
【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。

●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

●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   

「桧水」（ヒノキ水）
500ｃｃ1,944円

1L　　3,240円

●グリーンノート   

「桧水」（ヒノキ水）
500ｃｃ1,944円

1L　　3,240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。

【天然保湿成分が体を優しく

包む】:浴用化粧料・洗顔料・

全身洗浄剤。 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。 

【天然保湿成分が体を優しく

包む】:浴用化粧料・洗顔料・

全身洗浄剤。 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）と抗菌作用がある】: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）と抗菌作用がある】: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。 

・【よもぎ風呂】よもぎの葉を１週間ほど風通しのいい場所

で乾燥させます。パリパリに乾いたらお茶パックや木綿袋

などに入れて湯船に。※よもぎアレルギーの方は注意を。

・【みかん風呂】みかんの皮を５～６個分を1週間乾燥。パリ

パリに乾いたらお茶パックや木綿袋などに入れて、湯船に。

・【大根葉風呂】：大根1本分の大根の葉を1週間ほど風通し

のいい場所で乾燥。パリパリに乾いたら細かく刻み、お茶パ

ックや木綿袋などにいれて、お湯を入れる前から湯船に入

れておく。

・【牛乳風呂】：（お肌、しっとり！）：牛乳約１リットルを湯船に

入れ、よくかきまぜる。においが気になる人は量を減らして

湯上りにシャワーを。

・【日本酒風呂】：日本酒をコップ1/3～半分程度を湯船に

入れ、よくかきまぜる。ごく微量のアルコールが肌から吸収

される。入れすぎに注意！

・【塩風呂】：（ぽかぽかに・・・）コップ半量くらいの天然塩か

あら塩を お湯でよくとかし、湯船に入れるだけ。

・【はちみつ風呂】：（お肌しっとりします）：はちみつ大さじ２

を湯船に入れ、よくかきまぜる。

●排水溝や循環口を詰まらせないよう注意して下さい。

●刺激が強いと感じた場合や、小さなお子さん、肌の弱い方はじ

ゅうぶんに注意して下さい。●入浴途中で体調の不良を感じた場

合は、ただちに入浴を中止して下さい。●入浴後のお湯はすぐに

捨てて洗浄すること。

【北海道医療大学薬学部准教授であり植物写真

家でもある代表取締役　堀田　清先生が開発した

石鹸】:北海道・新篠津村の有機栽培(JAS認定圃

場)で育てられた大根の葉を使用。食べれる材料

だけを使った、完全手作り石鹸です。地球と北海

道の大地と植物を愛する気持ちから生まれた北

海道発自然派せっけんです。
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道の大地と植物を愛する気持ちから生まれた北

海道発自然派せっけんです。

●セントモニカ

天然馬油せっけん
80ｇ2,160円

●セントモニカ

天然馬油せっけん
80ｇ2,160円

【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！】: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！】: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

上がりの良い石鹸です。

【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

上がりの良い石鹸です。

●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
130ｇ745円

●クロスロードトレーディング

カサブクレイ石鹸
130ｇ745円

●クロスロードトレーディング

・カサブ石鹸
　130ｇ1,080円

　60ｇ648円

●クロスロードトレーディング

・カサブ石鹸
　130ｇ1,080円

　60ｇ648円

【混合肌・オイリー肌の

方におすすめ】: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。

【混合肌・オイリー肌の

方におすすめ】: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。

【すべての肌タイプ、敏

感肌の方にもおすすめ

です】：この石鹸に多く含

まれるローレルオイルは

肌や髪の毛に対し、消毒

、消臭フケとりなどの高

い洗浄効果があり、さっ

ぱりと洗い上げます。

【すべての肌タイプ、敏

感肌の方にもおすすめ

です】：この石鹸に多く含

まれるローレルオイルは

肌や髪の毛に対し、消毒

、消臭フケとりなどの高

い洗浄効果があり、さっ

ぱりと洗い上げます。

【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。
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●わらべ村

王様の石鹸
「ラベンダー」
「ティーツリー」
「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」
「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。
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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

【泡タイプのボディソープなので、

泡立てる手間が省けて便利！】:EM（

有用微生物群）を使用しているので

、より環境にやさしいです。

【泡タイプのボディソープなので、

泡立てる手間が省けて便利！】:EM（

有用微生物群）を使用しているので

、より環境にやさしいです。

●ムソー

・シャボン玉EM
　ボディソープ
   520ｇ972円

・ボディソープ
　詰替え
   420ｇ648円

●ムソー

・シャボン玉EM
　ボディソープ
   520ｇ972円

・ボディソープ
　詰替え
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●（株）植物エネルギー

「すずしろの花」
2個入り1,080円

●（株）植物エネルギー

「すずしろの花」
2個入り1,080円

●クロスロードトレーディング

リトルカサブ石鹸
130ｇ626円

●クロスロードトレーディング

リトルカサブ石鹸
130ｇ626円

【 乾燥肌の方におすすめ】：

原料のバージンオリーブオイ

ルは人の肌の成分に近いオ

レイン酸を多く含みスクワレ

ン、ビタミンの効果によって

洗い上がりのお肌になめら

かな潤いを残してくれます。
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【馬油職人が手作りで、時間をかけて

丹精込めて仕上げた馬油せっけん】

ナチュラル馬油をたっぷり使用し、素

材の成分を壊さない低温製法「コー

ルドプロセス製法」なので、お肌にと

てもやさしく保湿力に優れています。
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ルドプロセス製法」なので、お肌にと

てもやさしく保湿力に優れています。

●日本創建

ナチュラル馬油せっけん
100ｇ1,620円

●日本創建

ナチュラル馬油せっけん
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■食品でも入浴が出来る！手作り入浴剤■食品でも入浴が出来る！手作り入浴剤


