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【北海道のクマイ笹を主と
して、とど松葉粉、オオバ
エゾヨモギを配合し、保温
に優れた厳選された自然
素材100%入浴剤】
ヨモギや松のいい香りがと

てもリラックスできます。乾

かすと数回使用可能で、使

用後は植木に使用出来るの

で経済的です。

【北海道のクマイ笹を主と
して、とど松葉粉、オオバ
エゾヨモギを配合し、保温
に優れた厳選された自然
素材100%入浴剤】
ヨモギや松のいい香りがと

てもリラックスできます。乾

かすと数回使用可能で、使

用後は植木に使用出来るの

で経済的です。

寒い夜はやっぱりお風呂が一番です。

ゆっくり温まって疲れを流しましょう。

まほろばで一押しの入浴用品をご紹介します。

寒い夜はやっぱりお風呂が一番です。

ゆっくり温まって疲れを流しましょう。

まほろばで一押しの入浴用品をご紹介します。

お
好き
な石けんは

？お
好き
な石けんは

？

ああつつたたまま
るる
うう

～～

●ベルセレージュ

バスエッセンスデイリーⅡ

800ｍｌ5,450円

●ベルセレージュ

バスエッセンスデイリーⅡ

800ｍｌ5,450円

冬の入浴特集

●セントモニカ

天然馬油せっけん
80ｇ

2,160円

●セントモニカ

天然馬油せっけん
80ｇ

2,160円

冬の入浴特集●コスモバイオス

ぽかぽかの笹風呂

10袋1,620円

●コスモバイオス

ぽかぽかの笹風呂

10袋1,620円

●グリーンノートス

桧水

500ｃｃ1,944円

1L3,240円

●グリーンノートス

桧水

500ｃｃ1,944円

1L3,240円

●湯の華商事

天然湯の華

1回用90CC173円

（小）1L1,253円

（大）2L2,268円

●湯の華商事

天然湯の華

1回用90CC173円

（小）1L1,253円

（大）2L2,268円

●木曽路物産

ヒマラヤブラックソルト

250ｇ540円

●木曽路物産

ヒマラヤブラックソルト

250ｇ540円

【北海道の大自然が想像した入浴剤】
北海道積丹半島の余市・古平の山奥で採れる粘土コロイド（

アルカリ性・湯の華）を保存料、防腐剤は一切使用せずに無添

加で精製しています。

【北海道の大自然が想像した入浴剤】
北海道積丹半島の余市・古平の山奥で採れる粘土コロイド（

アルカリ性・湯の華）を保存料、防腐剤は一切使用せずに無添

加で精製しています。

【水道水中の塩素をなく
して天然保湿成分が体を
優しく包みます 】
浴用化粧料・洗顔料・全身

洗浄剤 指定成分(旧)を含

まず、弱酸性でマグネシウ

ムやカルシウムなどのミネ

ラルを含み、ビタミンB2(着

色剤)のほのかなレモン色

のマイルドなお風呂をお楽

しみいただけます。 

【水道水中の塩素をなく
して天然保湿成分が体を
優しく包みます 】
浴用化粧料・洗顔料・全身

洗浄剤 指定成分(旧)を含

まず、弱酸性でマグネシウ

ムやカルシウムなどのミネ

ラルを含み、ビタミンB2(着

色剤)のほのかなレモン色

のマイルドなお風呂をお楽

しみいただけます。 

【青森ヒバが発散す
る芳香には、心が安
らぐフィトンチッド作
用（森林浴効果）と抗
菌作用があります】
天然ヒノキ精油、天然

ヒパ精油、ヒノキチオ

ール、シソの葉エキス、

ビタミンC、植物系天然

乳化剤使用。 

【青森ヒバが発散す
る芳香には、心が安
らぐフィトンチッド作
用（森林浴効果）と抗
菌作用があります】
天然ヒノキ精油、天然

ヒパ精油、ヒノキチオ

ール、シソの葉エキス、

ビタミンC、植物系天然

乳化剤使用。 

【遙か遠い昔の海の名残が、マグ
マに焼かれてできた黒い岩塩。】
鉄分、カリウム、硫黄などの成分を

豊富に含み、ご家庭のお風呂で温

泉気分が楽しめます。

【遙か遠い昔の海の名残が、マグ
マに焼かれてできた黒い岩塩。】
鉄分、カリウム、硫黄などの成分を

豊富に含み、ご家庭のお風呂で温

泉気分が楽しめます。

【石鹸本来のシンプルさで作り
上げ、頭・顔・身体等、すべてに
使用できます】
 自然なパワ－を持ち、シンプル第一

に考えた石鹸です。

 

【石鹸本来のシンプルさで作り
上げ、頭・顔・身体等、すべてに
使用できます】
 自然なパワ－を持ち、シンプル第一

に考えた石鹸です。

 

●アースビジョン

天然石鹸さやか

110ｇ626円

●アースビジョン

天然石鹸さやか

110ｇ626円

【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った浴
用石けん】  お肌にも環境にも優し

く、洗浄力と洗い上がりの良さは申し

分ありません。

【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った浴
用石けん】  お肌にも環境にも優し

く、洗浄力と洗い上がりの良さは申し

分ありません。

●ムソー

シャボン玉EM石けん

100ｇ175円

●ムソー

シャボン玉EM石けん

100ｇ175円

●クロスロードトレーディング

カサブクレイ
石鹸
130ｇ

679円

●クロスロードトレーディング

カサブクレイ
石鹸
130ｇ

679円

●クロスロードトレーディング

リトルカサブ
石鹸

130ｇ566円

カサブオリーブ
石鹸

　200ｇ1,080円

●クロスロードトレーディング

リトルカサブ
石鹸

130ｇ566円

カサブオリーブ
石鹸

　200ｇ1,080円

【クレイがナチュラルな洗浄力を
高め、毛穴の汚れもスッキリさ
せます】
洗い上がりがサッパリ好みや脂性肌

（オイリー肌）に特におススメの無添

加石鹸。

【クレイがナチュラルな洗浄力を
高め、毛穴の汚れもスッキリさ
せます】
洗い上がりがサッパリ好みや脂性肌

（オイリー肌）に特におススメの無添

加石鹸。

【カサブ石鹸のオリーブオイルはバ
ージンオリーブオイル（一番搾り）！】
オリーブの実、皮、種の中にも多くのビタ

ミンが含まれているのであえて一緒に搾

っています。

【カサブ石鹸のオリーブオイルはバ
ージンオリーブオイル（一番搾り）！】
オリーブの実、皮、種の中にも多くのビタ

ミンが含まれているのであえて一緒に搾

っています。

●サポートジャングル

アマゾンインディオ
ソープ

85ｇ・・・3,601円

●サポートジャングル

アマゾンインディオ
ソープ

85ｇ・・・3,601円

【ブラジル・アマゾンに暮らす原住
民インディオに伝わる伝統製法で
加工】コパイバ マリマリ黄金樹液オイ

ル」と、木灰、アボカドだけを使って加工

された100%天然植物石鹸です。

【ブラジル・アマゾンに暮らす原住
民インディオに伝わる伝統製法で
加工】コパイバ マリマリ黄金樹液オイ

ル」と、木灰、アボカドだけを使って加工

された100%天然植物石鹸です。

【メイクアップアーティストやスーパーモデルなどプ
ロの口コミから全米に広がった『マジックソープ』】
有機栽培のオリーブ油、ヤシ油をベースに、注目のヘ

ンプ油や保湿成分のホホバ油などをミックス。全身に

お使いいただけます。

【メイクアップアーティストやスーパーモデルなどプ
ロの口コミから全米に広がった『マジックソープ』】
有機栽培のオリーブ油、ヤシ油をベースに、注目のヘ

ンプ油や保湿成分のホホバ油などをミックス。全身に

お使いいただけます。

●わらべ村

王様の石鹸
・ラベンダー・
・ティーツリー
・ペパーミント
・ローズ

各140ｇ907円

●わらべ村

王様の石鹸
・ラベンダー・
・ティーツリー
・ペパーミント
・ローズ

各140ｇ907円

【国産馬油と保湿力の高いオイ
ル、てんさいとう、越冬から目覚
めた春に1カ月しか採れない白
樺の樹液を贅沢に使用】
水は1滴も加えていません。しっとり潤

いのあるすべすべのお肌作りに。

【国産馬油と保湿力の高いオイ
ル、てんさいとう、越冬から目覚
めた春に1カ月しか採れない白
樺の樹液を贅沢に使用】
水は1滴も加えていません。しっとり潤

いのあるすべすべのお肌作りに。

【厳選した牛脂とヤシ
油を原料99%以上】
安心の無添加石鹸です

【厳選した牛脂とヤシ
油を原料99%以上】
安心の無添加石鹸です

●創健社

浴用石鹸

110ｇ216円

●創健社

浴用石鹸

110ｇ216円

【紀元前からの石鹸造りの製法「
釜焚き製法」を大切に守り続けて
きた伝統のある石鹸】
シリアではいちばんベ－シックな石鹸、

割ってみれば中はビックリするほど鮮や

かなグリーンです。

【紀元前からの石鹸造りの製法「
釜焚き製法」を大切に守り続けて
きた伝統のある石鹸】
シリアではいちばんベ－シックな石鹸、

割ってみれば中はビックリするほど鮮や

かなグリーンです。

●クロスロードトレーディング

ハラブオリーブ石鹸

200ｇ540円

●クロスロードトレーディング

ハラブオリーブ石鹸

200ｇ540円
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