 ﾛｰｽﾞ･ﾃﾞ･

ｱﾙｶﾞﾝ 120g 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%bd%a9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%e6%b0%b4%e3%81%ae%e5%bd%a9%e3%80%80%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%bb%e3%83%87%e3%83%bb/
https://www.eco-imagine.com/product/%e5%85%a5%e6%b5%b4%e5%89%a4%ef%bc%8f%e3%81%ad%e3%82%93%e3%81%a9%e3%81%ae%e5%85%a5%e6%b5%b4%e5%89%a4/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%ef%bc%8f%e3%81%ad%e3%82%93%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%ab%ef%bc%8f%e3%81%ad%e3%82%93%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%ab%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%ef%bc%8f%e3%81%ad%e3%82%93%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%ad%e3%82%93%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%af%e3%83%aa-%e3%83%a0/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%ad%e3%82%93%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%97/
https://www.eco-imagine.com/product/%e6%97%a5%e7%84%bc%e3%81%91%e6%ad%a2%e3%82%81%ef%bc%8f%e3%81%ad%e3%82%93%e3%81%a9%e3%81%ae%e6%97%a5%e7%84%bc%e3%81%91%e5%af%be%e7%ad%96/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%bb%e3%81%ad%e3%82%93%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%97/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b9%ef%bc%8f%e3%81%ad%e3%82%93%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e6%a4%bf%e6%b2%b9%ef%bc%8f%e5%a4%a9%e7%84%b6%e6%a4%bf%e6%b2%b9/
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バスタイム・ヘアケア 

ヤシ油から生まれた石鹸だけのシャ

ンプー。髪を思う心から生まれた製

品です。さっぱりした洗いあがりが

特徴。 

 

シャンプー/成分：（石けん分20％）

水、脂肪酸ｶﾘｳﾑ、グリセリン、無香

料/発売元：ねば塾/製造販売元：ﾐﾏｽｸ

ﾘｰﾝｹｱ（株） 

LR12 詰替用 1L 1210円（税込） 

 

しらかばシャンプー  SS 

石けんシャンプー用のシンプルなリ

ンス、シャンプーで弱アルカリになっ

た髪を弱酸性に戻します。  

 

リンス/成分：水、クエン酸、ｸﾞﾘｾﾘﾝ､

ｴﾀﾉｰﾙ､ﾒﾁﾙｲｿﾁｱゾﾘﾉﾝ､ﾒﾁﾙｸﾛﾛｲｿﾁｱ

ｿﾞﾘﾉﾝ、無香料/発売元：ねば塾/製

造販売元：ﾐﾏｽｸﾘｰﾝｹｱ（株） 

LR15  詰替用 1L 1210円（税込）        

 

しらかばリンス  SR 

欧米ではポピュラーな入浴剤の原料です。 

たおさん（小幡有樹子さん）の石けん講座で、ご紹介いただきました。  

正しくは塩ではなく、硫酸マグネシウムです。 元々は天然の鉱山石から主

にイギリスのエプソム地方で産出した岩塩から作られたもので、そのためソ

ルトと呼称される由来があるようです。 

お豆腐を作るにがりにも３０％程度ふくまれており、アメリカでも海水から製

造されています。 

☆いまじんオリジナルは日本製です。 

 手作り材料として精油、重曹、炭酸ナトリウム、クエン酸などと組み合わせて

お楽しみください。 

※敏感肌の方、及び乳幼児のご使用には適しません。 

※残り湯は洗濯に使用できますが、仕上げのすすぎにはお使い頂けませ

ん。  

 

入浴化粧料/販売名：カームタイムES/全成分：硫酸Mg 

/発売元：有限会社いまじん/製造販売元（有）桜 

SA041C 100g 220円（税込）  SA041G 1500g 1320円（税込） 

エプソムソルト 

EPSOMSALT 

とろみのある液状タイプで使いやす

い、石けんシャンプー専用の酸性

のリンスです。ﾎﾎﾊﾞ油配合でしっと

りとつややかな髪を保ちます。 

お湯で薄めて使う場合は、洗面器7

分目くらいのお湯に本品2プッシュ

が目安です。★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/全成分：水､ｴﾀﾉｰﾙ､ｸﾞﾘｾﾘ

ﾝ､ｸｴﾝ酸､ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ､ﾎﾎﾊﾞ種子

油、香料、クエン酸Na 

製造販売元：太陽油脂㈱ 

X14E  詰替用500ml 858円（税込）      

ﾊﾟｯｸｽナチュロンリンス 

厳選されたシリア産のオリーブオイ

ルとローレルオイル（月桂樹油）から

つくられた、伝統製法の無添加石け

んです。オリーブオイルは人の肌と

似たオレイン酸を多く含みます。そ

のため、お肌にやさしく、汚れを落と

しつつも洗い上がりはしっとりなめら

か。スクワランも含んでいるので、お

肌を健康に保ち、肌の乾燥を防ぎ

ます。デリケートなお肌の方におす

すめです。化粧石けん/全成分：石

ケン素地/H02：ｵﾘｰﾌﾞ油90％、ﾛｰﾚ

ﾙｵｲﾙ10％、H03：ｵﾘｰﾌﾞ油60％、

ﾛｰﾚﾙｵｲﾙ40％/シリア製/製造販売

元：㈱アレッポの石鹸 

H02         200g    693円（税込） 

H03 ｴｸｽﾄﾗ180g  990円（税込） 

アレッポの 

石けん 

精油を入れたり、植物エキスを加えたり、お好みにアレンジして頂ける、無香

料の液体石けんシャンプーベースです。そのまま全身にもお使い頂けます。

モコモコの泡立ちと洗浄力が自信の「いまじんオリジナル」です。詰替え用の

ＰＥＴボトルでのお届け、泡で出るタイプのポンプに使用可能です。 

 

全身洗浄料/販売名：シャンプーSA 

成分：精製水、ヤシ脂肪酸Ｋ、ミリスチン酸Ｋ、 

グリセリン、ベタイン、クエン酸Na、ﾎﾟﾘｱﾐﾉﾌﾟﾛﾋﾟﾙﾋﾞｸﾞｱﾆﾄﾞ 

ﾎﾞトル：PET,CAP：PP,PE 

発売元：(有)いまじん/製造販売元：(有)桜  

  

SA001A お試し20ml 220円（税込） 基本のレシピ付  

SA001F １Ｌ 1235円（税込） 

SA001G 1.8L 1980円（税込） 

いまじんオリジナルシャンプーベース 
all purpose soap 

【より安心できる防腐剤】ポリアミノプロピルビグアニドに

変更しました！赤ちゃんのおしりふきシートなどに使われる

安全性の高い、より刺激の少ない防腐剤です。 

少し透けるような質感と淡いコーラ

ルピンクの色合い、 素材本来の良

さを生かすコールド製法で手作りし

た石鹸です。モロッコだけでとれる

アルガンオイルとエクストラバージン

オイルをブレンドしました。溶けやす

さを解消するためココナッツオイルも

配合。マイルドでリッチな泡立ちで

す。オリーブオイルが潤いを、アル

ガンオイルが柔らかな手触りとハリを

肌に与え、顔や髪、身体をすっきり

洗い上げます。肌にハリやみずみ

ずしさを求める方に。/全成分：石ケ

ン素地（ｴｸｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ､ｱ

ﾙｶﾞﾝｵｲﾙ､ﾊﾟｰﾑｵｲﾙ､ｺｺﾅﾂｵｲﾙ） /

製造販売元：㈱ナイアード 

H81 145g   

1320円（税込）         

アルガン 

石けん 

ヒマワリ油を主原料にしたさっぱり仕

上がりの石けんシャンプー。 

濃密な泡が地肌までしっかり洗い地

肌自体を健やかに保ち、髪にハリや

コシを与えます。★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 

全成分：水、カリ石けん素地、グリセ

リン、トコフェロール、香料、クエン

酸/製造販売元：太陽油脂㈱ 

X13E  詰替用500ml   858円（税込） 

ﾊﾟｯｸｽナチュロンシャンプー 

天然植物油脂の石けんに、カモミー

ル、スクワランをプラスしました。カモ

ミールは古代エジプト時代から使わ

れてきた最も古いハーブのひとつ

で、ほのかに青リンゴのような香りが

します。 

全成分：石ケン素地、カミツレ、スク

ワラン、水、エチドロン酸4Na/一個

の重量: 85 g/製造販売元：(株)地の

塩社 

H42 85g×3個 396円（税込） 

地の塩ﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ化粧石けん 

X19 無香料 100ｇ 198円（税込） 

ﾊﾟｯｸｽナチュロンクリームソープ  

植物油を原料にした石けん素地

に、ホホバ油、ヒマワリ油の保湿をプ

ラス。クリーミーに泡立ちます。溶け

崩れしにくいようにカーブをつけた、

大きなそら豆のようなぷっくりした

ユーモラスな形。 

浴用石けん/全成分：石ケン素地（ﾔ

ｼ油ﾊﾟｰﾑ油）、ハイブリッドヒマワリ

油、ホホバ油、トコトリエノール（パー

ム油由来天然ビタミンE） 

製造販売元：太陽油脂㈱ 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%bc%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e5%85%a5%e6%b5%b4%e5%89%a4%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%83%97%e3%82%bd%e3%83%a0%e3%82%bd%e3%83%ab%e3%83%88/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%ac%e3%83%b3%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%a2%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%9d%e3%81%ae%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%bc%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%80%80%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b9%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%80%80%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e5%9c%b0%e3%81%ae%e5%a1%a9%e3%83%95%e3%83%a9%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%83%87%e3%83%b3%e5%8c%96%e7%b2%a7%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%97%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%ad%e3%81%b0%e5%a1%be%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%8b%e3%81%b0-%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%bcss/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b9%ef%bc%8f%e3%81%ad%e3%81%b0%e5%a1%be%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%8b%e3%81%b0%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b9-sr/
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バスタイム・ヘアケア 

X601 パックスオリーヘアソープﾎﾟﾝﾌﾟ付 450ml 1815円（税込） 

X601B オリーヘアソープ/詰替用 400ml 1375円（税込） 

 

テーマは【フレグランスジャーニー】 

地肌の根本を整えて髪本来のツヤを手に入れる ※洗浄と保湿

により健やかに保つこと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です。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。 

*ISO16128-1で定義された自然原料(水を含む)、自然由来原料のみを使用

しており、同じく定義された非自然原料を使用していません 

●スパイシートワイライトの香り 

泡タイプからリキッドタイプに変更しています。粘度のある液体の為、泡ボトル

(旧品のボトル等)にはご使用いただけません。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。【使用方法】本品を手にとりよく泡立て、地肌

をマッサージするように洗髪し、よく洗い流してください。石けん特有のきしみ

を感じる場合がありますが、専用のコンディショナーをご使用いただくことによ

りしっとり仕上がります。【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/製造販売元太陽油脂(株) 

X602 オリーヘアｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ/ﾎﾟﾝﾌﾟ付 450ml 1815円（税込） 

X602B オリーヘアｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ/詰替用 400ml 1375円（税込） 

 

テーマは【フレグランスジャーニー】 

地肌の根本を整えて※、髪本来のツヤを手に入れる ※洗浄と保湿により

健やかに保つこと100%自然由来成分*の石けん専用ヘアコンディショナー

です。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。 

*ISO16128-1で定義された自然原料(水を含む)、自然由来原料のみを使用

しており、同じく定義された非自然原料を使用していません 

●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。【使用方法】適量を手にとり、地肌や髪に広げ

てください。その後、よく洗い流してください 
【成分】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/製造販売元太陽油脂(株) 

 

X603 オリーボディソープソープ/泡ﾎﾟﾝﾌﾟ 450ml 1540円（税込） 

X603B オリーボディソープ/詰替用 400ml 1100円（税込） 

 

テーマは【フレグランスジャーニー】 

肌のストレス皮脂からの解放※ 

※洗浄効果による泡で出てくる、100%自然由来成分*の石けんボディーソー

プです。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。 

*ISO16128-1で定義された自然原料(水を含む)、自然由来原料のみを使用

しており、同じく定義された非自然原料を使用していません 

●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ィショナーとセットでのご使用がおすすめです。 

【使用方法】適量を手のひらにとり、やさしく身体にのばしてください。その

後、よく洗い流してください。 
【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/製造販売元太陽油脂(株) 

Y203 生成 1100円（税込）  

TAKEFU ボディタオル 

クリーミーな泡立ちと適度なシャリ感が

自慢です。 

竹繊維の特徴であるソフトな肌触りが

ありながら、粗い織りのため、適度な摩

擦感もあります。天然の抗菌力で使用

後、濡れたままでもカビたりいやな臭い

がついたりしません。軽いのでかばん

にしのばせておくと、外出時の日焼け

防止やストールにもなります。 

素材・成分：レーヨン（TAKEFU/原料

に竹を使用）100％/サイズ約40×

95cm/中国製/発売元：㈱ナファ生活

研究所  

Y204 ﾍﾞﾋﾞｰｿﾌﾄ 1100円（税込）  

TAKEFU ボディタオル 

竹繊維の限界までに細い糸で織り上

げた体洗い用のタオルです。薬局方

ガーゼよりも摩擦感がなくやさしい肌触

りです。お肌の敏感な方や、赤ちゃん

の肌洗いにおすすめです。ストールの

ように首に巻いて、あせもや冷え防止

にもお役立てください。 

素材・成分：レーヨン（TAKEFU/原料

に竹を使用）100％/サイズ約35×

86cm/生成り色/中国製/発売元：(株)

ナファ生活研究所  

丈夫で長もち、静電気も起きづら

く、髪どおりがよく気持ち良いのが

特徴です。ツボブラッシングで健康

な髪が得られます。台座クッションが

頭皮のマッサージにも最適。頭皮は

畑と同じ、よく耕さないと荒地になり

ます。イキイキ頭髪はいい地肌づく

り・・・。 

材質:ピン、天然竹/柄、天然木/台

座、合成ゴム 

サイズ：18.5×4.5cm 

発売元：サンエア株式会社 

Y40  1980円（税込） 

竹ピンブラシ JB013：ﾘﾗｯｸｽ､ﾘﾌﾚｯｼｭ､ﾊﾞﾗﾝｽと 3ﾀ

ｲﾌの香りの特徴を生かした入浴剤。

ﾀﾞｲｴｯﾄ時のｲﾗｲﾗ緩和に、柑橘系の

中に甘さのある香り/ その他成分：ﾎ

ﾎﾊﾞ油、酸化Ti、ﾃﾞｷｽﾄﾘﾝ､ｺｰﾝｽﾀｰ

ﾁ、ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ､ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ､ｲﾗﾝｲﾗ

ﾝ/JB023：おやすみ前に。しっとりと

した香りが、心と体のﾊﾞﾗﾝｽを取りな

がら良質の眠りへと導きます。深く染

みわたるようなﾊｰﾌﾞの香り/ その他

成分：無水ｹｲ酸､ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ(真正)､

ﾏｰｼﾞｮﾗﾑ､ｲﾗﾝｲﾗﾝ/薬用入浴剤・共

通有効成分：硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ､炭酸水素ﾅﾄ

ﾘｳﾑ（重曹）オーガニック精油使用、合

成着色料、イオウ不使用/発売元㈱彩

生舎/製造販売元オリヂナル㈱ 

JB013 プレミアム 2200円（税込） 
JB023 正眠Seimin 2200円（税込） 

DRアロマバス 500g(20回分) 

医薬部外品 

JB095：ﾋﾞｭｰﾃｨｰ､ｽｷﾝｹｱ､正眠 ｱｿｰ

ﾄの、各一個入りアソートセット/ その

他成分：ﾎﾎﾊﾞ油、無水ｹｲ酸、：ﾛｰ

ｽﾞ､ﾛｰｽﾞｳｯﾄﾞ､ﾊﾟﾙﾏﾛｰｻﾞ､ﾌﾗﾝｷﾝｾﾝ

ｽ､ﾍﾞﾙｶﾞﾓｯﾄ､ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ（真正）､ﾏｰ

ｼﾞｮﾗﾑ､ｲﾗﾝｲﾗﾝ/JB096：ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮ

ﾝ､ﾚｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝ､ﾌﾟﾚﾐｱﾑの、各一個

入りアソートセットその他成分:ﾎﾎﾊﾞ

油、無水ｹｲ酸、酸化Ti､ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ､ｵ

ﾚﾝｼﾞ(ｽｲｰﾄ)､ﾏｰｼﾞｮﾗﾑ､ﾕｰｶﾘ(ﾗｼﾞｱ

ﾀ)､ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ､ﾃｨｰﾄﾘｰ､ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰ

ﾂ､ｲﾗﾝｲﾗﾝ/薬用入浴剤・共通有効成

分：硫酸ﾅﾄﾘｳﾑ､炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ（重

曹）オーガニック精油使用、合成着色

料、イオウ不使用/発売元㈱彩生舎/

製造販売元オリヂナル㈱ 

JB095・JB096 25g×3包 528円（税込） 
※パッケージをプラスチックから段ボール

素材のものへリニューアルしました 

DRアロマバス アソートセット 

医薬部外品 

洗顔用の泡立てネットです。シャ

ワーヘッドやレバータイプ水栓にも

かけられる吊り下げひもで、片側開

きの袋タイプにしているので、固形

石けんが入れた まま水切り乾燥

OK、石けんを泡立てている間も落

ちにくい構造です。この製品は障が

い者・高齢者生活支援NPO法人で

ひとつひとつ手作りしています。 

 
材質：ポリエステル/サイズ：H約180

（ひも部分は約100ｍｍ）×140㎜(底部

の巾)/発売元：㈲いまじん 

B03 264円（税込） 

泡立てネットいまじんｵﾘｼﾞﾅﾙ 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%ef%bc%8f%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%98%e3%82%a2%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%98%e3%82%a2%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%97/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%bf%e3%82%aa%e3%83%ab%ef%bc%8ftakefu-%e3%83%9c%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%bf%e3%82%aa%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/takefu%e3%83%9c%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%bf%e3%82%aa%e3%83%ab-%e3%83%99%e3%83%93%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%ef%bc%8f%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%97%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%97/
https://www.eco-imagine.com/product/%e6%b3%a1%e7%ab%8b%e3%81%a6%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%8f%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%98%e3%82%93%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%83%8a%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%b7%ef%bc%8f%e7%ab%b9%e3%83%94%e3%83%b3%e3%83%96%e3%83%a9%e3%82%b7/
https://www.eco-imagine.com/product/dr%e3%82%a2%e3%83%ad%e3%83%9e%e3%83%90%e3%82%b9/
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ヘナ・ガスール/デンタルケア   

★ナイアードのヘナは100％天然成

分を使用しています。ヘナとは、古

来よりインドや中近東で医療用、化

粧用として愛用されてきたハーブ。

欧米では、以前から、植物性のヘア

カラーとして、トリートメントとして一般

的です。インドのハーブの歴史に学

んだこだわりのレシピで、市販品の

染毛剤でかぶれてしまう人にも安心

してお使いいただけます。 

★木藍（インディゴ）について 

木藍は色素含有量の多いインドのマ

メ科コマツナギ属の植物です。葉に

含まれるインディカという成分が溶け

出してインドキシルという成分に変わ

り、更に空気中の酸素に触れるとイ

ンディゴとよばれる濃い藍色の物質

になります。 木藍入りのヘナは 使

用直後はあまり色が付いていない よ

うに見えますが、数日経つと、空気に

触れて酸化が進み、濃く発色し始め

ます。 

確かな洗浄力と保湿力があり、さっ

ぱりとしながらも洗い上がりはしっと

りとします。 水に溶くだけで洗顔や

パックはもちろん、シャンプーや手

作りの化粧水、入浴剤にも使えるす

ぐれもの。本物の大地の恵みを実

感してみてください。敏感肌の方に

もご使用いただけます。※24時間循

環風呂でのご使用はできません。 

全成分：モロッコ溶岩クレイ（モロッコ

産）/袋：PE/製造販売元：㈱ナイ

アード 

H55B 150g      880円（税込） 

H55C 徳用500g  1980円（税込） 

ガスール 粉末 

フランス語ではラスール、アロマ機

材でおなじみです。 

固形タイプは、使う分だけ袋などに

入れて持ち運べるので、旅行のとき

にも便利です。※24時間循環風呂

でのご使用はできません。 

 

全成分：モロッコ溶岩クレイ（モロッコ

産）/袋：PE/製造販売元：㈱ナイ

アード 

H56B 150g      770円（税込） 

H56C 徳用500g  1760円（税込） 

ガスール 固形 

茶系 

ヘナに木藍と7種のハーブをブレン

ドした「ヘナ+木藍 茶系」は「ヘナ

100％」や「ヘ ナ ＋ ハ ー ブ」（赤 茶

系）では明るすぎるとい う方、「ヘ

ナ＋木藍」（黒茶系）では暗すぎると

いう方におすすめ。落ち着いた印

象の茶系に染め上がります。/全成

分：ﾍﾝﾅ(ヘナ)､ﾅﾝﾊﾞﾝｱｲ葉（木

藍）、以 下 成 分 は ヘ ナ ＋ ハ ー ブ

（H558に同じ） 

製造販売元：㈱ナイアード 

H560 100ｇ 1650円 （税込） 

H560E 400g  4950円（税込） 

ナイアード ヘナ+木藍 茶系 

赤茶系 

インドで髪や頭皮に良いとされ親し

まれてきたハーブ7種類を厳選し、

ヘナに加えました。「ヘナ100％」よ

りも高いトリートメント効果で髪に艶

やしなやかさを与え、さらさらでしっ

とりまとまる仕上がりに。染め色は

「ヘナ100％」と変わりません。/全成

分：ﾍﾝﾅ(ヘナ)､ｱﾝﾏﾛｸ果実(アムラ)､ｱ

ｶｼｱｺﾝｼﾅ果実(シカカイ)､ﾀｶｻﾌﾞﾛｳ葉

（バアリンラジ）､ｾｲﾀｶﾐﾛﾊﾞﾗﾝ果実(バヘ

ダ)､ｱｾﾝﾔｸﾉｷｶﾞﾑ(カッチャ)､ﾌﾞｯｿｳｹﾞ花

(ハイビスカス)､ｶﾝｿﾞｳ根(リコリス)/製造

販売元：㈱ナイアード 

H558 100g  1320円（税込）    

H558E  400g  3960円（税込）    

ナイアード ヘナ+ハーブ 

毛染めのできるトリートメント剤、厳

選した天然ヘナ100％ヘナのもつト

リートメント効果で髪に艶、ハリ、コシ

を与え、生え際はふんわりボリュー

ムのある仕上がりに。ヘアマニキュ

ア感覚でご利用ください。 

全成分：ヘンナ（ヘナ）/製造販売

元：㈱ナイアード 

H557～H561E共通仕様 

※100g：ポリ手袋、説明書付き 

※400g：100g×4袋入 

  手袋無し、説明書付き 

H557 100ｇ 1100円（税込）    

H557E  400g 3300円（税込）    

ナイアード へナ100％  

赤茶系 黒茶系 

木藍をヘナに加えたナイアードのヘ

ナの中でも人気の高い色です。日

本人の髪になじむ黒茶系に染まる

ので、より自然な仕上がりを求めた

い方や男性にもおすすめです。白

髪が多めで落ち着いた仕上がりが

お好みの方に染め時間がこれまで

1時間だったのが40分に短縮、さら

に使いやすくなりました/全成分：ﾅﾝ

ﾊﾞﾝｱｲ葉（木藍）、ﾍﾝﾅ（ヘナ）、以下成

分はヘナ＋ハーブ（H558に同じ）/

製造販売元：㈱ナイアード 

H561 100g  1650円（税込） 

H561E  400g  4950円（税込） 

ナイアード ヘナ+木藍 黒茶系 

快適できれいな染め上がりをお手

伝いしてくれる、保温性の高いアル

ミ製のキャップです。 ペーストを塗り

終わってから待つ間に、頭皮から出

る体温の放射をキャップ内部に反

射させ、効率よく保温することによ

り、トリートメント効果・ヘアカラーの

浸透力、さらには育毛剤の効果など

が大きくアップ、年間通して安定し

た染め上がりをサポート。 洗って繰

り返し何度も使えます。/素材・成

分：ﾌｨﾙﾑ部分(CPPﾌｨﾙﾑ･ｱﾙﾐ蒸着加

工･PEｺｰﾃｨﾝｸﾞ)､ｺﾞﾑ部分(天然ｺﾞﾑ･

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾃｰﾌﾟ）/日本製/製造元：㈱

ローレル 

H57 550円（税込） 

ﾅｲｱｰﾄﾞ  

ヘナ染め 

保温キャップ 

レギュラー 各 638円（税込）     Y334WT ホワイト  

Y334GY グレー / Y334BG ベージュ  

Y334OV オリーブ / Y 334PC ピーチ  
 

コンパクト 各 638円（税込）     Y336WT ホワイト   

Y336GY グレー /  Y336BG ベージュ  

Y336OV オリーブ /  Y336PC ピーチ  
 

ハニカムクリーン替ブラシ4個セット各 726円（税込）    

Y335 【レギュラー】 ・ Y337 【コンパクト】 

ヘッド交換式ハブラシ  『 サレド･ミュー 』ハニカムクリーン 

 レギュラー・ コンパクト 本体+替ﾌﾞﾗｼ2個 

レギュラー・ コンパクト ハニカムクリーン 替ブラシ4ヶセット 

サイズ：ブラシ部分：幅8mm 長さ18mm 高さ11mm/ハンドル本体サイズ：

185mm／素材・材質：ヘッド・本体ハンドル：ポリプロピレン、EPDM 

毛：PBT（ポリプチレンテレフタレート）/毛の硬さ：普通/耐熱温度：80度 

セット内容：本体×1、替ブラシ×2 ※交換用ヘラは本体に収納 

日本製／発売元：E－es－E 

そんな思いから誕生した、ヘッド交換式歯ブラシSaLeDo（サレド）が『サレド･

ミュー』へ進化。大人エレガンスな5色のラインナップ。一度購入すれば2回

目以降は替えブラシのみの購入でＯＫ。旧SaLeDoをお持ちの方も『ハニカ

ム替えブラシ』が共通で使えます。従来の歯ブラシと比べ、生産資源の使用

とゴミの排出量を10分の1に抑えます。歯茎を傷つけにくい柔らか超極細毛

が歯周ポケットや歯の狭い隙間に入り込み、歯周病や歯槽膿漏を予防。歯

の表面の汚れを落とし、歯茎をしっかりマッサージ。ヘッドの交換はワンタッ

チで簡単。極細毛が歯肉ポケットに入って汚れを取り、普通毛が歯の表面と

歯ぐきをマッサージ、使用性、耐久性に優れたこだわりの本体は人間工学

に基づいてデザインされた手に馴染み滑りにくいハンドル。ブラシの硬さは

普通のみ、六角形ブラシ（ハニカム）で磨き残しを軽減した進化系「ハニカム

クリーン」ブラシ1本1本の形状が従来の丸形から六角形に進化したブラシ

です。ブラシの根本から断面がほとんど全て六角形になっているので、ブラ

シ側面を触ると少しザラザラします（ブラシ側面に角がある）。歯の形状は凹

凸の連続なので、歯磨き時にブラシ側面は必ず当たります。通常の丸形ブ

ラシでは、側面に角がなくツルツルだったのが、六角形の場合は、側面の角

でも引っかかるので、汚れを効率的に除去することができます。 

「 たかが歯ブラシ  

  されど歯ブラシ 」  

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%98%e3%83%8a%ef%bc%8f%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%89-%e3%83%98%e3%83%8a%ef%bc%91%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bc%85/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%98%e3%83%8a%ef%bc%8b%e3%83%8f%e3%83%bc%e3%83%96%ef%bc%88%e8%b5%a4%e8%8c%b6%e7%b3%bb%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%98%e3%83%8a%ef%bc%8f%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%89-%e3%83%98%e3%83%8a%e6%9c%a8%e8%97%8d-%e8%8c%b6%e7%b3%bb/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%89-%e3%83%98%e3%83%8a%e6%9c%a8%e8%97%8d-%e9%bb%92%e8%8c%b6%e7%b3%bb/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%89-%e3%82%ac%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%98%e3%83%8a%e6%9f%93%e3%82%81%e4%bf%9d%e6%b8%a9%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%97%ef%bc%88%e3%83%8a%e3%82%a4%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%80%8e%e3%82%b5%e3%83%ac%e3%83%89%e3%83%bb%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%80%8f%e3%83%8f%e3%83%8b%e3%82%ab%e3%83%a0%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%b3/


デンタルケア 

 正常な歯はうっすら黄色いもの

です。真っ白を目指して無理なブ

ラッシングや、研磨剤が多量に

入った歯みがき剤を使うのは止め

ましょう。 

 口臭を気にして、マウスウォッ

シュを多用するのもちょっと考えも

の。余り刺激の強いタイプは味蕾

を壊してしまう(味がわからなくな

る)といわれています。 
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天然香味料を使用。甘味がないの

で爽やかな使用感で、使用後に飲

食しても味が変わりません。 

 

全成分：：炭酸Ca（研磨剤）､水､ｸﾞﾘ

ｾﾘﾝ､（湿潤剤）､ｼﾘｶ（基剤）､石ケン

素地（清浄剤）､ﾊｯｶ油・ﾕｰｶﾘ油（清

涼剤）､ｶﾗｷﾞｰﾅﾝ（粘結剤）/容器：ﾗ

ﾐﾈｰﾄチューブ/製造販売元：太陽

油脂㈱/区分：日本製・化粧品 

X111    120g      462円（税込）  

ﾊﾟｯｸｽﾅﾁｭﾛﾝ石けんはみがき 

野草粉 

いまじんオリジナルの飲み込んでも安全な、美味しい歯磨き粉登場！カンホ

アの塩と天然自然の植物エキス（ナスの黒焼き、ハコベ、スギナ、パパイン酵

素）で草原のさわやかさに仕上げました。研磨剤入りの歯磨き剤を使いたくな

い、安全とわかっていても、口に石けんを入れるのは抵抗がある。そんなあな

たへ、特におすすめ。口中をすっきりさせます。歯ブラシに少量つけて、しっ

かりブラッシング。使用後に飲食しても味が変わりません。 
＜使用上のご注意＞ 

・手の平や小皿に少し取り出して歯ブラシに付けて下さい。（最後まで湿気ず気持ちよく

お使い頂くために、容器へ濡らした歯ブラシを直接入れないで下さい。）レギュラーサイ

ズ50gで100～150回程度使えます。/・口腔内に傷、炎症のある場合はご使用にならな

いで下さい。/・お肌に合わない場合は、ご使用をおやめ下さい。/・天然自然の原料を

使用していますので、ロットにより粒子にムラがある場合がありますが、品質に問題はご

ざいません。/・飲み込んでも大丈夫ですが、食品ではありません。お料理などには使わ

ないで下さい。 
ハミガキ剤/販売名：ｿﾙﾃｨﾍﾟｰｽﾄEC/全成分：海塩（カンホアの塩）、コハコベエキス、ス

ギナエキス、BG、パパイン(食用)、炭(ナスの黒焼き)/本体容器：PP、PE、詰替用：AL

袋/発売元：有限会社いまじん/製造発売元：有限会社 桜/区分：日本製・化粧品 

SA070B ５０g 880円（税込）

SA070C 100g詰替用 990円（税込） 

Herbal salt polish 

ヱスケーさんのキッズシリーズハミガ

キです。3種のフルーツ味。こどもに

簡単なワンタッチキャップを採用。合

成界面活性剤、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。  
 

全成分： 炭酸 Ca（研磨剤）、水（溶

剤）、グリセリン（湿潤剤）、ソルビトー

ル（湿潤剤）、キサンタンガム（粘結

剤）、クエン酸 Na（pH調整剤）、オレ

ンジ油（香味剤）、メントール（香味

剤）/製造販売元 ：ヱスケー石鹸㈱  

H48A オレンジ 297円(税込）

H48B ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ 297円(税込）

H48C グレープ 297円(税込） 

ｴｽｹｰこどもハミガキ 60g 

塩化ナトリウムの働きで、歯ぐきをひ

きしめ歯槽膿漏、歯肉炎を予防。香

味料には天然のハッカ油・ユーカリ

油を使用。 
成分：重質炭酸ｶﾙｼｳﾑ、無水ケイ酸

（研磨剤）、精製水（基剤）、濃ｸﾞﾘｾﾘﾝ､

（湿潤剤）、塩化ﾅﾄﾘｳﾑ（有効成分）、

石けん用素地（清掃剤）、ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ

（粘 結 剤）、ﾊ ｯ ｶ 油・ﾕ ｰ ｶ ﾘ 油（清 涼

剤）、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ（矯味剤）/容器：ﾗ

ﾐﾈｰﾄチューブ/製造販売元：太陽油

脂㈱/ 医薬部外品 

X112 120g 506円（税込）         

ﾊﾟｯｸｽﾅﾁｭﾛﾝ ソルティー 

石けんはみがき 

医薬部外品 

発泡剤にラウリル硫酸ナトリウムなど

の合成界面活性剤ではなく、無添

加石けんを使用。着色料、防腐剤

は不使用。天然のペパーミントで爽

快感をお楽しみ下さい。使用後、味

覚を損ないません。  

 
全成分：炭酸ｶﾙｼｳﾑ（清掃剤）､ｼﾘｶ

（清掃剤）､精製水（基剤）､ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ

（湿潤剤）､ｾﾙﾛｰｽｶﾞﾑ（粘結剤）､ﾍﾞﾝﾄ

ﾅｲﾄ（粘結剤）､石ケン素地（発泡剤）、

香料（ﾍﾟﾊﾟｰﾐﾝﾄ・香味剤）/製造販売

元：シャボン玉石けん㈱ 

S34 140ｇ 418円（税込） 

シャボン玉せっけんハミガキ 

石けん歯磨きが初めての方にもラミ

ネートチューブで違和感無く使いや

すい。使用後に飲食しても味が変

わりません。合成界面活性剤、合成

甘味料、防腐剤不使用 

全成分：炭酸Ca、水、グリセリン、ソ

ルビトール、キサンタンガム、カラ

ギーナン、石ケン素地、メントール、

香料（スペアミントタイプ）/製造販売

元：エスケー石鹸㈱ 

H08 140g 385円（税込） 

ｴｽｹｰ ファミリーハミガキ 

歯と歯茎のマッサージに、歯垢とヤ

ニ取り、口臭予防に｡丸ナスの芳香

味とハッカ油の清涼味がすっきりし

た磨き心地、口中の不快感を取り除

きます｡ 

全成分：水、海塩、ｸﾞﾘｾﾘﾝ、炭酸

Ca、ｶｵﾘﾝ、ナスの黒焼き、炭、ｼﾘ

ｶ、セルロースガム、ﾋﾄﾞﾛｷｼｱﾊﾟﾀｲ

ﾄ、ｷｼﾘﾄｰﾙ、メントール、香料/製造

販売元：㈱不動化学 

H58 80g 770円（税込）       

ナスジェットブラック 

合成界面活性剤や防腐剤を使わ

ず、お口に優しく、使用後に味覚を

そこなわないという従来のせっけん

ハミガキの良さはそのままに、有効

成分の「天然塩」が歯ぐきをひきし

め、歯肉炎・歯周炎を防ぎ、口臭も

予防します。/成分：重質炭酸ｶﾙｼｳﾑ

(清掃剤)、塩化ﾅﾄﾘｳﾑ(有効成分)､ｿﾙ

ﾋﾞｯﾄ液(湿潤剤)、濃ｸﾞﾘｾﾘﾝ(湿潤剤)､ｷ

ｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ(粘結剤)、無水ケイ酸(粘結

剤)、石ケン用素地(発泡剤)、香料：ﾊｯ

ｶ油､ｽﾍﾟｱﾐﾝﾄ油(香味剤)､ｸｴﾝ酸(PH

調整剤)製造販売元：シャボン玉石け

ん㈱/医薬部外品 

S35 80ｇ 528円（税込）  

シャボン玉 

薬用せっけんハミガキ 

医薬部外品 

使い出したら癖になる？粘土の優

れた吸着力で安全に汚れをとり、歯

をキレイに。粘土の薄い皮膜が歯を

つるつるにコーティング、保護してく

れます。舌ざわりがとてもなめらか、

味もおだやかで、歯磨き後でも食べ

物の味が変わりません。 

 

全成分：水､モンモリロナイト､ｸﾞﾘｾﾘ

ﾝ、ｿﾙﾋﾞﾄｰﾙ､ｶｵﾘﾝ､BG､ﾄﾘ（ｶﾌﾟﾘﾙ

酸/ｶﾌﾟﾘﾝ酸）ｸﾞﾘｾﾘﾙ､ﾌｪﾉｷｼｴﾀﾉｰ

ﾙ､ﾊｯｶ油､PCA-Na､ｶﾌﾟﾘﾙ酸ｸﾞﾘｾﾘ

ﾙ､ﾃｨｰﾂﾘｰ葉油 

製造販売元：㈱ボディクレイ 

ねんどのハミガキ 
H30 100g    

1155円（税込） 

虫歯菌を除去し口臭を防ぐ天然緑

茶エキス配合。歯肉炎、歯槽膿漏を

予防する甘草エキス、 天然ビタミン

E配合。 

 

全成分：炭酸Ca（研磨剤）、水、ｸﾞﾘｾ

ﾘﾝ（湿潤剤）、ｼﾘｶ（基剤）、石ケン素

地（清浄剤）、ｽﾍﾟｱﾐﾝﾄ油、ハッカ

油、ﾕｰｶﾘ油（清涼剤）、ﾄｺﾌｪﾛｰﾙ、

ﾁｬ葉ｴｷｽ、ｶﾝｿﾞｳ根ｴｷｽ（矯味剤）、

ｶﾗｷﾞｰﾅﾝ（粘着剤）/容器：ﾗﾐﾈｰﾄ

ﾁｭｰﾌﾞ/製造販売元：太陽油脂㈱  

X114  120g 946円（税込）  

ﾊﾟｯｸｽﾅﾁｭﾛﾝ 

緑茶石けんはみがき 

https://www.eco-imagine.com/product/%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93%e3%81%af%e3%81%bf%e3%81%8c%e3%81%8d%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%bd%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%bc%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93%e3%81%af%e3%81%bf%e3%81%8c%e3%81%8d/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8f%e3%83%9f%e3%82%ac%e3%82%ad%ef%bc%8f%e9%87%8e%e8%8d%89%e7%b2%89/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8f%e3%83%9f%e3%82%ac%e3%82%ad%ef%bc%8f%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%9c%e3%83%b3%e7%8e%89%e3%81%9b%e3%81%a3%e3%81%91%e3%82%93%e3%83%8f%e3%83%9f%e3%82%ac%e3%82%ad/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%9c%e3%83%b3%e7%8e%89%ef%bc%8f%e8%96%ac%e7%94%a8%e3%81%9b%e3%81%a3%e3%81%91%e3%82%93%e3%83%8f%e3%83%9f%e3%82%ac%e3%82%ad/
https://www.eco-imagine.com/product/%e7%b7%91%e8%8c%b6%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93%e3%81%af%e3%81%bf%e3%81%8c%e3%81%8d%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8f%e3%83%9f%e3%82%ac%e3%82%ad%ef%bc%8f%e3%83%8a%e3%82%b9%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%83%e3%82%af/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8f%e3%83%9f%e3%82%ac%e3%82%ad%ef%bc%8f%e3%81%ad%e3%82%93%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%83%8f%e3%83%9f%e3%82%ac%e3%82%ad/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%83%bc%e7%9f%b3%e9%b9%b8%ef%bc%8f%e3%81%93%e3%81%a9%e3%82%82%e3%83%8f%e3%83%9f%e3%82%ac%e3%82%ad/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8f%e3%83%9f%e3%82%ac%e3%82%ad%ef%bc%8f%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%82%b1%e3%83%bc%e7%9f%b3%e9%b9%b8-%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%9f%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%8f%e3%83%9f%e3%82%ac%e3%82%ad/


その他石けん・石けん洗剤など 

28 

食器洗いはもちろん、お風呂洗い

等、住まいの洗剤としてご利用下さ

い。無添加の純粋なカリ石鹸。もちろ

ん無香料。お好みで精油を少し入れ

ても楽しいですね。※詰替用のみ取

扱いです。 

 

成分：水、脂肪酸カリ（純石けん分

23％）/添加物：無し/発売元：ねば

塾 

LR41 1000ml  660円（税込）           

しらかば液体石けん 

植物油を原料にした無香料・無着

色の台所用せっけんです。出しや

すく、使いすぎを防ぐポンプタイプ。

食器洗いをする手肌への負担が少

ないせっけんになっています。汚れ

をしっかり落とすとともに泡切れが良

く、すすぎが簡単。粘度があるタイ

プなので、スポンジに直接つけてご

使用下さい。 

台所用液体石けん/成分：水､脂肪

酸ｶﾘｳﾑ（純石けん分25%）/容器：

PP、PE、/発売元：太陽油脂㈱ 

X201 500mlﾎﾞﾄﾙ 572円（税込）  

X201B 詰替450ml 440円（税込）  

ﾊﾟｯｸｽﾅﾁｭﾛﾝ 

台所のせっけん  

無香料のシンプルな台所用液体石

けんです。パックスナチュロンキッチ

ンスポンジに直接つけて洗うのが効

果的、｢泡ポンプ｣｢泡工房｣での御使

用がお奨め。詰替え用ボトルのみ取

扱です。 

 

成分：水、純石けん分（20％脂肪酸

カリ）/添加物：無し/原料油脂：精製

ヤシ油/発売元：太陽油脂㈱ 

X57  2.3L  1430円（税込）      

パックス200番 詰替用 

お得なビックサイズの真っ白な石

鹸。きめ細かな泡立ち。さっぱり系

です。 

 

成分：脂肪酸ナトリウム（純石けん）/

原料油脂：パーム油/添加物：無し/

発売元：ねば塾   

LR08 180g×2個入 495円（税込）  

白雪の詩 植物油脂を原料とした、さっぱりとし

た洗い上がりのハンドソープ。泡状

で出てくるポンプタイプ。キメ細かい

泡で、しっかり洗えます。お子様も

楽しんで洗えます。ほのかな天然精

油の香りです。香りがやさしいので、

洗面所以外でもご活用ください。ト

レハロース（保湿成分）配合で、手

洗い後のお肌を健やかに保ちま

す。/全成分：水､ｶﾘ石ケン素地､ｸﾞ

ﾘｾﾘﾝ､ｸｴﾝ酸､ﾄﾚﾊﾛｰｽ､ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ油､ﾆ

ｵｲﾃﾝｼﾞｸｱｵｲ(ｾﾞﾗﾆｳﾑ)油､ｵﾚﾝｼﾞ果皮

油､ｷｻﾝﾀﾝｶﾞﾑ､ｴﾀﾉｰﾙ/容器：PP、

PE、/製造販売元：太陽油脂㈱ 

X103 330mlポンプ 462円（税込）  

X103B 詰替300ml 330円（税込）  

パックス 

お肌しあわせ 

ハンドソープ  

液状石けんを使いやすい泡ｽﾌﾟﾚｰ

式にしまし た。 ｵﾚﾝｼﾞの皮から搾っ

たｵﾚﾝｼﾞｵｲﾙを使用。お風呂回りだ

けでなく、あらゆる水回りの強い味

方です。 

 

成分：純石けん分（10％脂肪酸ｶﾘｳ

ﾑ）、ｵﾚﾝｼﾞｵｲﾙ3%、精製水/原料油

脂:パーム、パーム核油/発売元：太

陽油脂㈱ 

X28  ｽﾌﾟﾚｰ式500ml  748円（税込）     

X29   詰替用450ml   495円（税込）      

ﾊﾟｯｸｽﾅﾁｭﾛﾝお風呂洗い石けん 

植物油を主原料とした液体石けんで

す。おなじみ泡ｽﾌﾟﾚｰが逆さでも使

える新方式、気になる汚れにスプ

レーして、少し置いてからブラシなど

でこすり洗いしてください。レモング

ラスやグレープフルーツの爽やかな

柑橘系の香りで、お掃除が楽しくな

りますね。  

トイレ用石けん/成分：純石けん分

（５％脂肪酸カリウム）、アルカリ剤

（炭酸塩）、香料 

/発売元：太陽油脂㈱ 

X58 ｽﾌﾟﾚｰ式400ml 638円(税込） 

X59 詰替用350ml 385円(税込） 

ﾊﾟｯｸｽﾅﾁｭﾛﾝトイレ洗い石けん 
酸素系で合成界面活性剤を含まな

い安全性の高い漂白剤。ふきんな

どの煮洗いにおすすめです。  

成分：過炭酸ナトリウム100％（酸素

系）、石けん、炭酸塩/添加物：無

し/発売元：ねば塾  

しらかば台所漂白 

LR06  220g 

330円（税込）      

昔ながらのシンプルなみがき砂に石

鹸分を多めに配合、ガンコな焦げ付

き汚れなどに力を発揮。ご注意：漆

器などには使わないで下さい。 

成分：研磨材（80％）、純石けん分

（12％ 粉石けん）/添加物：無し/発

売元：ねば塾   

しらかばクレンザー 

LR05  500ｇ  

363円（税込）  

酸素系の漂白剤です。除菌除臭効

果があります。温湯での漬け置き洗

いが効果的。 

 

成分：過炭酸ナトリウム100％（酸素

系）/添加物：無し 

発売元：左R46：ねば塾 

右S03：シャボン玉石けん㈱  

S03 右：750ｇ 495円（税込）      

LR46 左：500g 418円（税込）   

酸素系漂白剤 

パームのバージン油を原料に作ら

れた「洗物ならなんでもおまかせ」タ

イプ、添加物を一切加えず、手練り

製造。 /成分：脂肪酸ナトリウム（純石

けん分95%以上）、水分5％以下/原料

油脂：パーム油/添加物：無し/発売

元：ねば塾  

しらかば石けん 
LR23 100g×3個 

484円（税込）              

油脂に含まれていた「グリセリン」が

そのまま封じ込められた炊き込み石

鹸、昔ながらの製法で、泡立ちも良

く汚れ落ちが素晴らしい。お洗濯、

食器洗いに。/成分：脂肪酸ナトリウム

（純石けん分93%以上）、ｸﾞﾘｾﾘﾝ、水

分/原材料：廃食油、パーム油、/添加

物：無し/発売元：ねば塾   

手作り元ちゃん  
LR22 100g×3個 

484円（税込）              

パックス 重曹Ｆ 

お掃除や食器洗いだけでなく、お料

理（ベーキングソーダ）にもご利用い

ただける、食品添加物グレードの重

曹です。 

ご使用方法 

茶渋などのよごれには、直接重曹を

ふりかけてスポンジなどでこすり洗い

します。お鍋の焦げ付きには、水を

入れた鍋に重曹を大さじ2～3杯入れ

煮立たせ放置します。焦げが浮き上

がってきたらスポンジで洗ってくださ

い。（アルミには使えません）/ 重曹/

成分：炭酸水素ナトリウム/ﾁｬｯｸ付スタ

ンドプラﾊﾟｯｸ/発売元：太陽油脂㈱ 

X81 2kg 1134円（税込）  

ネットをぬらして、固形石けんをつけ

て、軽くこすり合わせてください。

しっかり、きめ細やかな泡が簡単に

作れます。ネットの素材はとうもろこ

しのでんぷんから生まれたポリ乳酸

繊維。生分解性に優れ、土に還す

ことのできる素材です。 

 

材質：ひも、ネット：ポリ乳酸繊維、止

め具：ＰＰ/発売元：太陽油脂㈱ 

B05  385円（税込） 

縦13.5×巾15cm  

ナチュロン泡立てネット 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%8a%e8%82%8c%e3%81%97%e3%81%82%e3%82%8f%e3%81%9b-%e3%83%8f%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%97%ef%bc%8fpax/
https://www.eco-imagine.com/product/%e6%b3%a1%e7%ab%8b%e3%81%a6%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%83%b3-%e6%b4%97%e9%a1%94%e7%94%a8%e6%b3%a1%e7%ab%8b%e3%81%a6/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%ad%e3%81%b0%e5%a1%be-%e7%99%bd%e9%9b%aa%e3%81%ae%e8%a9%a9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e5%8f%b0%e6%89%80%e3%81%ae%e3%81%9b%e3%81%a3%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%ad%e3%81%b0%e5%a1%be-%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%8b%e3%81%b0%e6%b6%b2%e4%bd%93%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9-200%e7%95%aa-%e8%a9%b0%e6%9b%bf%e7%94%a8/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9-%e9%87%8d%e6%9b%b9%ef%bd%86-%ef%bc%9c%e9%a3%9f%e5%93%81%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e7%89%a9%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%9e/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%ad%e3%81%b0%e5%a1%be-%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%8b%e3%81%b0%e5%9b%ba%e5%bd%a2%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93-100gx3%e5%80%8b%e5%85%a5%e3%82%8a/
https://www.eco-imagine.com/product/%e6%89%8b%e4%bd%9c%e3%82%8a%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93-%e5%85%83%e3%81%a1%e3%82%83%e3%82%93/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%8a%e9%a2%a8%e5%91%82%e6%b4%97%e3%81%84%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%88%e3%82%a4%e3%83%ac%e6%b4%97%e3%81%84%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%ad%e3%81%b0%e5%a1%be-%e3%81%97%e3%82%89%e3%81%8b%e3%81%b0%e5%8f%b0%e6%89%80%e6%bc%82%e7%99%bd/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%ad%e3%81%b0%e5%a1%be-%e3%82%af%e3%83%ac%e3%83%b3%e3%82%b6%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e9%85%b8%e7%b4%a0%e7%b3%bb%e6%bc%82%e7%99%bd%e5%89%a4/


キッチン・洗濯・掃除用グッズ 

明治時代から変わらぬ形で長年愛

されてきたロングセラー。元祖亀の

子 束 子。キ ッ チ ン に。握 り や す く

オールマイティーに使えるサイズで

す。鉄なべ・テフロン加工でないフラ

イパン・木製品・ザル等の食器洗い

は洗剤なしで洗えて環境にやさしい

束子です。 お鍋の焦げなどは磨き

砂と一緒に使えば効果的にです。 

材質：パームヤシの実の繊維、針

金/サイズ： 8×10×5cm/発売元：

（株）亀の子束子西尾商店 

Y81 484円（税込） 

 

亀の子束子 パーム 1号 
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カワイイ！だけじゃない機能性たっぷりの食器洗いスポンジ。とってもカラフル

な全10色！キッチンが楽しくなりますね。 

ご覧のとおり、握りやすいおさかなフォルム。コップの底まで洗いやすい長め

のサイズ。尾びれでスタンディングできるので、水切れもよく清潔。 

使いやすい3層構造は。 

ナイロン不織布層・・・ガンコ汚れに。鍋・フライパンの磨き上げに。 

ウレタンフォーム層・・・少量の洗剤もしっかりキープ。 

脱膜ウレタン層・・・水切れ・泡立ちよく、耐久性に優れています。 

 

「近藤典子のモノ選びの基本」（レタスクラブ発刊）に掲載されました。 

 

素材・成分：スポンジ：ポリウレタン/不織布：ナイロン /サイズ：約142×66×

35mm耐熱温度：70℃ /日本製/発売元：株式会社マーナ   

B596B ブルー / B596DG ディープグリーン 

B596DP ﾃﾞｨｰﾌﾟピンク / B596LB ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ

B596LG ﾗｲﾄｸﾞﾘｰﾝ / B596LY ﾗｲﾄｲｴﾛｰ 

B596O オレンジ / B596P ピンク 

B596R レッド / B596Y イエロー 

おさかなスポンジ  

全10色 253円（税込） 

自動食器洗い機専用の粉末タイプ

の洗浄剤です。石けん分を含まな

いので、泡が立たないのが特徴。ガ

ラス器の曇りがなくなり、特にコップ

がピッカピカになります。また、本体

機内にたまりやすい白いカス (炭酸

カルシウム)の生成も抑え、衛生的

に使えます。 

成分：過炭酸ナトリウム、炭酸塩、け

い酸塩、クエン酸ナトリウム/発売

元：エスケー石鹸㈱ 

H80 500g 638円（税込） 

すっきり食器洗い機専用洗浄剤 

ナチュラル(生成り)カラーが仲間入

り。液体石けんでも、固形石けんで

も何でもＯＫ、泡立ち、水切れ、耐

久性が抜群。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。 

 

素材：軟質ポリウレタン/サイズ：約

11×7.5×3.5cm/日本製/発売元：太

陽油脂（株） 

X37 青、ピンク 220円（税込） 

X37N ナチュラル 220円（税込） 

ﾊﾟｯｸｽﾅﾁｭﾛﾝキッチンスポンジ 

フローラルブーケのさわやかな香り

です。 黄ばみやにおいを防ぎま

す。 雑菌の繁殖を防ぐヒノキチオー

ルを配合。 キャップで計量できるボ

トルが便利です。 

 

成分：クエン酸、天然ガム、ｴﾁﾙｱﾙｺｰ

ﾙ、ﾋﾉｷﾁｵｰﾙ、香料/発売元：太陽油

脂㈱ 

X30     ﾎﾞﾄﾙ610ml 660円（税込） 

X31  詰替用 500ml 418円（税込） 

パックス衣類のﾘﾝｽ  

冷たい水に触りたくない、ネイルを痛

めたくない、手荒れがいや、そんな

あなたにおすすめ！手を濡らさずに

お米がとげます。  

スプーン形状なので、軽くまわすだ

けでお米を傷つけにくくしっかりとぐ

ことができます。泡立て器としてもつ

かえるので、卵を溶いたりお好み焼

きのタネ作りにも。 

サイズ：約66×242×43mm/素材・成

分：ポリプロピレン/日本製/発売元：

㈱マーナ 

B645 506円(税込） 

らくらく米とぎスティック 

Y201 台ふきん 440円（税込）  

Y201B 台ふきん３枚ｾｯﾄ 1210円（税込）  

Y202 食器洗い用 330円（税込）  

TAKEFU キッチンクロス 

竹繊維は湿気の多い環境にあって

も、カビや雑菌の発生が少なく、とて

も衛生的です。Y201は綿の2倍の優

れた吸水力と放湿性で使いやすく乾

きやすいふきんです。Y202は洗剤を

ほとんど使用せず、食器を洗う事が

できます。目の荒いガーゼ使用によ

り、油や食べかすなどの汚れが残り

ません。水にぬらし、二つ折りにする

と手にちょうど収まる大きさになって

い ま す。/ 素 材・成 分 ： レ ー ヨ ン

（TAKEFU/原料に竹を使用）100％、

縫 製 糸ﾅ ｲ ﾛ ﾝ /Y201 ： 約30 ×39cm/

Y202：約20×30cm 

発売元：㈱ナファ生活研究所  

野菜を包んだり、ボウルやお皿のフタ代わりに、サンドイッチを包んだり、 

使い捨てない、地球にやさしいミツロウラップを作ってみませんか。 

本品で３０cm×３０cmの布 2枚分が入っています。ミツロウラップを手で温

めて、ボウルや食べ物を包んでください。ラップが冷えると粘着力が増し保

存できます。ご注意：生の肉や魚、液漏れするものにも使えません。保管を

するときはオーブンペーパーやワックスペーパーにはさんでおくと便利。 汚

れたら、ぬるま湯または石けんや洗剤で軽く洗って乾かしてください。くっつ

きが弱くなったら、またワックスを染み込ませれば何度でも使えます。 

 

セット内容：晒しみつろう 20ｇ、松脂フレーク 10ｇ、ホホバオイル 10ml 布

はついていません。/晒しみつろう：日本製/松脂：製薬会社製品（原料：中

国産）/ホホバオイル：日本製、化粧品原料/発売元 有限会社いまじん 

 

松脂だけ入用な方はこちら 

 

 松脂：製薬会社製品（原料：中国産）/発売元 有限会社いまじん 

ZW01 495円（税込）  
ミツロウ 

ラップセット 

ZW03A 松脂フレーク  50g 495円(税込) 

とにかく便利！野菜を入れて引くだ

けです。部品が3個と少なく後片付

けが簡単なのもポイント高いです

ね。ハンバーグはもちろん、野菜

いっぱいドライカレーなどなどお役

立ち間違いなしチョッパー。引っ張

る回数によって食材の細かさを調整

できます。コンパクトなサイズで収納

も簡単。※電子レンジ、食洗器不可

＜取扱説明書＞をよく読んでからお

使いください。 
サイズ：直径125mm×高さ90mm/素

材・成分：本体/PS樹脂 ゴム足/TPR

樹脂 蓋/ポリプロピレン、ABS樹脂、

POM樹脂 ハンドル/ABS樹脂 刃/ステ

ンレス/耐熱温度:80℃/中国製/発売

元：竹原製缶 

簡単みじん切り
チョッパー 

B507 660円（税込） 

洗顔用の泡立てネットです。シャ

ワーヘッドやレバータイプ水栓にも

かけられる吊り下げひもで、片側開

きの袋タイプにしているので、固形

石けんが入れた まま水切り乾燥

OK、石けんを泡立てている間も落

ちにくい構造です。この製品は障が

い者・高齢者生活支援NPO法人で

ひとつひとつ手作りしています。 

 
材質：ポリエステル/サイズ：H約180

（ひも部分は約100ｍｍ）×140㎜(底部

の巾)/発売元：㈲いまじん 

B03 264円（税込） 

泡立てネットいまじんｵﾘｼﾞﾅﾙ 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%89%e3%81%8f%e3%82%89%e3%81%8f%e7%b1%b3%e3%81%a8%e3%81%8e%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%83%e3%82%af/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%b5%e3%81%8d%e3%82%93%ef%bc%8f%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%ad%e3%82%b9%e5%8f%b0%e3%81%b5%e3%81%8d%e3%82%93/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%82%b8%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e4%ba%80%e3%81%ae%e5%ad%90%e6%9d%9f%e5%ad%90/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%9f%e3%83%84%e3%83%ad%e3%82%a6%e3%83%a9%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%bb%e3%83%83%e3%83%88/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%8a%e3%81%95%e3%81%8b%e3%81%aa%e3%82%b9%e3%83%9d%e3%83%b3%e3%82%b8/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%a1%a3%e9%a1%9e%e3%81%ae%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b9%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e9%a3%9f%e5%99%a8%e6%b4%97%e3%81%84%e6%a9%9f%e5%b0%82%e7%94%a8%e6%b4%97%e6%b5%84%e5%89%a4/
https://www.eco-imagine.com/product/%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%bf%e3%81%98%e3%82%93%e5%88%87%e3%82%8a%e3%83%81%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%91%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e6%b3%a1%e7%ab%8b%e3%81%a6%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%8f%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%98%e3%82%93%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%b8%e3%83%8a%e3%83%ab/


洗濯用石けん・アルカリ剤 

天然植物油脂を主原料として純植

物性石けんで溶けやすい中空粒状

成形にしました。助剤無添加なので

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。 

 

成分： 脂肪酸ナトリウム（純石けん

分99％）原料油脂：パーム油、ヤシ

油/製造者：太陽油脂㈱ 

X84 1kg 1430円（税込）     

ﾊﾟｯｸｽﾅﾁｭﾛﾝ純粉石けん N 

溶けやすい中空状の粉末。木綿、

化繊、ウール、シルク何でも洗える

純粉石けん。どちらも30Lの水に35g

で60回分です。 

 

成分： 脂肪酸ナトリウム（純石けん

分99％）原料油脂：植物油脂/添加

物：なし/発売元：シャボン玉石けん

㈱ 

LS26   2.1kg    1694円（税込）        

純植物性スノール粉石けん 
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環境に負担をかけない洗剤  海へ…Step  

「海へ…step」は海洋タンカーの事故処理研究から生まれた易分解性洗濯用

洗剤です。 100%植物由来の洗浄成分で、水に還る環境にやさしい洗剤。再

付着防止剤（多孔質構造物質）が、衣類からはがれ落ちた汚れの再付着を防

止するので、すすぎは0回でOK。 中性なので、アルカリに弱いデリケートな衣

類にもおすすめです。※ドラム式の場合は、元々水量が少なく洗剤も濃くなる

ためすすぎ1回をすすめています。ティースプーン1杯（約5ｍｌ）で洗濯できま

す。柔軟剤いらずでふんわり仕上げ。油分の再凝集（一度ひきはがした汚れ

が再び凝り固まること）がないので、排水パイプの異臭、詰まりがありません。 

低温地域（水温5℃～）、硬水地域でも使えます。 

酸素系漂白剤や、重層・セスキ炭酸ソーダなどのアルカリ剤や、クエン酸との

併用も可能。 

成分：水82％、界面活性剤［16%、高級アルコール系（非イオン）、ヤシ油脂肪

酸アルカノールアミド※MEAタイプのみ使用］、香料※精油（ラベンダー精油・

ホオリーフ精油・ベルガモット精油）、【1％未満の成分：金属イオン封鎖剤・再

付着防止剤・pH安定剤・除菌消臭剤・雑菌繁殖抑制剤（本製品がすべての

菌・臭いを抑えるわけではありません）】 

洗濯用洗剤・日本製/発売元：有限会社 がんこ本舗 

H828E  450ml詰替専用 2420円（税込） 

落とした汚れは再付着させない！すすぎ0回に対応 

ドラム式洗濯機におすすめの泡立

ちをおさえた液状石けんです。ヤシ

油とパーム核油を原料にした液体

石けんにアルカリ剤（炭酸塩）を配

合し、洗浄力を高くした石けんで

す。ほのかなラベンダーの香りが好

評、普通の洗濯機もお使いいただ

けます。 

 

洗濯用液状石けん/成分：水､脂肪

酸ｶﾘｳﾑ（純石けん分28%）､ｱﾙｶﾘ剤

（炭酸塩)､固化防止剤（ｴﾁﾙｱﾙｺｰ

ﾙ） /容器：PP、PE/製造者：太陽油

脂㈱ 

X503 1.2Lﾎﾞﾄﾙ 1210円（税込） 

X503B 詰替1L 825円（税込） 

パックス 

洗濯用石けん

ﾄﾞﾗﾑ 

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。 

※本品は『パックスﾅﾁｭﾛﾝ ネオ洗

濯用液状石けん』の後継品です。 

使用量の目安[全自動式] 水量30L

に対し40ml、水量60Lに対し80ml 

綿・麻・レーヨン・合成繊維用です。

ウール、シルク類は純石けんをお使

いください。 

洗濯用液体石けん/成分：水、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)/容器：PP、PE/製造

者：太陽油脂㈱  

X409 1.2Lﾎﾞﾄﾙ 1210円（税込） 

X409B 詰替1L 825円（税込） 

パックス 

洗濯用石けん

Ｗパワー 

全自動洗濯機などの回転漕の裏や

排水パイプにたまる汚れやカビの掃

除、水カビの除去に。  

 

成分：過炭酸ナトリウム90％、脂肪

酸ナトリウム（純石けん分10％）/発

売元：ねば塾  

LR17 300g×２袋入  605円（税込） 

洗濯機洗い粉 

粉石けんネットが洗濯機の中で大き

く回りながらスムースに粉石けんを

溶かします。ファスナーの部分も含

めて蛍光剤不使用です。 

 

材質：ﾈｯﾄ、ﾌｧｽﾅｰ：ポリエステル/

ﾌｧｽﾅｰｶﾊﾞｰ：ナイロン/発売元：

NPOせっけんの街 

B19 550円（税込） 

10×10cm   

無蛍光石けんネット 

手作りバスボムや、軽いクレンザーと

して、 漬け置き洗いに炭酸塩とミック

スしてなど、家中大活躍の人気者。 

 食品添加物グレードなので、お口

に入っても安心です。 詰替えなくて

もそのまま使える、チャック付スタン

ディングパックで保存もカンタン。 

いまじんは、OPEN当初から、お役

立ち雑貨として重曹とクエン酸をお

取扱しています。どうぞご活用下さ

い。手作り材料/重炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ（旭硝

子製）/原材料名：炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／ 

日本製/ﾁｬｯｸ付スタンドプラﾊﾟｯｸ：

NY、PE/発売元：㈲いまじん  

H61 500g 430円（税込） 

H61F 1kg 605円（税込） 

重曹<食添グレード> 

R43 炭酸ソ－ダの液性はアルカリで

す。手荒れしやすい方は扱いには

少々注意してください。R43 ｾｽｷ炭

酸ｿ-ﾀﾞの液性は弱アルカリです。炭

酸ソーダと重曹の中間位のpHです

が、手あれしやすい方はやはり注意

してください。いずれも、泡が立たな

いので、単独でお洗濯、お掃除にも

活躍。拭き掃除は薄めに溶かしてく

ださい。白残りすることがあります。 
成分：R43/炭酸塩100%/：R44/セスキ

炭酸ナトリウム100%/ ﾁｬｯｸ付スタンド

プラﾊﾟｯｸ/発売元：ねば塾 

LR43 炭酸ソ－ダ1kg 550円（税込）

LR44 ｾｽｷ炭酸ｿ-ﾀﾞ1kg880円（税込） 

電気ポットのお掃除に、2から10％の

溶液をスプレー容器に詰めて、キッ

チンなどに常備、さっとひと拭きの

ちょこっとお掃除に、手づくり化粧水

作りに、石けんシャンプー用手作りリ

ンスに、大活躍の優れものです。 食

品添加物グレードですから、お口に

入っても安心です。詰替えなくても

そのまま使える、チャック付パックで

保存もカンタン。 
手作り材料/食品添加物：無水クエン

酸結晶（昭和化工製）/原材料名：甘藷

澱粉粕／日本製/ﾁｬｯｸ付スタンドプラ 

ﾊﾟｯｸ：NY、PE/発売元：㈲いまじん 

H60 500g 1000円（税込） 

H60F 1kg 1870円（税込） 

クエン酸<食添グレード> 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%9c%e3%83%b3%e7%8e%89-%e3%82%b9%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%ab%e7%b2%89%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93/
https://www.eco-imagine.com/product/%e7%b4%94%e7%b2%89%e3%81%9b%e3%81%a3%e3%81%91%e3%82%93n%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%8a%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%ad%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e6%b4%97%e6%bf%af%e7%94%a8%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93%ef%bc%88%e3%83%89%e3%83%a9%e3%83%a0%e5%bc%8f%e6%b4%97%e6%bf%af%e6%a9%9f%e7%94%a8-%ef%bc%89%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e6%b4%97%e6%bf%af%e7%94%a8%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93%ef%bd%97%e3%83%91%e3%83%af%e3%83%bc%ef%bc%8f%e3%83%91%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e6%b4%97%e6%bf%af%e7%94%a8%e6%b4%97%e5%89%a4%e3%80%8c%e6%b5%b7%e3%81%b8step%e3%80%8d/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%8f%e7%84%a1%e8%9b%8d%e5%85%89%e7%9f%b3%e3%81%91%e3%82%93%e3%83%8d%e3%83%83%e3%83%88/
https://www.eco-imagine.com/product/%e9%87%8d%e6%9b%b9%ef%bc%9c%e9%a3%9f%e5%93%81%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e7%89%a9%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%9e/
https://www.eco-imagine.com/product/%e7%82%ad%e9%85%b8%e3%83%8a%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%83%a0/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%af%e3%82%a8%e3%83%b3%e9%85%b8%ef%bc%9c%e9%a3%9f%e5%93%81%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e7%89%a9%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%9e/
https://www.eco-imagine.com/product/%e6%b4%97%e6%bf%af%e6%a9%9f%e6%b4%97%e3%81%84%e7%b2%89/


業界初、化学薬剤不使用、40年以上

の害虫駆除専門実績を持つプロが開

発した、ゴキブリ避けスプレーです。

「ゴキブリ忌避率95％」一応、ゴキブリ

専用ですが、ハエ、蚊にも効果があり

ます。流しまわり、ゴミ箱回り、戸棚の

脇、ＴＶ、炊飯器、冷蔵庫、ガスレンジ

などの裏、脇などゴキブリの通り道に

シュッとスプレーしてください。一本で

およそ400回分噴射。永続性はありま

せんが、かなりの効果です。 

虫避け剤/成分：天然コパイバ油、植

物抽出成分/発売元：㈲生活アートクラ

ブ 

虫 さ ん バ イ バ イ  
Y95 250mlｽﾌﾟﾚｰ式 1650円（税込） 

Y95B 400ml詰替用 2310円（税込） 

業界初、化学薬剤不使用、40年以上

の害虫駆除専門実績を持つプロが開

発した、黒アリ避けスプレーです。「黒

アリ忌避率95％以上」一度入り込むと、

意外に退治のやっかいな黒アリ、通り

道になってしまった隙間や、建物の基

礎回りに、定期的に１～2回スプレーし

てください。気温が上がる、梅雨から初

夏にかけての駆除が効果的です。一

本でおよそ400回分噴射。永続性はあ

りませんが、かなりの効果です。 

虫避け剤/成分：青森ひば油、べチバ

油、その他植物精油/発売元：㈲生活

黒 ア リ バ イ バ イ  
Y97 250mlｽﾌﾟﾚｰ式 1650円（税込） 

Y97B 400ml詰替用 2310円（税込） 

業界初、化学薬剤不使用、40年以上

の害虫駆除専門実績を持つプロが開

発した、ダニ避けスプレーです。「ダニ

忌避率95％以上」アレルギー対策に必

須のダニ退治にご活用下さい。畳、ソ

ファー、ぬいぐるみなどに30cm離して

シュッとスプレーしてください。一本で

およそ400回分噴射。永続性はありま

せんが、かなりの効果です。 

 

虫避け剤/成分：青森ひば油、エレミ

油、その他植物精油/発売元：㈲生活

ｱｰﾄｸﾗﾌﾞ   

ダ ニ ｲ ｰ く ん バ イ バ イ  
Y96 250mlｽﾌﾟﾚｰ式 1650円（税込） 

Y96B 400ml詰替用 2310円（税込） 

アルカリ剤・虫よけグッズ 

シルクやカシミヤ、高級衣料は絶対

これ！香りもほのかで、衣替え時の

不快感も解消。  

香りが薄れたら削ってください。 

 

虫 よ け 剤 / １ 個 の 大 き さ 4 × 6 ×

3cm。/成分：楠/発売元：喜多製材

所 

Y36 ﾌﾞﾛｯｸ８個入  1430円（税込） 

くすのきブロック 

シルクやカシミヤ、高級衣料は絶対

これ！香りもほのかで、衣替え時の

不快感も解消。引出し一杯に２個が

目安。半年位で交換して下さい。 

 

虫よけ剤/成分：天然樟脳（樟脳量

>96%、）/性状：白色結晶性粉末、不

揮発物<0.1%/発売元：㈱りんねしゃ 

LY43 10ｇ×8包  1980円（税込） 

 

くすのき樟脳 
刺激が少なく目やのどに優しい蚊

避線香です。昔から蚊遣りとして使

われている、除虫草、除虫菊が主成

分で、殺虫剤や農薬成分は入って

いません。（薬事法上の制限で殺虫

成分が入っていないので雑貨扱い

になります） 

 

お線香・お香/原材料：除虫草、除

虫菊、タブ粉、木粉、でんぷん（合

成殺虫成分、着色剤不使用）/発売

元：㈱りんね社 

★夏季限定お取扱い ★     

Y78 30巻 1138円（税込） 

菊花せんこう  

サマーシーズンブレンドの天然エッ

センシャルオイルです。天然ハーブ

の香りだけをブレンドした室内芳香

剤。フットライトやディフューザー等

に滴下してお使いください。 虫が嫌

いな香りの精油だけをブレンドして

います。ティッシュに２～３滴足らし

て、ベルトにはさんでお庭仕事に。 

アロマﾌﾞﾚﾝﾄﾞｵｲﾙ/成分：レモンユー

カリ、シトロネラ、ティートリー/ボト

ル：ｶﾞﾗｽ/キャップ、スプレー部：PP、

PE/発売元：㈱彩生舎 

J03 5ml 1320円（税込） 

ハイパープランツ  アンチＭ  
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水と重曹だけを独自の方法でアルカリ電解水にしました。アルカリの力で、汚れ落しだけでなく、消臭もできる無色無臭のマルチクリーナーです。 
水拭きでは取れない汚れを重曹よりよく落ちるPh9～10の弱アルカリが包み込んで浮かせて落します。合成界面活性剤、その他、添加物なし、 
洗剤を使いたくないところに、ベビー用品やペット用品、冷蔵庫や電子レンジ内部の汚れ落としに。 
キッチンの油汚れはもちろん、リビングの手あかや汚れ、窓ガラスのお掃除、トイレ、フローリング、どこでも場所を選びません。 
★すぐに使えるスプレーをセットした、特別価格でお届けします。（無地シール２枚つき、10％溶液、5%溶液など書いて、使い分けると便利です） 
ご使用方法 
本品を5～10％、水で薄めてお使いください。二度拭き不要です。 
換気扇などしつこい油汚れは20％程度に原液を薄めてティッシュやキッチンペーパーパックでしばらく放置してから拭き取り、よく洗い流してください。 
ご注意 
※原液をそのまま使ったときは、白残り(重曹粉末なので、無害です)することがあります。一、二度水拭きして仕上げてください。 
※無塗装のフローリング、家具や、カーペット、畳はご使用前に目立たない所でテストして下さい。変色することがあります。 
※皮膚の弱い方、また、原液のまま使うときは、ゴム手袋をして下さい。 
※子供の手の届かないところに保管して下さい。 目に入った場合や異常を感じた場合は、すぐに水でよく洗い流して下さい。 
クリーナー本体 /住居用洗剤 /原材料・成分：水、重曹(炭酸水素ナトリウム)/ 容量：500ml(原液タイプ)/容器：PETボトル/日本製 スプレー 直径：約67×
106mm（全体の）高さ約215mm/材質：本体：PE ：スプレー：PE、PP/日本製/発売元：有限会社いまじん 

SA081H  セットでお得価格 定価 803円 → 638円(税込） 

SA081E  マルチクリーナー500ml 本体のみ 495円(税込） 

LB011   スプレーボトル 500mlのみ 308円(税込）  

SA081A  お試しサイズ 20ml 165円(税込） 

いまじんマルチクリーナー 

For the earth 

スプレーセットがお得です 

お試しサイズもございます  

アルコール(エタノール)80% + 除菌・抗

ウイルス作用があるといわれる 5種類の

オーガニック精油を配合。マスク、ハン

カチを衛生的に保つ除菌スプレーで

す。/使い方：マスクの外側、ハンカチ

に1プッシュスプレーし、よく振ってアル

コールを飛ばしてからご使用ください。

マスクホルダーご利用の方に超おすす

め。ペンダント効果が素晴らしい※す

べての菌・ウイルスを除去できるわけで

はありません。★直接肌につけないでく

ださい。【飲用不可】 【火気厳禁】成分： 

エタノール、水、ユーカリ(ラジアタ)油、

ペパーミント油、ティートリー油、ローズ

マリー(カンファー)油、サイプレス油 

/キャップ、スプレー部：PP、PE/発売

元：㈱彩生舎 

J05 30ml  

1650円（税込） 

マスク用除菌アロマ

スプレー 30mL 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bc%8f%e3%83%9e%e3%83%ab%e3%83%81%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%81%ef%bd%8d%e3%82%aa%e3%82%a4%e3%83%ab/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%a0%e3%82%b7%e3%81%95%e3%82%93%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%90%e3%82%a4/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%80%e3%83%8b%e3%82%a3%e3%83%bc%e3%81%8f%e3%82%93%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%90%e3%82%a4/
https://www.eco-imagine.com/product/%e9%bb%92%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%90%e3%82%a4/
https://www.eco-imagine.com/product/%e8%8f%8a%e8%8a%b1%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%93%e3%81%86/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%82%af%e7%94%a8%e9%99%a4%e8%8f%8c%e3%82%a2%e3%83%ad%e3%83%9e%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%8f%e3%81%99%e3%81%ae%e3%81%8d%e6%a8%9f%e8%84%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%81%8f%e3%81%99%e3%81%ae%e3%81%8d%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af/


布ナプキン 

ほっこり暖かいネル生地が何ともよい

肌 触 りで す。従来の 無漂白、無蛍

光、起毛ネル生地が進化。 無化学

処理です。ふんわり起毛感もさらに

アップ。 かゆみ、かぶれから解放。

洗いやすく、乾きやすいプレーンタ

イプ。 使い始めは必ず一度石けん

で洗ってください。 特に肌の敏感な

方や、草木染をなさる場合は10分程

度の煮沸をお勧めします。 

材質/無漂白、無蛍光、起毛ネル生

地（綿100％）/発売元㈲くらしを耕す

会  

白うさぎ布ナプキンパッド型 
Y864 281円（税込） 

タテ20×ヨコ7.5ｃｍ 

Ｓは2つ折にたたんで使います。 

軽めの時に。 

 

ネル生地については、パッド型をご

参照下さい。 

 

材質/無漂白、無蛍光、起毛ネル生

地（綿100％）/発売元㈲くらしを耕す

会  

  

白 う さ ぎ 布 ナ プ キ ン Ｓ  
Y865 351円（税込） 

タテ24×ヨコ15.5ｃｍ 

Ｍは3つに、折りたたんで使います。 

いわゆるレギュラータイプがこちらに

なります。 

 

ネル生地については、パッド型をご

参照下さい。 

 

材質/無漂白、無蛍光、起毛ネル生

地（綿100％）/発売元㈲くらしを耕す

会  

白 う さ ぎ 布 ナ プ キ ン M  
Y866 418円（税込） 

タテ26×ヨコ23ｃｍ 

四つ折タイプ、多い時、就寝時に、気

になる時はパッド型をはさむ、Ｓサイズ

を後ろに当てるなど工夫してみましょ

う。 

 

ネル生地については、パッド型をご

参照下さい。 

 

材質/無漂白、無蛍光、起毛ネル生

地（綿100％）/発売元㈲くらしを耕す

会  

白 う さ ぎ 布 ナ プ キ ン L  
Y867 459円（税込） 

タテ26×ヨコ30.5ｃｍ 

●布ナプキンの使い方● 
 

 まずは、お家でトライしてみて下さい。 

始まりそうだな、とかもう終わりなんて日に、 

パッド型を使ってみるのはどうでしょう。きっと温かな感触の心地よ

さに驚いて頂けるはず。 

 

そして、ふたつきバケツに、炭酸塩と重曹を大さじ１づつ、 

またはセスキソーダを同量、ぬるま湯に溶かしたものを用意してく

ださい。後はポイポイ漬けて置き、普通にまとめてお洗濯してくださ

い。 

 お出かけには、ビニールポーチがひとつあればＯＫ、 

意外とかさばりません。 

 

 腰は楽になるし、痛みも和らぐみたいだし、

なんだか楽しくて、自分の体がいとおしくなる

布ナプキン。「使ってよかった！」になること請

け合いです。 

R43 炭酸ソ－ダの液性はアルカリで

す。手荒れしやすい方は扱いには

少々注意してください。R43 ｾｽｷ炭

酸ｿ-ﾀﾞの液性は弱アルカリです。炭

酸ソーダと重曹の中間位のpHです

が、手あれしやすい方はやはり注意

してください。いずれも、泡が立たな

いので、単独でお洗濯、お掃除にも

活躍。拭き掃除は薄めに溶かしてく

ださい。白残りすることがあります。 
成分：R43/炭酸塩100%/：R44/セスキ

炭酸ナトリウム100%/ ﾁｬｯｸ付スタンド

プラﾊﾟｯｸ/発売元：ねば塾 

LR43 炭酸ソ－ダ1kg 550円（税込）

LR44 ｾｽｷ炭酸ｿ-ﾀﾞ1kg 880円（税込）         
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手作りバスボムや、軽いクレンザーと

して、 漬け置き洗いに炭酸塩とミック

スしてなど、家中大活躍の人気者。 

 食品添加物グレードなので、お口

に入っても安心です。 詰替えなくて

もそのまま使える、チャック付スタン

ディングパックで保存もカンタン。 

いまじんは、OPEN当初から、お役

立ち雑貨として重曹とクエン酸をお

取扱しています。どうぞご活用下さ

い。手作り材料/重炭酸ﾅﾄﾘｳﾑ（旭硝

子製）/原材料名：炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ／

日本製/ﾁｬｯｸ付スタンドプラﾊﾟｯｸ： 

NY、PE/発売元：㈲いまじん  

H61 500g 430円（税込） 

H61F 1kg 605円（税込） 

重曹<食添グレード> 

天然の抗菌性をもつ、やわらかいTAKEFU素材でできた2種類のガーゼを4

枚重ねたTAKEFU100%の布ナプキンホルダーです。雑菌の発生を抑え、気

になるニオイを防ぎます。ショーツに固定できるスナップ付 

TAKEFUの布ナプキンS、Mから経血量に合わせてサイズを選び、ホルダー

に包んで使用します。そのままで、軽い日やおりもの用にも、ネル生地の布

ナプキンなど、お手持ちの布と組み合わせてもOK。 

サ イ ズ ： 15 × 15cm（ス ナ ッ プ を 止 め た サ イ ズ）/ 素 材・成 分 ： レ ー ヨ ン

（TAKEFU/原料に竹を使用）100% 縫製糸：綿 ボタン：PP/中国製/発売

元：(株)ナファ生活研究所   

ご注意：竹布は大変やわらかい繊維です。 

洗濯機をご使用の際は必ず洗濯ネットに入れ、弱水で洗ってください。 

乾燥機のご使用はお避けください。縮みの原因になります。 

漂白剤、蛍光増白剤入りの洗剤及び柔軟剤のご使用はお避けください。 

ドライクリーニングはお避けください。 

洗剤は、アルカリ度の弱いものをお使いください。 

Y876 1815円 （税込）  

TAKEFU布ナプキンホルダー 

3枚ｾｯﾄ  

最高の肌触りと乾きやすさを追求。天然の抗菌作用をもつTAKEFUの布ナ

プキンです。雑菌の発生を抑え、気になるニオイを防ぎます。 

天然の抗菌性をもつ、やわらかいTAKEFU素材でできた2種類のガーゼを、

4枚重ねて作りました。サラリと吸収するガーゼ3枚と、より肌触りのやさしい

ベビーソフトがデリケートな部分を優しく包み込みます。ホルダーと組み合

わせて使えば、ショーツに固定できてずれません。 

Ｓサイズは、生理の後半や少ない日用に。 

Ｍサイズは、昼用または少ない日の夜用に。 

Ｌサイズは、多い日や夜用に。 

素材・成分：レーヨン（TAKEFU/原料に竹を使用）100% 縫製糸：綿/中国

製/発売元：(株)ナファ生活研究所  

Y871 S 22×15cm   440円（税込）  

Y872 M 35×22cm   880円（税込） 

Y873  L 35×55cm  1100円（税込） 

TAKEFU 布ナプキン  

https://www.eco-imagine.com/product/%e7%99%bd%e3%81%86%e3%81%95%e3%81%8e%e3%81%ae%e5%b8%83%e3%83%8a%e3%83%97%e3%82%ad%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/takefu-%e5%b8%83%e3%83%8a%e3%83%97%e3%82%ad%e3%83%b3/
https://www.eco-imagine.com/product/%e9%87%8d%e6%9b%b9%ef%bc%9c%e9%a3%9f%e5%93%81%e6%b7%bb%e5%8a%a0%e7%89%a9%e3%82%b0%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%83%89%ef%bc%9e/
https://www.eco-imagine.com/product/%e7%82%ad%e9%85%b8%e3%83%8a%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a6%e3%83%a0/


エコシルク  

夏はさわやか、冬はあったか、縫い

糸もシルク100%でアトピーの人にも

安心です。ウ エスト ゴム取り替え

OK。 

材質：表糸：シルク100%（中国製）/メ

リヤス編/生成色/ 

M 87～95cm /Ｌ 92～100cm 

発売元：金伴繊維㈱ 

U07  Ｍ  2750円（税込）         

U08  Ｌ  2750円（税込）         

シルクショーツ 

夏はさわやか、冬はあったか、縫い

糸もシルク100%でアトピーの人にも

安心です。 

 

材質：表糸：シルク100%（中国製）/メ

リヤス編/生成色/ 

M バスト 79～87cm 着丈 60cm      

Ｌ  〃  86～94cm  〃  62cm 

発売元：金伴繊維㈱ 

U09  Ｍ  4840円（税込）         

U10  Ｌ  4840円（税込）      

シルクタンクトップ 

 首明きが深いのでアウターが見え

ません。縫い糸もシルク100%でアト

ピーの人にも安心です。 

材質：表糸：シルク100%（中国製）/メ

リヤス編/生成色/ 

M バスト 79～87cm 着丈 60cm      

Ｌ  〃  86～94cm  〃  62cm

発売元：金伴繊維㈱ 

2014年9月価格改定 

U11  Ｍ 6160円（税込）         

U12  Ｌ  6160円（税込）         

シルク半袖シャツ 

ババシャツの決定版！縫い糸もシ

ルク100%でアトピーの人にも安心で

す。 

材質：表糸：シルク100%（中国製）/メ

リヤス編/生成色/ 

M バスト 79～87cm 着丈 60cm      

Ｌ   〃   86～94cm   〃  62cm

発売元：金伴繊維㈱ 

U133 Ｍ  6820円（税込）         

U134 Ｌ  6820円（税込）         

シルク八分袖シャツ 

夏はさわやか、冬はあったか、縫い

糸もシルク100%でアトピーの人にも

安心です。ウ エスト ゴム取り替え

OK。  

材質：表糸：シルク100%（中国製）/メ

リヤス編/生成色/ 

M：ヒップ 87-95cm/総丈 83cm   

L：ヒップ 92-100cm/総丈 85cm 

発売元：金伴繊維㈱ 

U15  Ｍ   6600円（税込）         

U16  Ｌ  6600円（税込）           

シルク八分丈アンダ-パンツ 

紬風ですがよく伸びるので男女

兼用。お休み前に、ハンドク

リームなどつけて、気になるか

かとのがさがさ対策に、水虫対

策のお供におすすめ。 

 

材質：表糸：シルク100%、弾性糸：ナ

イロン、ポリウレタン（中国製）/メリヤ

ス編/生成色/発売元：金伴繊維㈱ 

U06 靴下22～27cm  660円（税込）          

絹五本指靴下 

絹の手袋 ロング 

紬風ですがよく伸びるので男女

兼用。夏のドライブのお供にど

うぞ。二の腕までカバーできま

す。手首位置にゴム編みあり

で、しなやかにフィット。 

 

材質：表糸：シルク100%（中国製）/メ

リヤス編/生成・ブラック/発売元：金

伴繊維㈱ 

U05B  生成り 1650円（税込） 

U05BL ブラック 1650円（税込） 
※中指からの長さ約57～58cm  

★エコシルクのうんちく★ 
シルクを生産するときの、エネル

ギーの消費量、言いかえると化

石燃料の消費量は、合成繊維

の約1/35、綿の約1/8。 

冬あたたかく夏さわやか、しかも

地球への負荷が小さい訳です

ね。また、最近では、絹タンパク

はヒト皮膚細胞生育促進性を持

つことも解ってきました。 

そして、いまじん取り扱いのシル

ク衣料は、一部を除き生糸にな

らない廃棄物の「くずまゆ」のみ

を原糸として使っています。  

ちょっとだけ、ぜいたくしてみま

せんか。 

ひじ、膝、痛いのいやですね。これ

があれば安心、軽くて薄くて、あった

かです。レッグウォーマー(ｻﾎﾟｰﾀｰ)

としても、手首やひじの腕カバーとし

ても使える両用タイプです。冷房対

策もこれで大丈夫。編地が変わっ

て、とても丈夫になりました。 

材質：表糸：シルク100%、弾性糸：ナ

イロン、ポリウレタン（中国製）/メリヤ

ス編/生成色/フリーサイズ/発売

元：金伴繊維㈱ 

 

U42  ロング   1100円（税込） 

シルクサポーター 

おなかの弱い人の強い味方、こ

れさえあれば大丈夫 。編地が変

わって、とても丈夫になりました。シ

ングルタイプのみお取扱です。 

 

材質：表糸：シルク100%、弾性糸：ナ

イロン、ポリウレタン（中国製）/メリヤ

ス編/生成色/フリーサイズ（ｳｴｽﾄ

100cm位までは問題ありません）/発

売元：金伴繊維㈱ 

U43    1980円（税込） 

シルクはらまき 
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シルクと天然素材を交互に重ねて

履き、足元を保温する冷えとり健康

法。夏のエアコンに、冬の冷え込み

に。まずはお試しください。ジワジワ

きます！ 

1.絹100%5本指ソックスは肌に直接

あたる1足目に履きます 

2.綿100%5本指ソックスはその次2足

目です 

3.絹100%先丸ソックスは3足目 

4.綿100%先丸ソックスは4足目 

素材・成分：1と4：表糸シルク100％・

2と3綿100％/サイズ：フリー/生成り

色/発売元：金伴繊維㈱ 

U25 ４足セット   3300円（税込） 

冷えとり重ね履きソックス 

肌にやさしい表糸シルク100％。シ

ルクはたんぱく質から出来ているた

め、保温性・保湿性に優れていま

す。おやすみの前に保湿クリームを

塗ってこのシルクの手袋をつけれ

ば、保湿効果が高まり、乾燥からお

肌を守ってくれます！ 

 

素材・成分：表糸シルク100％/サイ

ズ：フリー/日本製/片倉工業 

U601 ブラック   1100円（税込） 

U602  オフホワイト  1100円（税込） 

U603  ピンク  1100円（税込） 

シルクおやすみ手袋 

https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc%e3%83%84/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%af%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%af%e5%8d%8a%e8%a2%96/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%af%e5%85%ab%e5%88%86%e8%a2%96%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%84/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%af%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%80-%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%84-%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%a4%e3%82%b9%e7%b7%a8/
https://www.eco-imagine.com/product/%e7%b5%b9%e3%81%ae%e6%89%8b%e8%a2%8b%ef%bc%8f%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%82%b0/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%af%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc/
https://www.eco-imagine.com/product/%e7%b5%b9%ef%bc%95%e6%9c%ac%e6%8c%87%e9%9d%b4%e4%b8%8b/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%af%e3%81%af%e3%82%89%e3%81%be%e3%81%8d/
https://www.eco-imagine.com/product/%e5%86%b7%e3%81%88%e3%81%a8%e3%82%8a%e3%82%bd%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9/
https://www.eco-imagine.com/product/%e3%82%b7%e3%83%ab%e3%82%af%e3%81%8a%e3%82%84%e3%81%99%e3%81%bf%e6%89%8b%e8%a2%8b/


■ ご注文～お届けにつきまして ■ 
   

■ＨＰでご注文■ 

ＨＰトップ画面の「ご注文方法」をご参照の上、「各メニュー」よりお入り下さい。 

ショッピングカートでご注文頂けます。  

[ＵＲＬ]      https://www.eco-imagine.com/  
[受付時間]    ２４時間ご利用いただけます。/年中無休 
 ※ご登録済みの方は、ＩＤ(ご指定のメールアドレス)とパスワード(ご自身で設定された、 

 8文字までの英数半角文字)の入力でご注文フォームにお入り頂けます。 

 ※お届け先などにご変更がある場合は、ご注文の際であれば、ご自身で変更していただけます。 

 ご指示いただきましたら、弊社管理画面から代行登録致しますので、お申し付けください。 

 [お客様コード]２回目以降は、ご利用の際にログインして頂くと、自動で表示されます。 

 毎回ご利用の際に同封のご請求明細書またはお買上明細書のお名前の下にも記載しております。 

 ※ID、パスワードの登録をしなくても、ご注文は可能です。 

 ただし、毎回ご注文のたびに発送に必要なご住所、お電話などの各事項の入力が必要です。 

 あらかじめご了承の上ご利用ください。 

 ※ ご注文承り書として、弊社からの自動確認メールを送信しております。 

  ２４時間経過しても、弊社からのメールが届かない場合は、 

  なんらかの送受信エラーの可能性がございます。 

  info@eco-imagine.comまたは0774-34-6430へお問い合わせ下さいますようお願い申上げます。 
 

■ＦＡＸまたはEﾒｰﾙでご注文■ 

 [ご注文FAX番号] 0774-73-8122   

 [ご注文Eﾒｰﾙアドレス] info@eco-imagine.com  

 [受付時間]   ２４時間ご利用いただけます。/年中無休 

 休前日の10：00～休業日中のご注文は、休業明けの10：00からの順次受付後、ご連絡でお願いいたします。 

※ ご返信ＦＡＸ番号ご記入の場合は必ずお買い上げ明細・発送予定などご連絡申上げております。 

 （ご記入が無かった場合、欠品の有無などのご連絡は致しません。ご了承下さい。） 

 ご注文後（弊社休業日を除く）2日以内にご返信を致しております。 

 弊社からの連絡がない場合は、お問い合わせ下さいますようお願い申上げます。 

※セキュリティ上ネットショップでご登録頂いたＩＤやパスワードは 

 絶対に御注文用紙などに記入なさらないで下さい。またスタッフがお電話などでお伺いすることはありません。 

 ご記入、または口頭でのお知らせがあったことに起因した事故が発生しました際は、 

 弊社免責事項とさせて頂きますので、あらかじめご承知おき下さい。 
   

■お電話でご注文■ 

  [電話番号]   0774-34-6430 [受付時間]   平日／13：00～18：00 
     

■発送日程につきまして■ 
 ご注文日から３日以内（弊社休業日を除く）で、ご準備、発送いたします。 

 ※欠品および、在庫切れ入荷待ち品につきましては、別途ご案内いたします。 

 ※到着日をご指定いただけます。(５営業日以降でお願いいたします。) 

 ※時間帯指定につきましては、午前中・１４-１６時・１６-１８時・１８-２０時でお願いいたします。 

 ※やむを得ない天候、交通事情などにより、ご指定どおりお届けできない場合がございます。 

  よろしくご了承のほどお願いいたします   

■ご登録住所以外へのお届けにつきまして■    

ご注文の際にご指定頂いた場合のみお受けいたします。但し前回と同じところにのようなご指示はお受けできま 

せん。必ず、お届け先のお名前・郵便番号・ご住所・電話番号の必要事項をもれなくお知らせ下さい。 

 事前にご登録住所の変更のご連絡がなかった、又は、お知らせ頂いたご住所に不備があった、 

 又は、長期ご不在などのために転送･回送などが発生した場合は全ての費用はお客様ご負担です。 

■海外発送は承っておりません。■ 
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■ ご注文～お届けにつきまして ■ 
 

■本カタログおよび取り扱い商品につきまして■ 
  ※本カタログの有効期限は、基本的に発行後1年間です。但し、諸事情により、予告無く次号、  

   または訂正版随時発行、または、新着情報などで訂正をお知らせするをすることがあります。その場合は、 

   前号の発行後１年以内であっても、その記載内容でお買い上げいただけないことがあります。 

  ※本カタログ収載商品の在庫は充分な数量を確保するように努めておりますが 

   予告無く一時欠品が発生することがあります。またお申し込み時に売切れ・取扱い中止・販売中止の際に 

   はご容赦ください。また価格・仕様・セット内容など、予告なく変更が発生することがございます。 

  ※基本的に一括発送です。欠品のご予約、入荷待ちはお受けしておりません。ご了承ください。 

   入荷次第、個別発送などは承っておりませんので、ご了承下さい。 

  ※メーカー欠品などにより、予告なく一時的な欠品が発生した場合など通常の発送予定より 

   2日以上遅れる場合は、別途ご連絡を差し上げております。 

   弊社からのメール、FAXなどご確認いただけますようお願い申し上げます。 
   

■返品・交換につきまして■ 
  ※良品につきましては、返品不可でお願いいたします。 未開封、およびご注文品着品後七日間に限り、 

   返品・交換をお受けいたしますが、 返送料及び再発送料、並びに返金お振込みの場合の振込手数料は、  

   お客様ご負担とさせて頂きます。 

  ※但し、商品到着後、万一お届けした商品が「事故などにより汚損、破損」、 

    または、「申込んだ商品と違っていた」場合は、返送料、再発送料はいただきません。 

    お手数ですが、 0774-34-6430 までご一報下さい。 
   

■割引除外品、別送品などにつきまして■ 
  ※書籍・お取寄せ品・その他弊社が別途指定する品目は送料割引対象外です。ご注意下さい。 

  ※梱包の都合上２個口に分かれました時は、 割引は１個分についてのみ適用と致します。 

  ※一斗缶は、別送品かつ送料割引対象外です。ご注文合計金額に関わらず、  

   一個口ごとに規定の料金を申し受けます。 

  ※お客様のご指示による別途発送、複数箇所への発送などは、 

    全てご注文金額に応じて、送料がそれぞれ発生いたします。ご了承ください。 
   

■梱包につきまして■ 
  ※お届けする際の包装材などは再利用品となる場合があります。 

  ※隙間を埋める、また緩衝材としての梱包材は主として新聞古紙を使用しておりますが、 

  一般家庭からの古紙ではなく、配達前の印刷余剰品（新古紙）を使用しております。   

  いずれも森林資源保護にもなりますので、何卒ご了承ください。 
     

■領収書を必要とされる場合■  
代金引換の受領書は領収書としてお使いいただけます。また銀行のお振込み控え及びクレジットカードご請求明

細も経理処理が可能です。社印入り領収書を必要とされる場合は 必ず備考欄でご注文の際に、

お申し付けください。 ※領収書の別途郵送はご容赦頂いております。何卒ご配慮のほどお願い致します。 
   

■クリックポスト発送 ２７５円（税込） につきまして■ 
 ポスト投函のため、代金引換・日時指定不可でございます。 

 対象商品：商品名に【クリックポストまたはゆうパケット対象】の記載があるもの、 

 且つ、梱包サイズが、３辺の合計６2㎝まで（34×25×3cm）最大長辺34㎝、厚さ3ｃｍ以内、 重さ1kg以内 

 大きさの目安はＡ4サイズ、のお荷物とさせていただきます。 

 お支払方法：ポスト投函の為、クレジットカード決済、先払いお振込（前払）のみとなります。 

 ※ネットショップで、この発送方法を、ご自身でご選択頂けます。但し対象品並びに個数制限にご注意下さい。 

 ＦＡＸでのご注文の際は備考欄に 【クリックポスト希望】 とご記入の上、 

 ご注文送信を完了してください。折り返し送料を含む、ご請求額をお知らせいたします。 
   

■その他■ 
  弊社規定により、ご注文をお受けできないことがございます。あらかじめご了承下さい。 



      ★クリックポスト（ポスト投函）全国均一 ２７５円（税込） A4サイズ・1㎏まで。詳細は前頁をご覧ください。 

 

■弊社指定の運送業者（２０２２年３月現在、ゆうパック、西濃）にてお届け致します。 

■上記送料は１個口/２０kg以内です。その他、梱包の都合上複数個口に分かれる場合は、 

 送料割引が適用できないことがあります。別途、ご案内いたします。   

■その他、離島など一部の地域は別途加算料金が発生することがあります。 

  【お買上明細のお知らせ】にて送料変更の上、お知らせいたします。   

■一斗缶は、お買上げ合計に関わらず、一個口ごとに、各地域ごとの基本送料がかかります。 

  ※沖縄およびその他離島など一部の地域は別途加算料金が発生することがあります。 

  【お買上明細のお知らせ】にて送料変更の上、お知らせしてから発送いたします。   

 

■クレジット決済ご選択の場合は、弊社注文フォーム上から、 

 ご注文送信完了→クレジットカード決済画面からご決済をして頂くシステムです。 

 （ネットショップのみお使いいただけます。）詳細はＨＰでご確認の上御利用下さい。 

 ※金額変更が発生した場合、クレジットご決済、代金引換お支払はお客様側で、 

  処理いただく操作はございま せん。弊社からのお知らせをお待ちください。 
   

■代金引換ご選択の場合は、商品到着時、お届けしたドライバーにお支払い下さい。 

   手数料はご注文金額10999円まで（税込、送料、手数料別）まで330円（税込）均一です。 

   〃  ご注文金額11000円（税込、送料、手数料別）以上は無料です。 
   

■先払いお振込（前払）ご選択の場合は、下記のいずれかに、 

 弊社からのご返信FAXやメールをお待ちいただき ご注文日から７日以内を目安にご入金お願いいたします。 

 ご入金確認次第、通常ご入金日の翌日～翌々日（弊社休業日除く）の発送です。 
   

三菱UFJ銀行 奈良支店 普通 4836880 有限会社いまじん 

三井住友銀行 奈良支店 普通 1257272 有限会社いまじん 

ゆうちょ銀行  14530-1281281   有限会社いまじん 
※他行からゆうちょ銀行へお振込される場合：店名 四五八（読み ヨンゴハチ） 普通 128128 

楽天銀行 ジャズ支店 普通 7030712 有限会社いまじん 

住信SBIネット銀行 法人第一支店 普通 1234775 有限会社いまじん 
                                     ※恐縮ですが振込手数料はお客様負担でお願い申上げます。 

 

■お買上げ合計金額による割引につきまして■ 
 

先払いお振込（前払）に限り、ご注文金額合計から、割引させて頂きます。 
 

11000円（税込）以上は     一律２％引     お買上ポイントも２倍です 
 

                                        ※消費税、送料、手数料は割引対象に含みません。 

                                      ※ネットショップご利用時は、自動計算で反映されます。 
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■ 送料とお支払いにつきまして ■ 

  

■送料料金表   

 北海道 東北（青森・岩手・

秋田・宮城・山形・福

島） 

関東・信越・北陸・

中部・関西・中国・

四国 

九 州（福 岡・佐 賀・

長崎・熊本・大分・宮

崎・鹿児島） 

沖縄県 

基本送料 

～5499円まで 
1540円（税込） 1100円（税込） 770円（税込） 880円（税込） 1540円（税込） 

5500～10999円  1540円（税込） 550円（税込） 385円（税込） 440円（税込） 1540円（税込） 

11000円以上  770円（税込）  550円（税込） 無 料 無 料  770円（税込） 



●  お買い上げポイントにつきまして  ● 
   

●ご利用ごとに、自動的にポイントがたまっていきます。 1000円（税抜）ごとに１ポイント、端数は次回へ繰越します。  

 （毎回ご利用ごとに、お買上げ明細書にて累計をお知らせ致しております） 

●永久ポイントです。期限はございません。いつでもご利用いただけます。（２０１５年３月改定） 

★お買い物の際にお持ちのポイントを１ポイント＝10円としてご利用頂けます。 

  但し、一回のご利用でお使い頂けるポイントは200ポイント(＝2000円)までとさせて頂きます。 

●カートにご登録済みの方はＷＥＢ上で随時確認して頂けます。  

★カートにご登録済みの方は、カートご利用の際に、自動でお買上げポイントが表示され、 

 1ポイント以上200ポイントまで、毎回ポイント割引をご利用頂けます。 

★カートにご登録頂いている方で、ご都合でFAX・TELの方法でご注文頂いた場合は、発送完了後、

ＷＥＢデータにポイントを合算致します。 但し業務都合により加算まで2週間程度お待ち頂く事があります。 

●ポイントプラス、Ｗポイント期間もございます。(不定期開催)  

◎先払いお振込みがお得です。いつでもポイント２倍です。 
★お買上げ合計の内、ポイント利用額 は、送料割引対象外です。  

従いまして、送料割引が出来ない事がありますので、ご注意下さい。  

・ポイント利用後のお買上げ合計が 5500円（税込）を超えない場合、送料半額になりません。  

・ポイント利用後のお買上げ合計が 11000円（税込）を超えない場合、送料無料になりません。 

●その他、以下の点にご注意下さい。  

○消費税、 送料、その他手数料などはポイント対象に含みません。 

○書籍、お取寄せ品、アウトレット品などその他弊社が別途指定する品目はポイント対象外とさせて頂きます。 

○セール期間及び、特価品につきましてはポイント対象外とさせて頂くことがあります。 

ご注意： 

☆お得ないまじんお買上げポイントはいまじん本社サイトでのお買上げのみ、獲得、及びご利用いただけます。  

☆amazon支店、Yahoo支店、その他弊社が出品するショッピングモールでのお買い上げに、

いまじんポイントは御利用頂けません。 

2020年3月1日改定 

 ■ プライバシーポリシー ■ 
 

●個人情報の定義 

個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名、生年月日、性別、電話番号、電子メールアドレス、職業、

勤務先等、特定の個人を識別し得る情報といたします。 

●個人情報の利用目的  

弊社ではお客様の自発的な提供により得られた個人情報は、商品・情報のお届け、 

及び、会員サービスの登録および提供、関連するアフターサービスなどの、 

お客様に有益かつ必要と思われる情報の提供目的で利用いたします。その他、各種のお問い合わせ対応、

業務進行上必要となる弊社からの問い合わせなどの目的で利用することがあります。 

●個人情報の保護・管理  

弊社では、お客様の個人情報について、適切な管理体制のもと、

その保護に努め情報の管理・保護を厳重に行います。なお、当社が収集した個人情報について、

上記利用目的の実現のために必要な範囲内で外部業者に提供する場合、 

また法令などに基づき要請された場合を除き、第三者に提供又は開示いたしません。 

●セキュリティーについて 

弊社のお買い物カートでのデータ入力、送信は、Secure Coreが提供する128bit-SSL（Secure Socket Layer）

で、安全に情報が暗号化され、守られています。お客様がご記入になられた内容は安全に送信されます。 

●お問い合わせ 

お客様ご本人からの個人情報の開示・訂正・利用停止、削除などに関しては、お手数ですが弊社までご連絡下

さい。お客様ご本人であることを確認の上、合理的な範囲で対応いたします。 
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※本カタログは、消費税込総額表示です。 

〒 619-0216 京都府木津川市州見台 1-3-5-103 

TEL ： ０７７４-３４-６４３０ 

FAX ： ０７７４-７３-８１２２ 

https://www.eco-imagine.com/ 

E-mail   info@eco-imagine.com 

平日：１３:００～１８：００ 

★ＷＥＢ＆ＦＡＸは２４時間受付中★ 

いまじん  有限会社  




