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    商品名・容量（重量) 梱入数

サイズ（幅×高さ×奥行）ｍｍ サイズ （ｍｍ）

重量

20個

オープン 365×260×310

13.7ｋｇ
 90×250×60

20個

オープン 370×225×295

11.1kg
 140×245×70

20個

オープン 365×260×310

13.7kg
 90×250×60

20個

オープン 370×225×295

11.1kg
 140×245×70

20個

オープン 365×260×310

13.7kg
 90×250×60

20個

オープン 370×225×295

11.1kg
 140×245×70

20個

オープン 365×260×310

13.7kg
 90×250×60

30個

オープン 355×205×250

9.0kg
 55×183×45

30個

オープン 420×205×280

14.0kg
 68×187×53

30個

オープン 355×205×250

9.0ｋｇ
 55×183×45

30個

オープン 355×205×250

9.0kg
 55×183×45

12個

オープン 360×265×300

12.9kg
 160×260×75

15個

オープン 370×260×315

13.0kg
 150×250×75

20個

オープン 350×280×260

10.2ｋｇ
 67×230×67

20個

オープン 370×220×260

7.9kg
 120×215×60

20個

オープン 305×245×205

9.4kg
 72×230×40

20個

オープン 305×245×205

9.4kg
 72×230×40

20個

オープン 305×245×205

8.9kg
 72×230×40

24個

オープン 470×185×320

12.0kg
 75×165×75

商  品  特  長

台
所
用
洗
剤

 600ｍｌ （660g）

 500ｍｌ (525g)

 600ｍｌ （660g）

 500ｍｌ (525g)

マイフレッシュ

詰替用  マイフレッシュ Ｅ

オレンジオイル配合フレッシュ

詰替用  オレンジオイル配合フレッシュ

オレンジオイル配合により、しつこい油汚
れをすっきり洗い落とします。お得な詰替
用もあります。

酵素・フルーツ酸配合でタンパク質を分解
します。グリーンアップルのさわやかな香
り。お得な詰替用もあります。

希望
小売価格

 500ｍｌ (525g)

弱酸性フレッシュ　ピンクグレープフルーツ

 パッケージ ＪＡＮコード

詰替用　フルーツ酸配合フレッシュ　

フルーツ酸配合フレッシュ　グリーンアップル

 600ｍｌ （660g）

台
所
用
洗
剤
（

コ
ン
パ
ク
ト
タ
イ
プ
）

食
器
洗
い
機
用
洗
剤

エンジョイアワーズ台所用洗剤 柑橘系

 1.0ｋｇ (1020g)

 350ml (367g)

 400ml (480g)

食器洗い機専用洗剤ジェル　本体

自動食器洗い機専用洗剤

詰替用　食器洗い機専用洗剤ジェル

 250ml （285ｇ)

 250ｍｌ （285ｇ)

 400ml (445g)

 250ml （285ｇ)

詰替用　フルーツ酸フレッシュコンパクト 

エンジョイアワーズ台所用洗剤 フルーツ

フルーツ酸フレッシュコンパクト

ク
レ
ン
ザ
ー

ホワイトクレンザー
粒子が細かいのでザラつかずスッキリ洗え
ます 400ｇ (460g)

レモンクレンザー
粒子が細かいのでザラつかずスッキリ洗え
ます 400ｇ (460g)

オレンジオイル配合クレンザー
オレンジオイル配合により、しつこい油汚
れをスッキリ落とします。細かな粒子でス
スギも簡単。ザラつきが残りません。 360ｇ (428g)

※マイフレッシュ本体はPETボトル協議会
に認定された商品です。

手にやさしい中性タイプの台所用洗剤で
す。お得な詰替用もあります。

アワーズクレンザー 優れた洗浄力で、水あか・茶渋・灰皿のヤ
ニ焦げつきなどのひどい汚れをきれいに落
とし美しく仕上げます。 400ｇ ( 460g)

２つの酵素でたんぱく質・デンプン汚れを
分解・洗浄します。漂白活性化剤の配合に
より、より強力に漂白洗浄します。

クエン酸＋オレンジオイル 自動食器洗い洗剤
オレンジオイル配合で油汚れを更に落し、
クエン酸効果で水あか汚れもスッキリ。 800ｇ (820g)

オレンジオイル配合で油汚れを更に落と
し、デンプン汚れもスッキリ落とします。
食器もグラスも庫内までもスッキリピカピ
カ。

デンプン分解酵素配合により、食器にこび
りついたご飯粒なども分解しきれいに洗浄
します。またフルーツ酸を配合しておりま
すので酵素とのダブル効果でタンパク質を
分解する力を発揮します。さわやかなグ
リーンアップルの香り。

弱酸性の洗浄成分が手肌をやさしくいたわ
ります。クエン酸配合で水あかスッキリ。

豊かな洗浄力を実現。除菌効果もありま
す。みずみずしさの中に甘酸っぱさを感じ
させるフルーツの香り。

豊かな洗浄力を実現。除菌効果もありま
す。新しいのにどこか懐かしいスィーティ
な柑橘系の香り。

 600ｍｌ （660g）



商品名・容量（重量) 梱入数

サイズ（幅×高さ×奥行）ｍｍ サイズ （ｍｍ）

重量

24個

オープン 465×250×310

16.8kg

 75×235×75

12個

オープン 420×306×320

20.4kg

 100×295×100

20個

オープン 430×240×260

10.2kg

 100×205×50

20個

オープン 430×200×260

9.8kg

 100×165×50

20個

オープン 390×215×270

8.0ｋｇ

 90×185×50

45個

オープン 300×174×186

6.6kg

 90×27×60 （マレーシア製）

20個

オープン 415×238×360

13.1kg

 95×210×70

20個

オープン 415×238×360

13.1kg

 95×210×70

20個

オープン 375×220×295

8.9kg

 130×220×65

20個

オープン 385×240×310

10.9kg

 140×230×75

12個

オープン 360×260×300

13.0kg

 160×270×75

20個

オープン 430×240×260

10.1kg

 100×205×50

20個

オープン 370×220×260

7.8kg

 120×215×60

12個

360×260×300

オープン 12.9kg

 160×260×75

20個

オープン 390×215×270

8.0kg

 90×185×50

16個

オープン 415×200×350

12.2kg

 180×195×80

20個
オープン 390×215×270

8.0kg

 90×185×50

万
能

汚れおちーる
洗剤を使い分けなくてもこれ１本でＯ
Ｋ！人に優しく環境にも優しい高性能洗
剤です。 700ｇ (720g)

水
あ
か

水あかレンジャー
台所のシンク・お風呂・洗面台等の水垢
をスプレーするだけで落すことができる
洗剤です。 300ml (365g)

重
曹
ク
リ
ー

ナ
ー

住まいらくらく重曹クリーナー　本体

界面活性剤を使用しておりませんので、
環境に対してもやさしくお使いいただけ
ます。イオン交換水と呼ばれる水道水と
は異なる水を使用しており、不純物を含
みません。

 400ml (480g)

詰替用　住まいらくらく重曹クリーナー

 350ｍｌ (370g)

重曹のクリーナー 大　１.０kg

 1.0ｋｇ (1015g)

重曹クリーナースプレー　300ml

 300ml (365g)

食器・コーヒー・紅茶・茶シブなどの汚
れ落しなど様々な用途の洗浄･研磨･脱臭
ができます。

セ
ス
キ

セスキ炭酸ソーダスプレー　本体

界面活性剤不使用で環境にやさしい洗剤
です。アルカリ性なので汚れに強く、手
垢などの汚れもスッキリ

 530ml (600ｇ)

詰替用　セスキ炭酸ソーダスプレー

 400ｍｌ (415g)

セスキ炭酸ソーダ　500g

界面活性剤不使用で安心な洗浄剤です。
アルカリ性洗剤なので汚れに強く、手垢
もスッキリ。
環境に優しく、手肌も荒れにくくやさし
い洗剤です。

 500ｇ (515g)

セスキ炭酸ソーダ　１.０ｋｇ

 1.0ｋｇ (1015g)

ＪＡＮコード
希望

小売価格
商  品  特  長

泡で排水口のヌメリやまな板の洗浄・除菌が
出来ます。

台所の洗浄・除菌・防臭が簡単に出来ま
す

台所の漂白・衛生に　お得な大サイズ

台
所
用
塩
素
系
漂
白
剤

マイキッチンブリーチ

 パッケージ

付替用　台所の速効 除菌　漂白泡スプレー

マイキッチンブリーチ　大

 1500ml (1660g)

 600ｍｌ (675g)

台所の速効 除菌 漂白泡スプレー　本体

 400ｍｌ (483g)

 400ｍｌ (460g)

レ
ン
ジ
洗
い

 530ml (600ｇ)

レンジクリーナースプレー　本体
吹きかけるだけでしつこい油汚れをスッ
キリさせます。雑巾等に吹き付けて油汚
れのふき掃除にも使えます。

泡で排水口のヌメリや汚れをスッキリ落
とします。

ふ
き
ん
洗
い

天然油脂を使用し、ハーブオイルが気に
なるニオイを抑え白く清潔に洗います

 135ｇ (138g)

キッチンブリーチスプレー泡　３００ｍｌ

 300ｍｌ (365g)

ふきん洗い石鹸



商品名・容量（重量) 梱入数

 パッケージ サイズ（幅×高さ×奥行）ｍｍ サイズ （ｍｍ）

重量

20個

オープン 350×260×265

11.7kg
 80×234×48

20個

オープン 375×220×295

8.9kg
 130×220×65

20個

オープン 370×220×260  

7.6kg 2019年9月1日発売

 120×215×60

20個

オープン 320×220×300

7.8kg
 120×215×60

20個

オープン 370×220×260

7.8kg
 120×215×60

20個

オープン 370×220×260

7.8kg
 120×215×60

20個

オープン 395×220×320

9.6kg

 87×195×77

20個

オープン 375×220×295

7.9kg
 130×220×70

24個

オープン 411×240×277

13.8kg
 67×238×67

20個

オープン 350×260×265

11.7kg
 80×234×48

20個

オープン 370×225×260

7.9kg
 120×215×60

20個

オープン 430×240×260 

10.2kg
 100×205×50

20個

オープン 430×200×260  

9.8kg
 100×165×50

24個

オープン 411×240×277 

12.6kg
 67×238×67

24個

オープン 411×240×277 

12.6kg
 67×238×67

20個

オープン 390×215×270 

8.0kg
 90×185×50

20個

オープン 390×215×270 

8.0kg
 90×185×50

20個

オープン 390×215×270 

8.0kg
 90×185×50

20個

オープン 390×215×270 

8.0kg
 90×185×50

20個

 430×240×260 

 100×205×50 10.2kg

浴
室
用
洗
剤

詰替用　おふろの洗剤泡オレンジオイル　
オレンジオイル配合で洗剤だけでは落とせ
ない皮脂汚れもきれいに落とします。

詰替用　おふろの洗剤防カビ　
泡が浴槽の汚れを包みこみすばやく分解し
こすらずに落とします。すばやい水切れで
壁の防カビ効果を促します。

awasお風呂の洗剤泡ローズ　本体

 400ml (450g)

詰替用　おふろの洗剤泡消臭プラス　

 500ml (555g)

 400ml (417g)

 330ml (350g)

 350ml (358g)

詰替用　マイバスクリーナー　

詰替用　おふろの洗剤泡レモン　

マイバスクリーナー

おうちの除菌スプレー　

 400ｍｌ （480g）
ノンアルコール・非塩素系漂白剤の除菌スプ
レー。銀の効果で、ウイルスや大腸菌などを除
菌します。キッチン周りから調理器具・ドアノ
ブなどの家中どこでも安心して使用できます。

オープン

除
菌
ス
プ
レ
ー

濃縮の濃いジェル液が髪の毛・
ヌメリ・石鹸カスを素早く、
強力に溶解します。

 350ml (365g)

 400ml (480g)

 400ml (460g)

 450g (502g)
濃縮の濃いジェル液が髪の毛・ヌメリ・石
鹸カスを素早く、強力に溶解します。

付替用　カビスッキリハーブスプレー　
しつこいカビもスッキリ泡でキレイに落と
します。　経済的な付替え用です。

しつこいカビもスッキリ泡でキレイに落と
します。やさしいハーブの香り

がんこな汚れを強力に落とし、除菌漂白効
果も有ります

塩素も塩酸も使わない,安心な中性タイプ。

塩素も塩酸も使わない,安心な中性タイプ。
お掃除が楽になります。ゴミが減らせま
す。

濃厚アロマの香りでいつものおうちのお風
呂が華やかな空間へ変わります。
除菌効果でお風呂を清潔に保ちます。

希望
小売価格

緑茶成分（カテキン）が 嫌な臭いを消臭
し、浴槽や浴室の除菌ができます。

商  品  特  長ＪＡＮコード

イオン洗浄で湯あかをしっかり落としま
す。安心な中性タイプです

イオン洗浄で安心な中性タイプです。

イオン洗浄で安心な中性タイプ,泡でがんこ
な汚れもスッキリ落とします。詰替え用で
ゴミを減らします。

住
居
用
・
そ
の
他

カビとりスプレー泡　300ml
しつこいカビもスッキリ泡でキレイに落と
します。

お風呂の洗剤スプレー泡　300ml
イオン洗浄で安心な中性タイプ,泡でがんこ
な汚れもスッキリ落とします。

トイレ洗剤スプレー泡　300ml
塩素も塩酸も使わない、安心な中性タイ
プ。お掃除が楽になります。

ガラス洗剤スプレー泡　300ml

泡の力でこすらずスッキリ。
 300ml (365g)

 300ml (365g)

 300ml (365g)

 300ml (365g)

カ
ビ
．
住
居
用
洗
剤

速効除菌パイプクリーナー

強力・濃縮パイプクリーナー

カビスッキリハーブスプレー　本体

 500g (552g)

ト
イ
レ
用
洗
剤

トイレブリーチ

 450ｇ (502g)

 350ml (358g)

 350ml (358g)

マイトイレクリーナー

詰替用　マイトイレの洗剤泡

 500ml （555ｇ）

詰替用　awasお風呂洗剤泡ローズ　

 350ml (365g)



    商品名・容量（重量） 梱入数
 パッケージ サイズ（幅×高さ×奥行）ｍｍ サイズ（ｍｍ）

重量

10個

オープン 460×150×315

12.0kg

 150×128×90 （中国製）

10個

オープン 455×135×315

11.0kg

 150×128×90 （中国製）

20個

オープン 460×215×310

10.0kg

 152×91×89 （中国製）

8個

オープン 415×140×340

9.2kg

160×130×100

10個

オープン 450×160×320

10.0kg

 160×220×65 （中国製）

12個

オープン 470×310×260

14.0kg

 114×278×83

6個

オープン 315×325×305

13.6㎏

 145×310×100

15個

オープン 395×270×300

12.8kg

 150×260×70

9個

オープン 380×340×310

15.7ｋｇ

　200×330×100

15個

オープン 395×270×300

12.8kg

 150×260×70

20個

オープン 370×220×295

10.1kg

 140×245×70

15個

オープン 490×280×270

13.1kg

 160×275×70

20個

オープン 383×209×264

7.5kg

 90×185×50

8個

オープン 415×140×340

9.2kg

 160×130×100

6個

オープン 380×270×175

7.3kg

 125×245×76

24個

オープン 450×220×310

9.5kg

 92×200×72

20個

オープン 370×220×260

7.0kg

 120×215×60

 300ml (365g)

襟元や袖口は次第に汚れが蓄積されます
が、再付着防止剤配合で汚れがつきにくく
なっております。さわやかなシトラスフ
ローラルの香りです。お得な詰替用もござ
います。

漂白・柔軟・除菌・防臭・洗浄　５つのパ
ワー

消
臭
剤

消臭スプレー エンジョイアワーズ　本体 植物性消臭成分（ポリフェノールやフラボ
ノイド）や柿シブエキス（カキタンニン）
配合の消臭スプレーです。銀イオン配合で
除菌効果もあります。

詰替用 消臭スプレー エンジョイアワーズ
エレガントなシルキーフローラルの香り
で、しっかり除菌・スッキリ消臭・香り華
やぐ消臭スプレーです。

 300ml (370g)

 300ml (315g)

ベ
ビ
ー

詰替用 エコシンプル液体洗剤
無香料なので柔軟剤の香りを楽しみたい方
や洗剤の匂いがイヤな方におすすめです。
 蛍光増白剤が入っていないので、きなりや
淡色衣料にも安心してお使いいただけま
す。

おむつ肌着洗い　液体洗剤 無着色・無香料・無蛍光剤・無リンなの
で、デリケートな赤ちゃんのお肌に優しい
洗剤です。液体なので、衣類に浸透し 溶け
残りの心配もありません。

 1.0kg (1200g)

おむつ肌着洗い　粉末衣料用洗剤
無着色・無香料・無蛍光剤・無リンなの
で、デリケートな赤ちゃんのお肌に優しい
洗剤です。 1.0kg (1100g)

オレンジオイル配合で汚れをスッキリと落
とし、静電気・毛玉を防ぎます。
オレンジフローラルの香り

  0.9kg (925g)

液体洗剤デオスタイル本体　１L

銀イオンの効果で室内干し、夜洗いによる
イヤなニオイもスッキリ。ニオイの原因と
なる汗・皮脂汚れをしっかりと落としま
す。蛍光増白剤が入っていないので、きな
りや淡色衣料も安心です。

エコロジーな袋包装の衣料用洗剤です。色
柄物にも安心な酸素系漂白剤配合で室内干
しのいやなニオイも抑えます。

 0.8kg (820g)

 1.65ｋｇ（1680ｇ）

 800g (820g)

詰替用 液体洗剤エンジョイアワーズ
柔軟成分配合で衣類をふっくら洗い上げま
す。チャーミーフローラルの香りが広がり
ます。

詰替用 液体洗剤デオスタイル

エリ・そで・ドロ汚れ専用洗剤　本体

ファイブパワーアワーズ

粉
末
・
液
体
衣
料
用
洗
剤

 1.0L (1100g)

液体洗剤デオスタイル本体　2L

 2.0L (2160g)

詰替用 おしゃれ着洗いオレンジオイル配合

酵素配合アワーズフローラル

詰替用 液体洗剤デオスタイル　大容量

室内干し衣料用洗剤エコパック

 450ml (474g)

 900g (921g)

消臭ハイパワーアワーズ

 1.0kg (1100g)

 0.9kg(980g)

 400g (470g)

 1.0ｋｇ (1100g)

酵素配合の衣料用粉末洗剤です。酵素配合
ですので界面活性剤だけでは落としきれな
い汚れまでしっかり洗浄できます。やさし
いフローラルの香り。

漂白剤配合でさらに白さスッキリに仕上げ
ます。

希望
小売価格

漂白剤配合アワーズＥＸ　小

商  品  特  長ＪＡＮコード

漂白剤配合ですので界面活性剤だけでは落
としきれない汚れもしっかり白く洗い上げ
ます。ほんのりミントの香り。



    商品名・容量（重量） 梱入数

サイズ（幅×高さ×奥行）ｍｍ サイズ （ｍｍ）

重量

6個

オープン 345×325×285

13.0kg

 220×320×110

6個

オープン 345×325×285

13.0kg

 220×320×110

20個

オープン 370×215×295

10.9kg

 140×245×70

20個

オープン 395×290×320
14.4kg

 77×267×77

20個

オープン 380×260×295

12.9kg

 140×250×70
詰替用 濃縮柔軟剤フラガンシア プリマローズ
大容量 9個

オープン 380×340×310

14.4kg

 200×330×100

20個

オープン 390×260×295

10.5kg

 140×250×70

9個

オープン 380×310×310

11.7ｋｇ

 200×300×100

24個

オープン 465×250×310

16.8kg

 75×235×75 白物専用の塩素系漂白剤です。

衣料用ブリーチ大は2019年9月1日発売

12個

オープン 420×306×320

20.4kg

 100×295×100

15個

オープン 395×270×300

11.9kg

 150×260×70

6個

オープン 350×320×280

13.0kg

 220×310×120

12個

オープン 360×260×300

10.0kg

 160×260×75

6個

オープン 315×325×305

13.6kg

 145×310×100

15個

オープン 395×270×300

11.9kg

 150×260×70

20個

オープン 375×220×275

12.6kg

 87×210×53

30個

　120ｇ (130g) オープン 350×230×225

4.5ｋｇ

20個

　390ｍｌ (405g) オープン 375×220×295

8.7ｋｇ

商  品  特  長

天然生まれの柔軟成分配合で、ふんわり優
しい肌ざわりに仕上ます。優しく香るフ
ルーティーフローラルの香りです。

ＪＡＮコード

お手持ちのボトルに詰替えて使用出来ます
ので、環境にやさしく経済的です。こころ
安らぐフローラルの香り。

植物性原料使用の濃縮タイプの柔軟仕上剤
です。抗菌作用もあります。フローラルの
香りで心が安らぎます。

消臭成分配合で、汗臭・体臭などの気にな
るニオイを消臭します。抗菌成分配合で、
部屋干しのイヤなニオイや汗臭・体臭など
のもとになる気になる菌の増殖を抑えま
す。消臭＆抗菌の働きで着ている間中、爽
やかな香りが広がります。

香りのマイクロカプセル配合で洗濯から着
ているときまで香りが長続きします。プリ
マローズの香り。

 1500ml (1658g)

  480ml (495ｇ)

衣料用ブリーチ　小

希望
小売価格

濃縮柔軟剤フラガンシア　本体

　600ｍｌ （690ｇ）

詰替用 濃縮柔軟剤フラガンシアDEO　大容量

  1200ml (1230g)

詰替用 ふわふわソフター エコパック

詰替用 ふわふわソフターフルーティフローラル

酸素系漂白剤過炭酸ナトリウム

詰替用 香りの酸素系漂白剤

詰替用 かんたんカラーブリーチ　大容量

 2000ｍｌ （2050ｇ）

詰替用 濃縮柔軟剤フラガンシアDEO

詰替用 濃縮柔軟剤フラガンシア プリマローズ

　2000ml (2050g)

　2000ml (2050g)

 パッケージ

詰替用 濃縮ふわふわソフターエコパック

  500ml (518g)

  600ml (615g)

  1500ml (1530g)

柔
軟
仕
上
剤
 
・
 
（

濃
縮
タ
イ
プ
）

　600ml （675ｇ）

衣
料
用
漂
白
剤
・
洗
濯
槽
ク
リ
ー

ナ
ー

衣料用ブリーチ　大

詰替用 らくらくブリーチ　

液体タイプなのですばやく水に溶け、洗濯
槽のすみずみまで浸透します。使いやすい
使い切りタイプです。

粉末洗濯槽クリーナー

Ｎ洗たく槽クリーナースッキリ

塩素系のようなニオイのしない粉末タイプ
の酸素系漂白剤です。衣類や台所周り、排
水溝など色々なお掃除に使えます。 750g（765g）

 720ml (750g)

爽やかなシトラスフローラルの香りの衣料
用酸素系漂白剤です。
色柄物にも安心して使えて、しみ・黄ばみ
もスッキリ落せます。
除菌・除臭・抗菌効果で衣類を清潔に保ち
ます。
たっぷり使える2000ｍｌとお得でエコな詰
替用です。

 2000ml (2160g)

香りの酸素系漂白剤　本体

ウール、シルク、色柄物にも安心して使え
る液体酸素系漂白剤です。しみや黄ばみを
スッキリ落とします。

 550g (600g)

大容量の2000mlで保管に便利なキャップ付
きの衣料用酸素系漂白剤です。無香タイプ

 720ml (750g)

洗たく物のイヤなニオイや黒いシミの原因
となる洗たく槽の裏側にかくれた、カビ・
汚れを取り除き除菌・洗浄ます。プラス
チック槽・ステンレス槽にもご使用いただ
けます。 110×200×55

液体酸素系洗濯槽クリーナー

 130×220×65

強い発砲効果で洗たく槽の除菌、消臭はも
ちろん裏側にひそむカビや汚れもスッキ
リ。酸素系なのでツンとした臭いもありま
せん。ステンレス槽、プラスチック槽両用
OKでドラム式にも対応しています。



    商品名・容量（重量） 梱入数
サイズ（幅×高さ×奥行）ｍｍ サイズ （ｍｍ）

重量

12個
オープン 400×300×260

13.2kg
 160×285×70

12個
オープン 470×215×260

14.0kg
 110×195×80

20個
オープン 370×225×290

12.5kg
 70×215×70

20個
オープン 370×250×310

9,0kg
 150×230×70

20個
オープン 360×250×270

7.0kg
 140×220×70

20個
オープン 370×250×270

8.6㎏
 140×220×70

20個
オープン 370×250×310

9.0kg
 140×220×70
詰替用　弱酸性ボディソープ　
ハーモニーローズ　 20個

オープン 370×250×310
9.0kg

 140×220×70

20個
オープン 430×220×350

11.4㎏
 80×200×80

　
20個

オープン 370×250×310
9.1㎏

 150×230×70 2019年9月20日発売

12個
オープン 380×285×310

11.9㎏
 200×260×100

20個
オープン 360×250×270

7.0kg
 140×220×70

20個
オープン 360×250×270

7.0kg
 140×220×70

20個
オープン 360×250×270

9.0kg
 140×220×70

12個
オープン 400×300×260

13.2kg
 160×285×70

20個
オープン 410×210×325

12.9㎏
 77×190×77

　
20個

オープン 410×210×325
12.8㎏

 77×190×77

20個
オープン 410×210×325

11.2㎏
 77×190×77

40個
オープン 345×147×313

10.6kg
 81×23×147

30個
オープン 320×140×180 

6.0ｋｇ （マレーシア製）

 80×25×100 

メントールが（清涼剤）が頭皮に心地よ
い爽快感を与えます。コンディショニン
グ成分配合でパサつきを抑えなめらかな
指通りに洗い上げます。

 400ml (420g)

詰替用  トニックシャンプー 大容量　

 1000ml (1050g)

化
粧
せ
っ

け
ん

animoヤシの実石鹸 3P 植物油脂（パーム）より作った１００％
植物石鹸です。植物油脂のきめ細かな泡
立ちでサッパリとした洗い上がり。　フ
ローラルの香りです。
（マレーシア製）

 80g×3 (251g)

香るアロマソープMB 80g×2P  バナナとマンゴーの甘い香りが楽しめる
石鹸です。

 80g×2P (170g)

ボタニカルエキス配合（保湿成分）で、
パサつきを抑え、なめらかな艶のある髪
に仕上げます。

 500ml (610g)

animoノンシリコンコンディショナー本体
ボタニカルエキス配合（保湿成分）で、
髪本来の輝きと指通りなめらなかな潤い
を与えます。

 500ml (530g)

ボ
タ
ニ
カ
ル
シ
リ
ー

ズ

animoボディソープ　本体
ボタニカルエキス配合（保湿成分）で、
お肌の状態を整え、ソフトで清潔な素肌
へ。 500ml (615g)

animoノンシリコンシャンプー本体

詰替用　無添加泡ボディソープ　大容量

 900ml (940g)

シ
ャ

ン
プ
ー

　
・
コ
ン
デ
ィ

シ
ョ

ナ
ー

詰替用　フレッシュモイストシャンプー　

無
添
加

無添加泡ボディソープ　本体

 450ml (540g)

詰替用  トニックシャンプー　　

アミノ酸とシルクの力でパサつきを抑え
てツヤのある髪に洗い上げます 300ml (320g)

詰替用　フレッシュモイストリンス　
アミノ酸とシルクの力でパサつきを抑え
てツヤのある髪に仕上げます。 300ml (320g)

植物生まれのクリーミーな泡がお肌をや
さしく洗います。無添加の心地よさを実
感して下さい。

詰替用　無添加泡ボディソープ

詰替用　フレッシュモイストボディソープ　
コラーゲン配合で素肌うるおう、しっと
りとした洗い上がりです。 300ml (320g)

詰替用 モイスチャー桃の葉ボディソープ
植物性油脂の洗浄成分が、クリーミーな
泡でお肌を優しく洗い上げます。桃の葉
エキス配合。 380ml (400g)

詰替用　弱酸性ボディーソープ
フルーティフローラル 素肌をいたわり洗い上がりはサッパリ。

素肌と同じ弱酸性ﾀｲﾌﾟの全身洗浄料で
す。フルーティーフローラルの香り。 400ml (420g)

素肌をいたわり洗い上がりはサッパリ。
素肌と同じ弱酸性ﾀｲﾌﾟの全身洗浄料で
す。ハーモニーローズの香り。 400ml (420g)

 380ml (400g)

 パッケージ
希望

小売価格
ＪＡＮコード 商  品  特  長

ボ
デ
ィ
ー

ソ
ー

プ

詰替用　アニモボディソープ

素肌と同じ弱酸性タイプの全身洗浄料で
す。ほんのりももの香りです。お得な大
型詰替え用

 1000ml (1050g)

詰替用　アニモボディソープ　ボトル

 1000ml (1050g)

ボディソープ せっけんの香り　本体
植物油脂の洗浄成分がなめらかな泡で肌
をやさしく洗いしっとりとした洗い上が
りです。ほのかな石けんの香り。 500ml (600g)

詰替用　ボディソープ せっけんの香り
植物油脂の洗浄成分がなめらかな泡で肌
をやさしく洗いしっとりとした洗い上が
りです。ほのかな石けんの香り。 400ml (420g)



    商品名・容量（重量） 梱入数
サイズ（幅×高さ×奥行）ｍｍ サイズ （ｍｍ）

重量

12個

オープン 250×155×220

3.9kg
 80×137×52

30個

オープン 355×220×270

6.9kg
 110×200×50

12個

オープン 460×335×260

13.5kg
 160×315×70

12個

オープン 470×215×260

14.0kg
 110×135×80

24個

オープン 480×195×285

8.8kg
 78×162×67

30個

オープン 365×210×265

7.0kg
 110×200×50

12個

オープン 460×335×260

13.5kg
 160×315×70

12個

オープン 470×215×260

14.0kg
 110×135×80

30個

オープン 504×152×322

7.5kg
 83×135×62

30個

オープン 375×202×248

7.0kg
 110×200×50

30個

オープン 480×215×315

15.6ｋｇ
 77×190×60

30個

オープン 480×215×315

15.6ｋｇ
 77×190×60

20個

390×210×310

12.1kg
 90×189×58

20個

390×210×310

12.1kg

 90×189×58

12個

オープン 365×220×340

13.7ｋｇ
 115×205×82

12個

365×220×340

13.7ｋｇ
 115×205×82

20個

オープン 390×210×310

12.1kg
 90×189×58

12個
 1000ｍｌ (1090g） オープン 365×220×340

13.7ｋｇ

20個
390×210×310

12.1kg
 90×189×58

20個
390×210×310

12.1kg
 90×189×58

キシリトール・エリスリトール配合でお口の汚
れを洗浄し口臭を予防します。アルコールタイ
プでお口をスッキリさせます。

キシリトール・エリスリトール配合でお口の汚
れを洗浄し口臭を予防します。ノンアルコール
タイプでやさしい口当たりとなっています。

キシリトール・エリスリトール配合でお口の汚
れを洗浄し口臭を予防します。アルコールタイ
プでお口をスッキリさせます。お得な大容量で
す。

 500ｍｌ（575ｇ）

薬用成分CPCがお口の中を殺菌し、虫歯を予防し
ます。薬用成分GK２の働きで、歯周病・歯肉炎
を予防します。不快な口臭を速やかに予防しま
す。すっきり爽快なミントタイプ。ノンアル
コールタイプです。

キシリトール・エリスリトール配合でお口の汚
れを洗浄し口臭を予防します。ノンアルコール
タイプでやさしい口当たりとなっています。お
得な大容量です。

 1000ｍｌ (1090g）

 1000ｍｌ (1090g）

 500ml (575g)

薬用オーラルスプラッシュ　大

 115×205×82

 200ml (240g)

 1000ml (1100g)

植物生まれの洗浄成分ですので、お肌に優しい
泡タイプのハンドソープです。殺菌成分配合
（イソプロピルメチルフェノール）の泡がスミ
ズミまで広がり、キレイに洗い流します

詰替用ボトル  薬用泡ハンドソープ　フルーツ　

詰替用ボトル  薬用泡ハンドソープ　シトラス　

 450ml(500g)

 1000ml (1050g)

 250ml (340g)

 200ml (215g)

 1000ml (1050g)

薬用メディキュ泡ハンドソープ　本体

詰替用　薬用メディキュ泡ハンドソープ

詰替用　薬用ハンドソープ泡メディキュッ大型

ハ
ン
ド
ソ
ー

プ

薬用ハンドソープメディキュッ　本体

詰替用　薬用ハンドソープメディキュッ　

詰替用　薬用ハンドソープメディキュッ　大型　

 190ml (205g)

弱酸性ジェルハンドソープ　本体

詰替用  弱酸性ジェルハンドソープ　

オーラルスプラッシュ　フレッシュミント

薬用オーラルスプラッシュ　

商  品  特  長

 250ml (300g)

 パッケージ ＪＡＮコード

 200ml (215g)

希望
小売価格

殺菌剤（イソプロピルメチルフェノール）を配
合した医薬部外品の薬用ハンドソープで手肌を
清潔に保ちます。残香の少ない微香性できめ細
やかな泡が手の隅々まで届き汚れをすっきり落
とします。

詰替用　薬用ハンドソープメディキュッ大型　ボトル

 1000ml (1100g)

詰替用　薬用ハンドソープ泡メディキュッ大型　ボトル

保管に便利なボトルタイプの詰替用の薬用泡ハ
ンドソープです。シトラスの香り。

肌の弱酸性状態をくずさず洗い、保湿成分が肌
に潤いをあたえます。

 450ml（500ｇ）

保管に便利なボトルタイプの詰替用の薬用泡ハ
ンドソープです。フルーツの香り。

マ
ウ
ス
ウ
ォ
ッ

シ
ュ

ローズマウスウォッシュ

オープン

キシリトール・エリスリトール配合でお口の汚
れを洗浄し口臭を予防します。ノンアルコール
タイプとなっています。保湿成分であるローズ
エキスがお口に潤いを与えます。癒しを与える
優雅なローズの味。

 500ml (560g)

ブラックマウスウォッシュ

オープン

強い刺激と爽快感が癖になるアルコール高配合
のマウスウォッシュです。キシリトール・エリ
スリトール配合でお口の汚れを洗浄し口臭を予
防します。ドライなブラックミントの味。

 500ml (560g)

オープン

オーラルスプラッシュ ペパーミント

オープン

オーラルスプラッシュペパーミント　大

オープン

オーラルスプラッシュフレッシュミント　大

 500ml(575g)



梱入数
 パッケージ サイズ （ｍｍ）

重量

4個

オープン 460×265×265

18.4kg
 200×240×115 食器・野菜・果物・調理器具用

1個

オープン 238×348×238 ◇使用量の目安

19.4kg 　水1Ｌに対して1.5ml

 238×348×238

1個

オープン 290×290×290

20.9kg

 290×290×290

3個

オープン 420×320×230

16.3kg 

 210×300×135

1個
オープン 290×290×290 ◇使用量の目安

20.9㎏ 　水2Ｌに対して12ml

 285×285×285

4個

オープン 460×265×265 ◇使用量の目安

18.4kg 　1㎡に対して2ml

 200×240×115

4個

オープン 460×265×265

18.4kg ◇使用量の目安

 200×240×115 　水２Ｌに対して１０ｍｌ

4個

オープン 460×265×265

18.4kg ◇使用量の目安

 200×240×115  タイル１㎡当り5ml  便器　20ml

4個

オープン 460×265×265

18.4kg

 200×240×115

1個

オープン 480×345×255

11.4kg ◇使用量の目安

 230×325×235 　水３０Ｌに対して５０ｇ

4個

オープン 460×265×265

18.4kg

 200×240×115
◇使用量の目安           　

1個 　水３０Ｌに対して30ml

オープン 238×348×238

17.2kg
 238×348×238

4個

オープン 460×265×265

18.4kg

 200×240×115
◇使用量の目安

1個 　ワイシャツ１００枚当り

オープン 238×348×238 ー 　ソフター　150～180ml

18.3kg

 238×348×238

3個

オープン 420×320×230

16.3kg 

 210×300×135
◇使用量の目安

1個 　ワイシャツ１００枚当り

オープン 285×285×285 ー 　スーパーブリーチ　150ml

20.9㎏
 285×285×285
モイスチャーリンスインシャンプー
４Ｌ 4個

オープン 460×265×265

18.4kg

 200×240×115

1個

オープン 235×235×235 ー

11.0kg

 235×235×235

1個

オープン 290×290×290 ー

20.9kg

 290×290×290

4個

オープン 460×265×265

18.4kg

 200×240×115

1個

オープン 235×235×235 ー

11.0kg

 235×235×235

1個
オープン 290×290×290 ー

20.9kg
 290×290×290

4個
オープン 460×265×265

18.4kg
 200×240×115

 ４L (4.2kg)

香
粧
品

髪と地肌に優しい弱酸性のリンスインシャンプーです。毛髪浸
透成分リピジュア「ポリオクタニウム-51」配合で痛んだ髪に
浸透し、美しく健康的な髪に、また高保湿成分ヒアルロン酸の
トリートメント効果でパサつきがちな髪の水分保持力を高め、
髪のうるおいを保ちます。やさしいフローラルの香りです。

 ４L (4.2kg)

モイスチャーリンスインシャンプー　10kg

１０kg (11.0kg)

モイスチャーリンスインシャンプー　　20㎏

 ２０kg (20.9kg)

モイスチャーボディソープ　4L

植物性油脂の洗浄成分とモイスチャー成分を配合した全身洗浄
料です。植物性エキス(保湿成分)配合でお肌にうるおいを与え
ます。クリーミーな泡でお肌を優しくしっとりした洗い上がり
です。やさしいせっけんの香りです。

 ４L (4.2kg)

モイスチャーボディソープ　10kg

 １０kg (11.0kg)

モイスチャーボディソープ 20kg

 ２０kg (20.9kg)

薬用ハンドソープ ４Ｌ
殺菌剤（イソプロピルメチルフェノール）配合で、しっかり殺
菌して手肌にやさしい保湿成分配合のハンドソープです。残香
の少ない微香性です。

衣類のシミ・黄ばみをすっきり落とし、真っ白に漂白します。
白物専用の漂白剤です。

住
居
用
洗
剤

衣
料
用
洗
剤

スーパーソフター　１６Ｌ

 １６L (18.3kg)

スーパーブリーチ　５ｋｇ

 ５㎏ (5.2kg)

スーパーブリーチ　20kg

 ２０kg (20.9㎏）

植物性非イオン活性剤配合で頑固な汚れを落とします。低泡性
の洗剤で繊維をいためず柔らかく洗い上げます。 ４L (4.2kg)

ＤＥＯ衣料用液体洗剤 16L

 １６L (17.2kg)

スーパーソフター　４Ｌ

 ４L (4.2kg)

衣類をふっくら柔らかに仕上げます。抗菌剤配合で衣類のいや
な匂いを抑えより清潔で衛生的な仕上がりです。 ４L (4.2kg)

 ４L (4.2kg)

無リンホワイト洗剤

 ５kg×２ (11.2kg )

ＤＥＯ衣料用液体洗剤　４Ｌ

白物から黒物まで幅広く使えるムリンの合成洗剤です。

スーパーバスクリーナー　４Ｌ

ガラスの水垢や汚れをスッキリ落とします。

換気扇・レンジ等用洗剤です。頑固な汚れを落とします。

イオン洗浄システムで塩素も酸も使用していない安心な中性タ
イプの洗剤です。

安心な中性タイプ、イオン洗浄システムで汚れを落とします。

 ４L (4.2kg)

ガラス用クリーナー　４Ｌ

スーパートイレクリーナー　４Ｌ

台
所
用
洗
剤

マイキッチンＫ　１８Ｌ

 １８Ｌ (19.4kg)

マイキッチンＫ　ボックス　２０ｋｇ

スーパーキッチンブリーチ　５ｋｇ

 ５㎏ (5.2kg)

スーパーキッチンブリーチ　２０ｋｇ

ー

-
 ２０kg (20.9kg)

 ２０kg (20.9㎏）

レンジ用洗剤　４Ｌ

 ４L (4.2kg)

商品名・容量（重量）                           　　  　　  サ
イズ（幅×高さ×奥行）ｍｍ

希望
小売価格

ＪＡＮコード 商  品  特  長

ふきん・食器・調理器具等の漂白・除菌・防臭

頑固な汚れをすっきり落とします。お得な中性洗剤です。

マイキッチンＫ ４Ｌ

 ４Ｌ (4.2kg）

塩素の力で厨房の調理器具やまな板・食器類の洗浄・漂白・除
菌・除臭が簡単にできます。



社              名 ロケット石鹸株式会社

所     在     地 〒820-0202　福岡県嘉麻市山野2091

TEL:0948-43-0756　FAX:0948-43-1191

本 社 所 在 地 福岡県飯塚市菰田東1丁目7番56号

代    表      者 代表取締役会長　加藤完治

代表取締役社長　加藤謙太郎

創             業 昭和24年1月4日

設             立 昭和38年12月　25日

資    本     金 １１００万円

事  業  分  野 石鹸･洗剤・化粧品・医薬部外品


年             商 ７２億円（平成30年度　グループ全体）

従  業  員　数 240人

敷  地  面  積 ロケット石鹸株式会社30,275㎡(9,174坪)

※液体･粉末製造部20,189㎡(6,118剛／成形･漂白剤製造部10,086㎡(3,056坪)

エオリア株式会社　本社工場　5460㎡(1651坪)　山野工場　2,964㎡(898坪)


取  引  銀  行 飯塚信用金庫菰田支店,福岡銀行飯塚支店,西日本シティ銀行飯塚支店,商工組合中央金庫福岡支店,

日本政策金融公庫福岡支店

主  力  製  品 台所用合成洗剤・衣料用合成洗剤・漂白剤・柔軟仕上げ剤･住居用洗剤・クレンザー･洗濯石鹸･

シャンプーリンス・ボディソープ･業務用洗剤・ギフト商品・無添加石鹸

昭和24年 1月 本社地に加藤油脂工業所を設立／洗濯固形石鹸の製造販売を開始

昭和32年 3月 通産省生産動態統計調査にて通産大臣より表彰

昭和38年12月 ロケット石鹸株式会社に組織変更

昭和45年 5月 台所用液体洗剤の製造を開始


昭和47年 3月 通産省生産動態統計調査にて通産大臣より表彰


昭和49年11月 税務署より優良申告法人の表敬を受ける

昭和53年 3月 工場･事務所を福岡県飯塚市大字上三緒1-23に移転し事業の拡大を計る


昭和54年 4月 資本金を500万円に増資


昭和56年 6月 日本工業規格表示許可工場となる(許可番号881003)


昭和59年 6月 資本金を950万円に増資


昭和61年 4月 会長　通産省生産動態統計調査の功労により勲六等瑞賓章を授与


昭和63年 6月 化粧品製造許可取得(福化第6303)


平成 2年11月 税務署より4度目の優良申告法人の表敬を受ける


平成 6年 6月 工場･事務所を現在地に移転


平成 7年 4月 資本金を1,000万円に増資


平成 9年 9月 医薬部外品製造許可取得


平成11年 8月 エオリア株式会社を資本金1,000万円にて設立


平成13年10月 平成13年度高齢者雇用開発コンテストで奨励賞受賞


平成17年12月 ＰＥＴ容器成型機を導人し食洗600m1容器成型内製化を図る


平成20年11月 IS09001取得　ＰＥ成形機導入


平成21年12月 成形工場取得


平成22年 6月 エオリア第二倉庫　新設


平成23年 8月 漂白剤工場新設　

平成26年 7月 資本金1,100万円に増資


平成27年 4月 エオリア本社を平恒工場へ移転　

本社　〒820-0016福岡県飯塚市菰田東1-7-56 本社　　　　　 〒820-0073 福岡県飯塚市平恒1-12
工場　〒820-0202福岡県嘉麻市山野2091　 山野工場　　 〒820-0202福岡県嘉麻市山野1306
　　　TEL : 0948-43-0756　                    TEL・FAX ： 0948-42-2375
　    FAX : 0948-43-1191
          http;//www.rocketsoap.co.jp

沿　　　　　革

概　　　　　　　　要


