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応援したい

生活用品カタログ
2020

このカタログ自体には販売機能があ
りません。 掲載された商品を入手し
たい場合は、 メーカーごとに掲載し
ている QR コードを利用して各社の
WEB サイトをご覧ください。
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まも肌  敏感肌スキンケアシリーズ

デリケート肌の赤ちゃんでも
使える　まも肌～敏感肌スキ
ンケアシリーズ～

株式会社日本免疫粧研
大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-35

相談
窓口

お問い合わせ先

☎06-4862-5542

●	たっぷりの保湿成分が「おまもり肌」のベールをつくり、
	 敏感な赤ちゃんのお肌をしっとりやさしく守ります	
●	ベタつかないからいつでもどこでも保湿ケア。
	 肌につけた瞬間に放出されるフレッシュな保湿成分が
	 べたつきを感じさせません。

価　格：￥1200（税抜）
内容量：400ｍＬ
主成分：水、グリセリン、ソルビトール、BG、ココイルグリシンNa、コカミドプロピルベタイン、
パントエアバガンス/（リンゴ液汁/ウメ果実）発酵エキス液、グリチルリチン酸2K、セテアリ
ルアルコール、イソマルト、イソステアリン酸、塩化Na
製造国：日本

価　格：￥1700（税抜）
内容量：120g
主成分：水、BG、ミリスチン酸オクチルドデシル、グリセリン、トリ（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル、ベタイン、プロパンジオール、トレハロー
ス、パルミチン酸セチル、テトラ（ヒドロキシステアリン酸/イソステアリン酸）ジペンタエリスリチル、トリポリヒドロキシステアリン酸ジペ
ンタ エリスリチル、テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、パントエアバガンス/（リンゴ液汁/ウメ果実）発酵エキス液、グリチルレチ
ン酸ステアリル、スフィンゴ糖脂質、セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、ヒアルロン酸Na、フィトスフィンゴシン、スクワラン、グセ
リルグルコシド、水添パーム油、ジグリセリン、イソマルト、ベヘニルアルコール、カルボマー、（アクリレーツ/アクリル酸アルキル（C10-30））
クロスポリマー、アルギニン、エチルヘキシルグリセリン、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、ステアロイルラクチレートNa
製造国：日本

https://www.jmeneki-shoken.co.jp/

まも肌  ベビー泡ソープ

まも肌　ベビーミルキークリーム

日本免疫粧研は、 お肌への刺激になる可能性が
ある成分を限りなくゼロに近づける、「０（ゼロ）
添加」処方にこだわり、 お肌の弱い赤ちゃんや
敏感肌の方にも安心してお使いいただける商品
をお届けします。

平日のみ10:00～17:00

●	きめ細かく濃厚リッチでクリーミーな泡で、	
	 洗いあがりしっとり。
●	お肌の油分を残しながら、	やさしく汚れを落とします。
●	目に染みる成分は配合していません。

日本免疫粧研ホームページ　ＱＲコード
(https://www.jmeneki-shoken.co.jp)

ゼロ添加 刺激物をなくす

クリームが大切なわけ

column column

column

スキンケアが大切です
　近年、スキンケアの重要性が見直されています。肌トラブ
ルで悩む敏感肌の人や、肌が未発達の赤ちゃんも例外ではあ
りません。アトピー性皮膚炎も毎日のスキンケアの大切さ
が注目されています。
　アトピー素因(＊)がある新生児に、保湿剤を習慣的に塗っ
た場合と、そうしなかった場合を比較した事例では、８か月
後には保湿剤を習慣的に使った群で３割もアトピー性皮膚
炎の発症を抑えることが出来たという報告があるほどです。
　生後２～３ヶ月は皮脂の分泌が生涯で最も少ない時期です。
アトピー素因がある赤ちゃんにとって、乾燥しやすい危険な
時期でもあるため、毎日のスキンケアが重要な役割を果たし
ます。
　肌の保湿で重要な要素は「天然保湿因子」、「皮脂」、「バリ
ア機能を支える細胞間脂質」の３つです。スキンケア製品に
は、この３つの要素をケアする成分が配合されています。保
湿剤は肌の乾燥状態を改善し、乾燥によるかゆみも緩和して
くれます。かゆみの緩和はとても重要で、角質を破壊する「掻
く」という行為を防ぐことで、肌トラブルの悪化も防ぐこと
ができます。
　特にクリームは、オイル成分が肌の表面を覆って角質から
の水分の蒸散をおさえるため、水分が角質に保たれて角質水
分量を増加させます。また、クリームが肌の上に残っている

　身体最大の器官である肌は、体重の約 16% を占
め、畳一畳分 ( 約 1.6㎡ ) の面積にも相当する「命
を守る器官」です。
　肌には、身体の水分を最適な状態に保つ「保水」と、
異物やアレルゲンなどを内部に入れない「防御」の
二つの機能があり、この「バリア」で命を守ってい
ます。しかし、ストレスや体調不良で肌の調子が悪
化したり、赤ちゃんのように肌が発達段階にあると、

「バリア」が十分に果たされず、外部からの刺激を
受けやすい敏感な肌状態となり、化粧品の防腐剤や
安定化剤、植物エキスや植物オイルのような成分で
さえも、刺激物となり肌トラブルを引き起こす要因
になります。肌が未発達な赤ちゃんや敏感肌の人に
も心から安心して使える化粧品が必要です。肌に不
要な防腐剤や安定化剤、植物エキスや植物オイルも
配合せず、肌の状態を整えるために必要な成分だけ
で化粧品を作ることが重要なのです。

　「ゼロ添加」とは、繊細なスキンケアが必要な方々の「肌に良い、
優しい化粧品」を追求してたどり着いた考えです。作り手の都合で
配合される不要な成分をゼロにし、肌の回復ではなく、肌が本来持っ
ている回復機能を守り、マイナスの肌状態をリセットすることを目
指しています。

ゼロ添加で配合しない成分
・ 肌に不要で作り手都合で配合される成分：防腐剤、安定化剤（pH

調整剤、キレート剤） 
・ 泡立ちと洗い流しを良くするが洗浄効果が強すぎる成分：ラウリ

ル硫酸Na、ラウレス硫酸Na、ラウリン酸
・ 浸透性が強く、肌バリア破壊性の高い保湿成分：1,2－ヘキサンジ

オール、PG、カプリリルグリコール
・ タンパク質成分のためアレルゲンになる可能性がある成分：コラー

ゲン、プラセンタ
・ 酸化や劣化の可能性がある成分：植物オイル 
・ 詳細が不明な成分：植物エキス、香料、天然精油、色素、天然色素

とあたかも肌をラップでくるんだようなラップ効果がおこ
り、水分の供給とラップ効果によって保湿効果が長時間持続
します。その効果は、化粧水よりも乳液の方が高く、乳液よ
りもクリームの方が高くなります。
入浴後のスキンケア
　肌の汚れを取るために洗う行為はとても大切ですが、皮
脂の喪失や物理的摩擦による角質の破壊も行われてしまい
ます。１日の中で肌が最も乾燥するのが、入浴後の水分蒸
散時ともいわれており、入浴後のスキンケアは特に大切で
す。
　入浴後のスキンケアは入浴直後と３０分後で効果に差が
無いことが実験により証明されています。焦らなくても大
丈夫です。ゆっくりとスキンケアを行ってください。
　たくさん塗ると効果が高くなる感じがしますが、商品が
推奨する量で充分な効果があります。保湿剤の効果はたく
さん使うことよりも保湿のために塗る回数の方が重要です。
１日に塗る回数は１回よりも２回以上の方が確実に高い効
果があることが証明されています。
　毎日のスキンケアは、❶必ずクリームを使う❷入浴後は、
焦らず１時間以内にゆっくりとケアする❸１日２回以上の
スキンケアをする❹乳幼児にも欠かさずスキンケアを行う、
の４点を意識して行いましょう。
＊アトピー素因：両親のどちらかにアトピー性皮膚炎のり患歴がある場合をいいます。
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株式会社日本免疫粧研株式会社日本免疫粧研

●	紫外線吸収剤フリー。デリケートな赤ちゃんも使える、
	 敏感肌用日焼け止めです。
	 顔にも体にもお使いいただけます。
●	べたつかないから何度でも塗り直しＯＫです。

●	お出かけに便利！　
	 ソープとクリームのミニサイズをセットしました。

価　格：￥1800（税抜）
内容量：50g
主成分：水、シクロペンタシロキサン、BG、イソノナン酸イソトリデシル、酸化チタン、スクワラン、
ペンチレングリコール、グリセリン、カプリリルメチコン、マンニトール、ステアリン酸グリセリル、グリ
チルリチン酸2K、シロキクラゲ多糖体、ジラウラミドグルタミドリシンNa、ジメチコン、（アクリル酸ヒド
ロキシエチル／アクリロイルジメチルタウリンNa）コポリマー、シリカ、カルボマー、キサンタンガム、ト
コフェロール、水酸化Al、ステアリン酸、イソステアリン酸ソルビタン、ポリソルベート60
製造国：日本

価　格：￥1000（税抜）
内容量：ソープ 30ｍL
クリーム 15g
主成分：【ソープ】水、グリセリン、ソルビトール、BG、ココイルグリシンNa、コカミドプロピ
ルベタイン、 パントエアバガンス/（リンゴ液汁/ウメ果実）発酵エキス液、 グリチルリチン酸
2K、セテアリルアルコール、イソマルト、イソステアリン酸、塩化Na

【クリーム】水、 BG、 ミリスチン酸オクチルドデシル、 グリセリン、 トリ（カプリル酸/カプリ
ン酸）グリセリル、ベタイン、プロパンジオール、トレハロース、パルミチン酸セチル、テトラ

（ヒドロキシステアリン酸/イソステアリン酸）ジペンタエリスリチル、 トリポリヒドロキシステ
アリン酸ジペンタ エリスリチル、テトラエチルヘキサン酸ペンタエリスリチル、パントエアバガ
ンス/（リンゴ液汁/ウメ果実）発酵エキス液、グリチルレチン酸ステアリル、スフィンゴ糖脂質、
セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP、ヒアルロン酸Na、フィトスフィンゴシン、スクワラン、
グセリルグルコシド、水添パーム油、ジグリセリン、イソマルト、ベヘニルアルコール、カルボマー、

（アクリレーツ/アクリル酸アルキル（C10-30））クロスポリマー、 アルギニン、 エチルヘキシル
グリセリン、ペンタステアリン酸ポリグリセリル-10、ステアロイルラクチレートNa
製造国：日本

まも肌　ベビーUVエアリークリーム まも肌　トライアルセット
（ベビー泡ソープ／ベビーミルキークリーム）

　化粧品の安全性の確認には、パッチテスト、スティンギ
ングテスト、ノンコメドジェニックテストなど、様々な方
法があります。その中に「アレルギーテスト」という名称
の試験があります。化粧品のパッケージに「アレルギーテ
スト済み」という記載を見ることがあります。「アレルギー」
と書かれているので、アレルギー体質の人を対象にした試
験と想像しがちですが、実際はアレルギー体質の人を対象
に試験をするのではなく、健康な肌の人を対象に試験が行
われています。では、なぜ「アレルギーテスト」なのかと
言うと、化粧品を繰り返し使用した場合の累積した刺激性
やアレルギーリスクの有無を確認するための、人に対する
アレルギー性を評価する試験なのでアレルギーテストとい
う名称になっています。
　試験は、パッチテストを週３回、３週間連続で行い、そ
の後、２週間の休息期間を置いて、再度、パッチテストを
行い、累積の刺激性とアレルギーリスクを確認します。
　「アレルギーテスト済み」はテストを行ったかどうかを記
載したもので、何かの基準をクリアしたという意味で書か
れているわけではありません。

　太陽の光が降り注ぐ外を散歩したり、スポーツを楽しん
だりすることはとても気持ちのいいことですね。一昔前ま
で子育てに必要と言われていた「日光浴」が、１９９８年
に母子手帳から消えて「外気浴」に変わりました。外気浴
は「健康のため、戸外の空気にふれること」と国語辞典に
書かれており、太陽の光を浴びることとは異なる行為のよ
うです。
　ところで太陽の光を浴びるのは悪いことでしょうか。こ
れは、身体の健康面と肌の美容面両方を考える必要があり
そうです。
　身体の健康に関して太陽光は骨の育成を助け、免疫作用
に影響するビタミンＤを作り出すために必要です。でもビ
タミンＤは食物からも摂取可能なため、紫外線を浴びるこ
とだけに依存する必要はなさそうです。一方、肌の美容に
とって特に紫外線は、「百害あって一利なし」です。紫外
線は、子どもの時に浴びるほど肌への影響が大きいことが
わかっているので、子どもの頃から日焼けを避けることが、
健康な肌を維持する秘訣と言えます。
　皮膚と紫外線の研究分野では子どもの紫外線対策は約
50％しか行われていないと言われています。出来ればやっ

　これはアレルギーテストに限ったことではなく、その他
の安全性試験についても同様です。結果の良し悪しに関係
なく、試験を行えば「テスト済み」を記載出来ます。化粧
品を販売しているメーカーの良心に任せた表示なのです。
　化粧品は国が定めた法律により、その効果と安全性を保
証する表現が禁止されています。化粧品の効果については、
国が認めた効果のみ表現することが認められ、それ以外の
効果を表現することは禁止されています。この法律により、
たとえ化粧品に国が表現を認めたもの以外の有効性が認め
られ、安全性の試験結果が良くても、「効果があります」、「安
全です」とは言えないのです。そのため安全性試験につい
ては「テスト済み」という記載が限界で、逆に結果の良し
悪しに関係なく記載出来る曖昧な表現となっているのが現
状です。

た方がいいと思いつつも、どんな日焼け止めを使えばいい
のか、いつから始めたらいいのか、わからずに過ごしてい
る人が多いのではないでしょうか。
　生後１～２ヶ月の赤ちゃんは、外出する機会がそれほど
多くないので、特に日焼け止めを塗る必要はありません。
外出するときは、全身を包み込める「おくるみ」などで覆
い、出来る限り短時間の外出にとどめます。生後半年を経
過すると外遊びの機会が増えるので、日焼け止めでしっか
りと紫外線ケアをしてください。
　子どもの日焼け止めを選ぶポイントは、❶紫外線吸収剤、
防腐剤が配合されていない	❷エタノールが配合されて
いない	❸レジャーに行くとき以外は、ＳＰＦ25～30、
ＰＡ＋＋～＋＋＋の日焼け止めを選ぶ4．石鹸で洗い流せ
る商品を選ぶ、の４点を注意してください。また、アレル
ギー体質の人も安心して使えるように、食物アレルギー成
分も混入しないよう全ての原料が調査確認されていること。
乳幼児も使えるように、皮膚科専門医監修による使用テス
トアトピー素因のモニターによるパッチテストなどの安全
評価も欠かせません。

アレルギーテストUVケア用品は危険がいっぱい
columncolumn
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シャボン玉石けんは、昔ながらの釜炊き製法「ケ
ン化法」にこだわって無添加石けんを製造して
います。人にも環境にもやさしい無添加石けん
は小さなお子様からご高齢の方まで使っていた
だけます。

株式会社シャボン玉本舗
福岡県北九州市若松区南二島2丁目23番1号

蛍光増白剤・香料・着色料・酸化防止剤・LAS
などの合成界面活性剤を使用していない無添加の
液体洗濯石けんです。ふんわりやわらかく洗い上
がるので、柔軟剤は不要です。

洗い上がりしっとり！カリ石ケン素
地の原料に低刺激で保湿性に優れた
“アボカドオイル” を使用しています。
赤ちゃんはもちろん、 乾燥肌や敏感
肌の方にもおすすめ。

シャボン玉スノール

シャボン玉浴用
【お徳用バスサイズ】

ベビーソープ
泡タイプ

シャボン玉こども
せっけんハミガキ

https://www.shabon.com/shop/

お口にやさしく、ハミガキ後に味覚
が変化しません。ほどよい泡立ちで
しっかりブラッシングでき、仕上げ
みがきにもぴったり。

シャボン玉石けん

価　格：440円
内容量：50ｇ
成分：炭酸Ca[清掃剤]、グリセリン[湿潤剤]、水、
シリカ[清掃剤]、 クエン酸Na[pH調整剤]、 石ケ
ン素地[発泡剤]、カラギーナン[粘結剤]、ハッカ油・
チョウジ油[清涼剤]、 香料（オレンジタイプ）[香
味剤]

価　格：1,056円
内容量：450ｍL
成分：水、カリ石ケン素地

香料・着色料・酸化防止剤・合成界
面活性剤を使用していない無添加の
浴用石けん！キメ細かく弾力のある
泡立ちで洗い上がりしっとり。

価　格：198円
内容量：155g
成分：石ケン素地

受付時間8：30～17：30（日曜・祝日休み）
※ご注文の際に「アトピッ子を見た」とお伝え
ください。

ご注文
お問合せ

お客様相談室

☎0120 -4800 -95

価　格：950円＋税
内容量：1,200ml
主成分：純石けん分（36%、脂肪酸カリウム）

パックス洗濯用
石けんソフト

価　格：1,800円＋税
内容量：180ｇ
主成分：水、 グリセリン、 プロパンジオール、 ホ
ホバ種子油、 マカデミアナッツ油、 ステアリン酸K、
ステアリン酸、パルミチン酸、ベヘン酸、スクワラン、
ローズマリー葉エキス、トレハロース、ベヘニルア
ルコール、トコフェロール、ヒノキチオール

さらっとしてベタつかないデリケー
トな肌のための全身保湿クリーム。
合成界面活性剤・合成防腐剤・香料・
着色料・アルコール（エタノール）
無添加。

パックスベビー 
ボディークリームEF

価　格：1,100円＋税
内容量：500ml
主成分：水、カリ石ケン素地、グリセリン、トコフェ
ロール、ビワ葉エキス、エタノール、香料、クエン
酸

ヒマワリ油生まれの植物性石けんの
ボディーソープ。
潤いを保つビワ葉エキス使用。
天然精油のフレッシュハーバル
グリーンの香り。

パックスナチュロン
ボディーソープ

価　格：1,023円
内容量：1,000ｍＬ
主成分：純石けん分（30％脂肪酸カリウム、脂肪酸ナトリウム）

パックスナチュロンシリーズは、
食べられるオイルから生まれた製品です。
天然由来成分から生まれた石けん製品、
スキンケアで赤ちゃんから敏感肌の方まで
お使いいただけます。

香料・着色料・酸化防止剤・
合成界面活性剤を使用してい
ない無添加石けんにこだわっ
ています。

やさしく洗える純石けんなので、
日々のお洗濯だけでなく、　
ウールやシルクなどのデリケートな
素材も手洗いできます。

パックスナチュロンシリーズは
敏感肌の方にも選ばれて30年

相談
窓口

消費者相談室

☎0120 -894 -776

神奈川県横浜市神奈川区守屋町2-7
太陽油脂株式会社

私たちがお届けしている製品はすべて、 肌や髪
にやさしい天然の植物油を主原料としてつくら
れています。 人と自然にいいことだけを考えて、
石油由来の合成界面活性剤・合成防腐剤・合成
香料、合成着色料は一切使っておりません。

太陽の恵み
人にやさしく地球にやさしく

https://shop.paxnaturon.com/太陽油脂株式会社

パックスナチュロンシリーズ
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●	ヴァセリン	アドバンスドリペア	ボディローションは、
	 しっとり潤うのにベタつかない使い心地のボディローションです。
	 普通肌から乾燥肌の方に。敏感肌の方にもご使用いただけます。

●	ヴァセリン	エクストリームリー	ドライスキンケア	ボディクリームは、
	 乾燥肌から超乾燥肌の方にお勧めのボディクリームです。

150年守り続けてきたうるおい成分Vaseline®ジェリー *¹を配合しています。 Vaseline®ジェリーが肌の奥（角質層内）ま
で浸透し、 しっかりうるおいを保ち、 乾燥した肌をケアします。 保湿効果が持続するので、 しっとり潤った肌が一日中続き
ます。

Vaseline®ジェリー *¹高配合*²に加え、うるおい浸透*³バリア処方を採用しているので、うるおいをしっかり閉じ込め、
しっとり肌が一日つづきます。 柔らかく伸ばしやすいのでマッサージにもお勧めです。 アレルギーテスト済み（全ての方に
アレルギーが起こらないということではありません）

*¹: ワセリン：うるおい成分　*²: ヴァセリン アドバンスドリペア ボディローション比　*³: 角質層内

価　格：オープン価格
内容量：200ml、400ml
主成分：水、 グリセリン、 パルミチン酸イソプロピル、 ステアリン酸グリコール、 パルミチン酸、 ステアリン酸PEG-100、
ステアリン酸、ジメチコン、ミネラルオイル、ステアリン酸グリセリル、ワセリン、セタノール、フェノキシエタノール、

（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（C-10-30））クロスポリマー、メチルパラベン、TEA、プロピルパラベン、ステアラミ
ドAMP、EDTA－2Na、BHT、トコフェロール

価　格：オープン価格
内容量：201g
主成分：水、ワセリン、トリ（カプリル酸/カプリン酸）グリセリル、ステアリン酸、グリセリン、ヒドロキシプロピルデン
プンリン酸Na、ステアリン酸グリコール、ステアリン酸PEG-100、ヒドロキシステアリン酸、ステアリン酸グリセリル、
セタノール、酸化チタン、ステアラミドAMP、（アクリレーツ/アクリル酸アルキル（C10-30））クロスポリマー、水酸化K、
酢酸トコフェロール、トコフェロール、パルミチン酸、アラキン酸、EDTA-2Na、BHT、フェノキシエタノール、メチルパラベン、
プロピルパラベン

価　格：オープン価格
内容量：40g、80g、200g
主成分：ワセリン、酢酸トコフェロール、BHT

https://www.vaseline.jp/

ヴァセリン

ヴァセリンは、
150年の歴史を刻む
スキンケアブランドです。

ユニリーバ・ジャパン
株式会社
東京都目黒区上目黒2－1－1

相談
窓口

お客様相談室

					0120 -010 -747

赤ちゃんから大人まで、幅広い年齢層の方にご使用いただけるピュアスキンジェリーは、
防腐剤無添加・無着色・無香料で、低刺激処方のスキンバームです。
肌表面を優しくコーティングする「うるおいバリア」が、素肌を守り、肌内部*¹の水分を
逃さず乾燥を防ぎます。
全身のうるおい保湿ケアや、 度重なる手洗いで荒れがちな手肌のケア、 乾燥しやすい目元、
口元や唇などの保湿ケアにご使用いただけます。 *¹: 角質層内

ヴァセリン オリジナル 
ピュアスキンジェリー

ヴァセリン アドバンスドリペア 
ボディローション 無香性

ヴァセリン エクストリームリー 
ドライスキンケア ボディクリーム 無香料

1870年アメリカで誕生し、 今年で生誕150周
年を迎えます。 150年間、大切な人の肌を守り
続けています。

9時～17時（土・日・祝日を除く）

●	ヴァセリン	オリジナル	ピュアスキンジェリーは、
	 うるおいバリアで素肌を守る、
	 低刺激処方のスキンケア製品です。　

ピュアスキンジェリーの高い保湿力の特性

ピュアスキンジェリーのマルチな機能性

マスクとのこすれから肌を守ってくれる

ヴァセリンが肌表面をコートし、水分が
蒸発するのを防ぎます。

敏感な赤ちゃんの肌の保湿ケアだけでなく、
紙おむつなどの擦れから優しく保護

水分が蒸発しやすい状態です。
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協会ホームページの「お問い合わせ」からも承っています。

浄水器の信頼を確立させ「安全で安心なおいしい水」
を提供することをコンセプトに、 会員の浄水器につい
て「優良品の製造」「良識ある販売」「正しい使用方法
の徹底」「製品の安全」を目標として活動する団体です。

浄水器協会は、浄水器の技術開発と
共に信頼確立を趣旨として
設立されました。

http://www.jwpa.or.jp/

お問い合わせ先（事務局）

☎03 -5776 -6267/6290

東京都港区愛宕1－6－7（愛宕山弁護士ビル	3F）
一般社団法人浄水器協会

＊詳しくは浄水器協会ホームページをご覧ください。

 浄水器協会

髪と肌にダメージをあたえる残留塩素
を除去し、 肌あたりもやさしいシャ
ワーです。日本アトピー協会推薦品。

亜硫酸カルシウムが残留塩素を除去し
て、ダメージを和らげるやさしいお水
を作ります。交換用：JSC001

浄水のON/OFF機能付きでカートリッ
ジを節約できます。外してお手入れでき
るシャワー板で、キレイが長持ちします。

水道水の残留塩素を80％以上除去し※、
髪や肌にやさしい水に。また、節水器や
お掃除に便利な扇形モードなど便利な機
能も搭載しています。

※遊離残留塩素が1ppmの水道水にて測定

髪や肌にやさしい浄水で毎日シャワー
を浴びたい、そんな方にエッグがおす
すめです。

除塩素力と節湯でえらぶ肌に優しい
シャワーヘッド。12カ月交換（/人）、
浄水⇔水道水切替レバー付き。

価　格：オープン価格
材料の種類：ABS樹脂 ろ材の種類：活性炭
遊離残留塩素低減能力：12,000Ｌ
寿命設定流量：8L/分
使用時動水圧：0.1MPa
本体寸法：最大幅85mm×長さ235mm
総重量（満水時）：258g（372g）
カートリッジ取換時期の目安：5か月（1日10分使
用した場合）

価　格： 3,100円（税別）
材料の種類：ABS、POM、PP、NBR
ろ材の種類：亜硫酸カルシウム
遊離残留塩素低減能力：50％以上
寿命設定流量：4,000L
使用時動水圧：0.05～0.3 MPa
本体寸法：W 66、D 75.1、H 213.1 （mm）
総重量（満水時）：210g
カートリッジ取換時期の目安：2カ月【1日8分

（64L）使用した場合】

価　格：4,480円（税込）
材料の種類：本体/ABS樹脂、ポリアセター　シャ
ワー板/ABS樹脂 アダプター/ポリアセタール
オーリング/EPDM
ろ材の種類：亜硫酸カルシウム
遊離残留塩素低減能力：5,500L
寿命設定流量：7L/min 使用時動水圧：0.07MPa
本体寸法：高さ215×幅74×奥行き116 mm
総重量（満水時）：328g（未使用時210g）
カートリッジ取換時期の目安：3ヶ月/人（1日に8
分使用した場合）

価　格：880円/4週間（税込）
部材・取付費（初回のみ）：1,100円（税込）
材料の種類：ABS、ポリアセタール
ろ材の種類：亜硫酸カルシウム
遊離残留塩素低減能力：3,000Ｌ
寿命設定流量：7.5Ｌ/分  
使用時動水圧：0.1MPa
本体寸法：80×62×185ｍｍ（最大部）
総重量（満水時）：約250g
カートリッジ取換時期の目安：４週間

価　格：11,880円（税込）ECサイトで購入
の場合送料無料でご提供しております。
材料の種類：ABS樹脂 
ろ材の種類：活性炭・不織布
遊離残留塩素低減能力：約12,500L
寿命設定流量：8.5L/分
使用時動水圧：0.1MPa
本体寸法：90×90×265mm
総重量（満水時）：約350g
カートリッジ取換時期の目安：約6ケ月（1日8分）

価　格：10,000円（税別）
材料の種類：ABS樹脂・POM樹脂・シリコン
ろ材の種類：繊維状活性炭・ヤシガラ活性炭
遊離残留塩素低減能力：76,000Ｌ
寿命設定流量：8L/分
使用時動水圧：0.25MPa
本体寸法：82mm×248mm
総重量（満水時）：400g
カートリッジ取換時期の目安：12カ月

2019年「浄水シャワー使用に関するアンケート調査」に使用いたしました浄水シャワーは、以下の浄水器協会会員の製品です。

TOTO㈱／東レ㈱／SANEI ㈱／㈱KVK／㈱タカギ／㈱ダスキン／㈱水生活製作所／㈱LIXIL／㈱田中金属製作所

トレビーノサービスセンター

0120 -32 -4192
受付時間：10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00
月～金曜日（祝祭日、弊社休
業日は除く）

株式会社タカギ

☎ 0120 -37 -5580
受付時間：平日9時～ 12時、
13時～ 17時（土日祝日、年
末年始を除く）月～金曜日

カスタマーセンター

0120 -06 -9721  
受付時間：9:00 ～ 17:00
月～金曜日

ダスキンコンタクトセンター

☎ 0120 -100100  
受付時間：8時～ 20時
年中無休

株式会社KVK

0574 -55 - 1170
受付時間：9:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00
GW、夏期休暇、年末年始除く

開発部　お問合せ窓口

☎ 0581 -23 -0570
受付時間：9：30 ～ 17：00

（土日祝日を除く）平日

トレビーノ
トレシャワー RS52

キモチイイシャワピタ　
Miz-e（JSB333）

浄水切替えシャワー
PS7964-80XA-MW2

浴室用浄水シャワー

浄水シャワー
egg（エッグ）

JOWER

東レ株式会社

株式会社タカギ

SANEI株式会社

株式会社ダスキン

株式会社KVK

株式会社水生活製作所

髪と肌にやさしい水
　水道水には、安全・衛生状態を保つために「残留塩素」
が含まれています。ところがこの残留塩素には、ちょっと
困ることがあります。
　残留塩素の殺菌力は、タンパク質を酸化させるといわれ
ており、主成分がタンパク質である毛髪のキューティクル

にも影響を与えることが指摘されています。また、残留塩
素はキューティクルだけではなく，肌のたんぱく質を酸化
させて皮膚の保水力や皮膚のバリア機能を低下させるとい
うことがわかってきました。

浄水シャワーって何？
　浄水シャワーは、水道水に含まれる残留塩素の除去また
は低減（脱塩素）を目的としたシャワーです。残留塩素は
浄水シャワーに内蔵されたろ材によって除去または低減さ
れます。
　ろ材は、水道水中の残留塩素と化学反応（酸化還元反応）
をすることで、残留塩素を分解し、人体に影響のない物質（水
素イオン＋塩化物イオン＋その他物質）となります。
　このろ材の入ったカートリッジを定期的に交換すること
で、効果を持続させます。

塩素が肌に及ぼす影響
column

１次バリア ( 皮脂膜 )
刺激物質を
ブロック

※イメージ図水分 水分

● 

肌
状
態
が
正
常
な
時

角質層

２次バリア (細胞間脂質 )

水分保持

浄水シャワー使用によるアンケート調査結果
　浄水器協会とアトピッ子地球の子ネットワークは浄水
シャワーに関するアンケート調査を行いました。
　今回の調査において、 101人の方から浄水シャワーの効
果について評価いただきました。

浄水シャワー
使用前の設問

な
ん
ら
か
の

肌
ト
ラ
ブ
ル
を

抱
え
て
い
る
？

肌
ト
ラ
ブ
ル
が

あ
る

未回答 未回答

あ
っ
た

な
か
っ
た

改
善
し
た
点
は

あ
り
ま
し
た
か
？

浄水シャワー
使用後の設問

16%22%

28%
78% 56%
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頒価2,750円
アトピッ子地球の子ネットワーク
Webサイト
https://www.atopicco.org/topic/help-kit-reform.html

紐を一番
短くした
状態

紐を長くした
状態

底の幅

改良
しました

⇒	 断熱材が入っ
ています。中
仕切りがあり
ますので、小
さ な ア イ ス
バックも入れ
られます

20.5 ㎝

8.5 ㎝

2.7 ㎝

髪や肌を守り，カルキ臭も抑えるＣＣ
（塩素除去）シャワー。塩素除去水と
原水の切替操作も簡単です。

ウルトラファインバブル発生器を内蔵し
た浄水シャワーヘッド。塩素を低減と超
微細気泡を含んだ水流が特徴。

価　格： 9,680円（税込）
材料の種類：ABS樹脂，ポリアセタール樹脂他
ろ材の種類：亜硫酸カルシウム，不織布
遊離残留塩素低減能力：4,000Ｌ
寿命設定流量：８Ｌ／分
使用時動水圧：0.09Mpa
本体寸法：最大幅57mmｘ高さ208mm
総重量（満水時）：246ｇ（339ｇ）
カートリッジ取換時期の目安：２カ月（１日８Ｌ分
使用として）

価　格： 15,000円（税別）
材料の種類：樹脂素材/ABS樹脂、ポリアセタール樹
脂 ゴム素材/EPDM、シリコン  金属素材/ステンレ
ス、真鍮（メッキ加工）  浄水カートリッジ/PP樹脂
ろ材の種類：亜硫酸カルシウム
遊離残留塩素低減能力：50％以上
寿命設定流量：4,000ℓ（約8時間）
使用時動水圧：0.07MPa ～ 0.75MPa（ 推奨水圧 
0.15MPa以上）
本体寸法：幅67ｘ奥行78ｘ高さ204mm
総重量（満水時）：155g（250ｇ）
カートリッジ取換時期の目安：約２ヶ月（一人一日８
分として）

お客様相談センター

☎ 0120 -179 -400
受付時間：9：00～18：00
平日：月～金曜日

お客様お問い合わせセンター

☎ 058 -248 -5822  
サポート時間：10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 17:00 
月～金曜日（祝日は除く）

ＣＣ（塩素除去）
シャワー ボリーナ プリート

株式会社 ＬＩＸＩＬ 株式会社田中金属製作所

●適合マークロゴ

共通マーク 浄水シャワー
個別マーク

エピペン®携帯ケース (HELP KIT)

　浄水器協会では、皆様に安心して
浄水器や浄水シャワーなどの機器類

（浄水機器類）を使用していただくため、
適合マーク制度を実施しています。
　“適合マーク”は、浄水器協会の自主
規格基準に適合し更に販売ガイドラ
インに合致したカタログの表現など、
幅広い範囲において審査され、これ
に合格した浄水機器に対して発行さ
れます。これらは浄水機器としての

性能が確実であるだけでなくパンフ
レット、カタログや取り扱い説明書
の表記に関しても皆様に誤解を与え
ることなく、安心して浄水器及び浄
水機器を使用していただくための制
度です。
　浄水シャワーについても、「浄水シ
ャワー規格基準」により審査され、適
合製品に、“適合マーク”表示を行いま
す。

浄水シャワーと浄水器に使用するろ材の違い
column

　活性炭は、ヤシ殻等の炭素物質を原料と
して高温で賦活（活性化）させた微細孔を
持ち、この微細孔により種々の物質を吸着
します。
　ユニチカは、長年培った高分子と繊維の
技術により開発した、活性炭繊維フィルタ
ーを浄水シャワーのろ材として提供して
います。

　微量に溶解した亜硫酸イオンが、水道
水中の残留塩素を分解します。反応速度
が速く、残留塩素を効率よく分解します。
　亜硫酸カルシウムの種類には、顆粒、細
粒、粉末品があります。

＊亜硫酸カルシウム外観（細粒）

＊繊維状活性炭フィルター外観

浄水シャワーに使用される
“活性炭”の特徴
【ユニチカ株式会社】

浄水シャワーに使用される
“亜硫酸カルシウム”

の特徴
【三和精機工業株式会社】

　残留塩素の低減（除去）のみを考えた場合、浄水シャワー
も浄水器も同じろ材を使用しても問題ないことになります
が、それぞれの機器に対して消費者が求めるものが違って
きます。浄水器では、水の安全性とおいしさが求められ、
浄水シャワーでは、シャワーの爽快感と安心感が求められ
ます。浄水シャワーの場合お湯を使い、 １回当たりの使用

量も大量となり、更に経済性、吐水量などを考えた場合、
浄水器とは違った働きをするろ材（脱塩素剤）が求められ
ます。その要求に応えることができる浄水シャワーのろ材
は、活性炭、亜硫酸カルシウム、ビタミンＣ（Ｌ - アスコ
ルビン酸）等があり、それらを組み合わせて使われること
もあります。

　エピペン®を処方された人たちがいつでも
どこでも持ち歩けるように開発した携帯ケー
スです。
　アトピッ子地球の子ネットワークが開催す
る夏休み環境教育キャンプでは毎年、 120
人規模のキャンプを開催しています。 その
うち約50人が食物アレルギーの人たちでさ
らにその半数の人たちがエピペン®を持っ
てキャンプに参加します。 保育に参加する
子、小中学生のプログラムに参加する子、ボ
ランティアで調理に参加する人それぞれが野
外で忙しく動き回ります。 時には宿泊場所
から離れて1時間近く川に沿って歩くことも
あります。

林間学校、修学旅行、野外活動、キャンプやスキーに行くときも
エピペン®を、肌身離さず持ち歩けるように

野外活動の経験からエピペン®携帯ケースを作成しました。

　そんな時は両手に何も持たず身体にぴった
り付けた形でエピペン®を持って移動するこ
とになります。
　野外活動の中で必要に迫られて、制作した

ものが年々改良さ
れて今の形になり
ました。

　今年の4月から日陶科学の「ニットー保健カタ
ログ（2020・2021年度版	337号）」にこのエ
ピペン®携帯ケースが「アドレナリン自己注射薬
用携帯ケース(HELP	KIT)」という製品名で掲載
されるようになりました。病院、 保育園、 学校
から購入しやすくなりました。

日陶科学WEBサイト▶	https://www.nittokagaku.com/Search/detail/464/1

施設備品として
購入できるように
なりました
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◉……		本カタログでは、原材料を全て表示すること、検査
や機能についてできるだけわかりやすく説明するこ
とを心がけています。

◉……	皮膚刺激に配慮した原材料が選ばれていることや、
アトピー性皮膚炎がある人の使用感やQOL向上に
ついて配慮された商品を掲載します。

2020.8		8,000部

認定NPO法人アトピッ子地球の子ネットワーク
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-34-12
 竹内ローリエビル405

tel.03-5948-7891　fax.03-5291-1392

https://www.atopicco.org


