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■自然に還るものだから人にも優しい…環境を

考えて手作りされている石けんです。 38％が限

界とされていた従来の液体石けんの石けん成分

を、 48％まで実現。 泡切れが良く、 洗浄力の強

さはそのままで、 石けんカスや溶け残りがありま

せん。 また、 蛍光剤や合成洗剤成分は一切配合

しておりません。
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■分解性と安全性にすぐれ、 川の水に対しても人

に対しても、 やさしさあふれる粉末洗剤です。

 洗い上がりが柔らかく、 においも残らずとてもさ

わやかです。 石けんのような黄ばみが出にくく、

溶けやすく使いやすいのも特徴です。 環境に極め

てやさしい炭酸ソーダを主体に、 ヤシ油系洗浄

成分の中でも一般的なものより刺激の少ないも

のを組み合わせています。
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■まだ使えるのに勿体ない、 これ以上

地球をゴミで汚したくない……そんな思

いで作り上げられた粉石けんです。 原

料は北海道の家庭や外食産業から回収

した使用済み天ぷら油。 溶け易く、 使

いよい石けんです。
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重曹洗濯、基本の洗濯はこれ！

洗濯時、必ず

重曹を洗剤より先に

いれます。

①必ず、重曹から先に洗濯機に入れます。

洗濯槽の水に、カップ半分から1杯の重曹を入れます。（洗濯槽の大

きさや水量にもよりますが、50リットルに対してカップ半分くらい

が目安）。

②石けんを入れます。でも通常の量の70％でＯＫ．

③洗濯物を入れる。

（私は、重曹と洗濯を同時一緒に入れて、ほんの少し洗濯機を回し

て予備洗いするか、または一時停止少しのつけ置きをします。重曹

だけで洗濯しても、軽い汚れなら落ちますよ。そして後から洗剤を

加えます。）

④洗濯の「スタート」ボタン！

⑤そして、途中のすすぎにクエン酸を水カップに半分の量を入れて

リンス。繊維をコーティング。

■抗菌力に優れる青森ヒバ油の抗菌 ・ 消臭効果により、

衣類の抗菌消臭効果が長続きします。 天然原料を使用し

たせっけんなので、 食器にだって安心して使えます。 ヒノキ

チオールの抗菌 ・ 消臭効果で衣類や台所周りの雑菌繁殖

を抑えます。
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お洗濯日和です…。お洗濯日和です…。
長い間は、お洗濯の部屋干しが多かったですが、やっと思いっきり太陽に

干すことができる季節になりました。

お天道様に当てると気持ちがいいですね。そして、洗たく洗剤もお肌にも環境にも

優しいものを使いたいですね。まほろばで扱っている洗濯洗剤をご紹介します。
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（ポンプ付き）」
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■環境に配慮して作られています。 天然繊維を傷めないた

め、 シルクやウールなども洗うことができ、 草木染めで染

色した物でも色落ちせず、 ふんわり柔らかく仕上がります。

洗剤の残留がなく、 肌の弱い人でも安心して使うことがで

きます。 合成洗剤とは異なり界面活性剤を含まないので

泡立ちません。 そのため、 一回のすすぎで十分です。
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■天然油脂を釜炊き製法 （ケン化法） でじっく

り炊き上げて作られています。。 液状のため、 溶

かす手間が省け、 溶け残りがありませんので、

全自動洗濯機に最適です。 刺激が少なく、 赤ちゃ

んや敏感肌の方にも安心してお使いいただけま

す。 また EM を配合していますので、 排水は環境

浄化につながります。 
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いまお使いの洗剤や粉石け

んの量を半分にして重曹を

カップ半分 （100cc） 加え

ると洗い上がりもふんわり。

重曹だけでのお洗濯の目安

は重曹一カップ。
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■ほんのちょっとの量 （ティースプーン 1 杯） で洗濯出来

ます。 泡立ちが少なく、 すすぎも 1 回で済むので余分な

水を使わずにすみます。 また手洗い、 ドライマークの衣類

も出来ます。 その上、 油分を 100％スピーデーに生分解

するので、 排水パイプの臭いや詰まりがありません。 防腐

剤の代わりにラベンダーなどのエッセンシャルオイルをブ

レンドされており、 部屋干しの際の臭いが気になりません。
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