
重曹洗濯、基本の洗濯はこれ！
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。

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。（イラスト：編集部 / 工藤　元子）

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
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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。

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。

●木曽路物産

シリゴル重層
2kg…1,080en・1kg…648en

600g…432en

●木曽路物産

シリゴル重層
2kg…1,080en・1kg…648en

600g…432en

●がんこ本舗

・「海へおさかなボトル」
    500ｍｌ…2,646en

・「海へ（詰替え）」

    500ｍｌ…2,138en

・「海へピクニックキット」

    25ｍｌ…309en

●がんこ本舗

・「海へおさかなボトル」
    500ｍｌ…2,646en

・「海へ（詰替え）」

    500ｍｌ…2,138en

・「海へピクニックキット」

    25ｍｌ…309en ■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。

■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。

■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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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。

●オーサワジャパン

美葉うぉっしゅ
     1.2kg…864en

●オーサワジャパン

美葉うぉっしゅ
     1.2kg…864en

■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。

■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。
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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。

●イノチ

洗たく粉60
900g…1,188en

●イノチ

洗たく粉60
900g…1,188en

■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。 

■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
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は環境浄化につながります。 

●シャボン玉

EM液体洗濯石けん
1200ｍｌ…1,296en

EM液体洗濯石けん
詰替え
1000ｍｌ…864en

●シャボン玉

EM液体洗濯石けん
1200ｍｌ…1,296en

EM液体洗濯石けん
詰替え
1000ｍｌ…864en

■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。

■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。

●食ライフ

竹の湧泉（詰替え）
1L…1,620en

●食ライフ

竹の湧泉（詰替え）
1L…1,620en

●がんこ本舗

「大きな海へ
（ポンプ付き）」

500ｍｌ…2,646en

●がんこ本舗

「大きな海へ
（ポンプ付き）」

500ｍｌ…2,646en

●シャボン玉

酸素系漂白剤　750ｇ…432en

●シャボン玉

酸素系漂白剤　750ｇ…432en

■酸素のちからで頑固な汚れをぐんぐん落と

す！！

・ 衣類の染む抜きでも大活躍！衣類を 15 ～ 30

分程度浸した後、 水ですすぎます。

（水 2Ｌに対して大さじ 1 杯）

■洗濯用石けんと併用で洗浄力アップ！

・洗濯用石けんと一緒に洗濯機に直接いれます。

（水 30Ｌに対して大さじ 1）

■酸素のちからで頑固な汚れをぐんぐん落と

す！！

・ 衣類の染む抜きでも大活躍！衣類を 15 ～ 30

分程度浸した後、 水ですすぎます。

（水 2Ｌに対して大さじ 1 杯）

■洗濯用石けんと併用で洗浄力アップ！

・洗濯用石けんと一緒に洗濯機に直接いれます。

（水 30Ｌに対して大さじ 1）

■水素水パワーで繊維の奥まで消臭洗浄！

・ 洗濯物と一緒に洗濯機に入れるだけ。

・ マグネシウムから出来る水素水で、 洗浄

力を高め、 洗濯物のイヤな臭いを消臭し、 

洗濯槽に付着したカビや汚れも落とします。

・ 洗濯機の排水ホースや排水溝の汚れも

徐々に取れます。 ・ 消臭、 洗浄効果は

300 回以上持続します。 

■水素水パワーで繊維の奥まで消臭洗浄！

・ 洗濯物と一緒に洗濯機に入れるだけ。

・ マグネシウムから出来る水素水で、 洗浄

力を高め、 洗濯物のイヤな臭いを消臭し、 

洗濯槽に付着したカビや汚れも落とします。

・ 洗濯機の排水ホースや排水溝の汚れも

徐々に取れます。 ・ 消臭、 洗浄効果は

300 回以上持続します。 

●岡城総業

洗たくマグちゃん
（色：ブルー、ピンク）1,944en

●岡城総業

洗たくマグちゃん
（色：ブルー、ピンク）1,944en

●岡城総業

ベビーマグちゃん
（色：イエロー、ピンク）2,592en

●岡城総業

ベビーマグちゃん
（色：イエロー、ピンク）2,592en

●合成洗剤を使わずに飲料水素水

にも使用されている高純度のマグ

ネシウムだけをナチュラルなネッ

ト素材に入れて洗う、身体にも環

境にもやさしい洗濯用品です。

赤ちゃんの衣類やオーガニック

コットンのお洗濯に最適です。

●合成洗剤を使わずに飲料水素水

にも使用されている高純度のマグ

ネシウムだけをナチュラルなネッ

ト素材に入れて洗う、身体にも環

境にもやさしい洗濯用品です。

赤ちゃんの衣類やオーガニック

コットンのお洗濯に最適です。
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