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生活用品カタログ
2021

アトピー性皮膚炎があったり

刺激に敏感な体質だったり

様々な化学物質が気になる人のために

少しでも生活の質（QOL）の向上を

応援したい

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。



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。
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

	 お客様相談室
	 ☎ 0120-4800-95
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

シャボン玉スノール
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。
価格：930円（税込価格1,023円）
内容量：1,000ｍL
成分：純石けん分（30％脂肪酸カリウム、脂肪酸ナトリウム）

手洗いせっけん
バブルガード
殺菌剤・アルコール・香料・酸化防止剤・
合成界面活性剤不使用の無添加ハンド
ソープ。手肌にやさしくこまめな手洗いに
おすすめ。

価　格：600円（税込価格660円）
内容量：300mL

成分：水、カリ石ケン素地

ふきふきせっけん
バブルガード
毎日の気になる汚れをスッキリ落としなが
ら除菌※1、さらにウイルスを99.99%以上
不活化※2！ お子さまから大人まで安心し
て使用できます。
※1 すべての菌を除菌するわけではありません。
※2 すべてのウイルスを不活化するわけではありません。

価　格：800円（税込価格880円）
内容量：300mL

成分：純石けん分（脂肪酸カリウム）

全身ケアソープ
バブルガード
これ1本で頭・顔・体・足・デリケートゾー
ンまで全身洗えて、お子さまから大人まで
使っていただけます。ふき取りだけの清拭
料としても使えます。

価　格：1,200円（税込価格1,320円）
内容量：570ｍL

成分：水、カリ石ケン素地

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

シャボン玉石けん
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2020年を境にして、手を洗うことは衛生という概念以上に「暮らしや生活を守るもの」としての意味を

持つことになりました。アルコール消毒をすると手荒れがひどくなる人たちにとって、「石けんを使って手を

洗うこと」は文字通り「命づな」とさえなったのではないでしょうか。

アトピッ子地球の子ネットワークは1993年の設立以来、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎などの疾

患がある人が安心して2泊3日を過ごすことができるキャンプを開催してきました。120人の参加者のう

ち約50人は食物アレルギーがありボランティアも毎年45人前後が活躍していました。キャンプ場では

シャボン玉石けんの他、太陽油脂のパックスナチュロン石けんや、あんだんての髪を洗う石けん（シャン

プー）を使いました。

新型コロナ禍の影響を受け2020年と2021年はそのキャンプを開催することができませんでしたが、

オンラインキャンプを実施して、食物アレルギーやアトピー性皮膚炎があっても独りぼっちじゃないことを

実感できるよう、食べ物を楽しく作るプログラムや自然を身近に感じるプログラム、食品表示について興味

を持つプログラムなどを、たくさんのボランティアの皆さんとともに実施しました。

オンラインキャンプでは2年続けて、シャボンちゃんの手洗い歌と共に皆で手洗いの練習をしました。米

粉ケーキを作る時は、手洗い歌を流しながら実際に手を洗い、プログラムを開催することができました。

　手を洗うことが、楽しく学び、楽しく暮らすことを支えてくれていると実感するひとこまでした。

暮 らし や 生 活 を 守 る も の
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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～
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。

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

	 お問い合わせ先
	 ☎ 06-4862-5542
	 平日のみ10:00 ～17:00

相談窓口

まも肌　ベビー泡ソープ
◦ 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。
価　格：1,200円（税込価格1,320円）
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

まも肌は下記のものを配合していません。
◦�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

　赤ちゃんの肌はおとなに比べて「まもる」機能がじゅうぶんではありません。
　おとなよりずっと乾燥しやすく、刺激を受けやすい状態です。

　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めざします。

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。

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

まも肌　〜敏感肌スキンケアシリーズ〜
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　毎日のスキンケアが大切です

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。
＊�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。

◆ 入浴後のスキンケアのポイント
◦�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です。入浴
後のスキンケアは特に大切です。

◦�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。

まも肌　ベビーミルキークリーム
◦ 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：1,700円（税込価格1,870円）
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

4つのポイント!　乳幼児〜おとなまで

❶ クリームを使う

❷ 入浴後は1時間以内にゆっくりと　

❸ 1日2 回以上

❹ 毎日スキンケア

5



まも肌　ベビーUVエアリークリーム
◦  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。
価　格：1,800円（税込価格1,980円）
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

　子どもの紫外線対策

子どもの成長発達や健康のことを考えると、太陽光/紫外線は
骨の成長を助け、免疫作用に影響するビタミンDを体内に作るた
めにとても大切な役割をはたしています。一方肌の美容にとって太
陽光/紫外線は「百害あって一利なし」です。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 4つのポイント!

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 海などでたくさん遊ぶとき以外は
　 SPF25〜30、PA＋＋〜＋＋＋の日焼け止めを選ぶ　

❹ 石鹸で洗い流せるものを選ぶ
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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）
◦  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：1,000円（税込価格1,100円）
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

□ 累積刺激性試験（アレルギーテスト）済み
□ 敏感肌対象パッチテスト済み
□ スティンギングテスト済み
□ 皮膚科医監修による乳幼児対象使用テスト済み
□ アトピー素因の方対象パッチテスト済み

※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。

まも肌シリーズは、
外部専門機関で複数のテストを実施。
客観的な評価を元に、
より安心安全な商品をお届けします。

より安心してお使い頂くために

　「アレルギーテスト済み」は「基準クリア」の意味ではありません

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。

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。
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太陽の恵み
人にやさしく地球にやさしく
油脂と自然の力で美しく健やかに肌を育み、あ
なたとあなたの大切なひとを笑顔に、そしてサス
テナブルな製品で未来を守り育みます。
一人でも多くの皆さまが、心豊かに一生涯健や
かで、 笑顔あふれる暮らしを目指します。

太陽油脂株式会社
神奈川県横浜市神奈川区守屋町2-7

	 消費者相談室
	 ☎ 0120-894-776
相談窓口

パックスベビーシリーズ
赤ちゃんの肌をやさしく守り、
自然と寄り添うパックスベビー

『できることなら、代わってあげたい』
赤ちゃんの肌荒れや乾燥など、
子育ての悩みは尽きません。
そんなあなたの悩みを分かち合い、やさしく寄り添いたいという思いから
100％自然由来成分＊にこだわった『パックスベビー』
＊ ISO16128-1に定義された自然原料(水を含む)、自然由来原料、鉱物由来原料のみを使用しており、同じく定義

された非自然原料を使用していません。  
「パックスベビー」は登録商標です。

パックスベビー
ボディークリームEF
赤ちゃんの肌荒れを防ぐ100％自然由来成
分※1からできた全身保湿クリーム。アル
コールフリー※2 処方です。
※1  ISO16128-1に定義された自然原料、自然由来原料、鉱

物由来原料のみを使用しており、同じく定義された非自
然原料を使用していません。

※2 アルコールとは、エタノールのことです。

価格／内容量：
【チューブ】　600円（税込価格660円）／50g
【ポ		ン		プ】1,800円（税込価格1,980円）／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

パックスベビー
全身シャンプー N
赤ちゃんの皮脂にも含まれるパルミトレイ
ン酸が豊富なマカデミアナッツ油を使用し
た、植物性石けんの泡ポンプ式全身用シャ
ンプー。

価格／内容量：
【本体】　900円（税込価格990円）／ 300ml
【詰替】　600円（税込価格660円）／ 300ml
主成分：水、マカデミアナッツ油、ヒマワリ種子油、
グリセリン、水酸化K、パーム核油、ヤシ油、ローズ
マリー葉エキス、クエン酸、トコフェロール

パックスベビー
うるおいUVクリーム
デリケートな赤ちゃんのお肌を紫外線から
守り、しっとり保湿するUVクリーム。アル
コールフリー※１処方です。
※1 アルコールとは、エタノールのことです。

価　格：800円（税込価格880円）
内容量：40g

主成分：水、プロパンジオール、酸化チタン、スクワ
ラン、マカデミアナッツ油、グリセリン、ホホバ種子
油、ステアリン酸K、ステアリン酸、パルミチン酸、
ベヘン酸、シリカ、ベヘニルアルコール、カミツレ花
エキス、ローズマリー葉エキス、トコフェロール、ヒ
ノキチオール

https://shop.paxnaturon.com/

太陽油脂株式会社
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SDGsとはSustainable Development Goals（サスティナブル　ディベロップメント　ゴールズ）の

略で、日本語では「持続可能な開発目標」といいます。 2015年に開催された第70回国連持続可能な開

発サミットで「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択されました。この時掲げられた17の目

標には、貧困対策や、生産や消費の責任、海の豊かさを守ろう、すべての人に健康と福祉を、などさまざま

な視点から検討された項目が含まれています。日本を含む世界中の国や地域で「誰一人取り残さない」世

界の実現のために、企業や市民がSDGsをテーマに取り組んでいます。

こんなところにもサスティナビリティがある

●�洗浄成分である石けんは、川に流れると水中のカルシウムなどのミネラルと結びつき、魚や微生物のえ
さになり自然にかえる、川や海にやさしい成分です。石けんはサスティナブルで環境にもやさしい製品
といえます。

●��石油由来の合成化学物質は、ヒトの皮膚や環境中に生きる生物に対するサスティナビリティが低いこと
が懸念されるため、製品設計の段階でこうした成分を使用しないことを明言している企業があります。

●��プラスチックの使用量を減らしたり、生分解性素材への置き換えやリサイクルに取り組むなど、モノづ
くりだけでなく、「作られたものが消費者に使われたそのあと」の環境や社会への影響にも配慮する企
業の取組が、今注目されています。

●���企業の取組だけでなく、作られたものを使う私たちが何を選ぶかということが、少し先の未来を変えて
いくことに目を向けてみたいと思います。

●���あなたも暮らしの中にあるサスティナビリティを見つけてみてください。

SDGsって何でしょう ?
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浄水器協会は浄水器に関する我が国唯一の業
界団体ですが、浄水器の販売促進の為の団体
ではありません。浄水器の信頼確立のための
活動を続け2022年に創立50周年を迎えます。

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。

一般社団法人浄水器協会
東京都港区愛宕1-6-7（愛宕山弁護士ビル	3F）

	 事務局
	 ☎ 03-5776-6267/6290

▶協会ホームページの「お問い合わせ」からも承っています。

お問い
合わせ先

SANEI株式会社

浄水切替えシャワー
PS7964-80XA-MW2
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。日本アトピー協会推薦品。

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/分
適正使用範囲：0.05MPa～ 0.75MPa（使用水圧）
本体寸法：高さ215×幅74×奥行き116mm
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）

問
い
合
わ
せ
窓
口

カスタマーセンター
☎0120-06-9721
受付時間：9:00～17:00
月～金曜日

髪と肌にやさしい水髪と肌にやさしい水
　水道水には、「残留塩素」が含まれています。この残留塩素は、水道水の安全・
衛生状態を保つ上で必要なものです。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。
　残留塩素はその殺菌力のためにタンパク質を酸化させるといわれています。
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
保水力が低下し皮
膚のバリア機能が
低下することがわ
かってきました。

浄水シャワーってどんなもの？浄水シャワーってどんなもの？
　浄水シャワーは、水道水に含まれる残留塩素を活性炭や亜硫酸カルシウム等
のろ材を用いて除去・低減すること（脱塩素）を目的としたシャワーです。
　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、効果を持続していく
ことになります。

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

角質層

２次バリア (細胞間脂質 )

水分保持

● 
肌
状
態
が
正
常
な
時

株式会社 LIXIL

ＣＣ（塩素除去）
シャワー
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。

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
適正使用範囲：7～12L/分
本体寸法：最大幅57×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）

問
い
合
わ
せ
窓
口

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

株式会社田中金属製作所

ボリーナ プリート
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：16,500円（税込）
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：4,000L
寿命設定流量：8L/分
適正使用範囲：0.07MPa～ 0.75MPa（推奨水圧
0.15MPa	のときの流量：8L/分）
本体寸法：高さ204×幅67×奥行き78mm
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（1人1
日8分として）

問
い
合
わ
せ
窓
口

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）

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

浄水器協会
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浄水器協会“適合マーク”とは…浄水器協会“適合マーク”とは…
　浄水器協会では、ご使用される皆様に安心して浄水器や浄水シャワーなどの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、家庭用浄水器、浄水シャワーについて第三者委員会（技術評価委員会、表示審
査委員会）を設けて個 の々製品を審査し、合格した浄水機器に対して発行し表示されます。
　予て悪徳商法や不当表示の商材として悩まされてきた時代がありましたが浄水機器類の規格基準
を確立させ、安全・安心の見地から製品の信頼を確保する活動を展開してまいりました。適合マー
ク製品は、浄水機器としての性能はもとより法令やコンプラライアンスの上からも使用者に安心して
使用していただくための審査を行う制度です。

審査の基準となる
公的な規格基準及び
浄水器協会自主規格

⃝JIS S 3241：家庭用浄水器製品規格
⃝JIS S 3201：家庭用浄水器の試験方法
⃝JIS S 3242：家庭用逆浸透膜浄水器製品規格
⃝JWPAS J：浄水シャワー規格（浄水器協会自主規格）
⃝JWPAS B：公的規格成立のための基本設定規格（浄水器協会自主規格）

株式会社タカギ

キモチイイシャワピタ
Miz-e（JSB333）
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

株式会社ダスキン

浴室用浄水シャワー
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

ユニチカ株式会社

活性炭繊維フィルター
活性炭は多くの微細な孔をもち、有機物な
ど様々な物質を吸着します。また、酸化還
元反応によって水道水中に含まれる遊離
残留塩素を分解します。ユニチカは30年
以上にわたり培ってきた液体浄化のノウハ
ウを活かし、浄水シャワー用のろ材として
活性炭繊維フィルターを提供しています。

価　格：3,410円（税込）
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：4,000L
寿命設定流量：8L/分
適正使用範囲：0.05MPa～ 0.2MPa
本体寸法：高さ213.1×幅66×奥行き75.1mm
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：880円/4週間（税込）
本体使用料（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
適正使用範囲：0.1MPa
本体寸法：80×62×185mm（最大部）　
総重量（満水時）：約240g
カートリッジ取換時期の目安：４週間

問
い
合
わ
せ
窓
口

株式会社タカギ
☎0120-37-5580
受付時間：平日9:00～12:00、
　　　　　　		 13:00～17:00
（土日祝日、年末年始を除く）
月～金曜日

問
い
合
わ
せ
窓
口

ダスキンコンタクトセンター
☎0120-100100
受付時間：8:00～20:00
年中無休

問
い
合
わ
せ
窓
口

ACF事業部　ACF営業部
☎06-6281-5248
受付時間：9：00～ 18：00
平日：月～金曜日
※祝日・休日、年末年始
　（12月29日から1月3日）を除く

株式会社KVK

浄水シャワー
egg（エッグ）
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。 
シャワーの出方も心地よく、ダブルで快適です。

価　格：13,200円（税込）
ECサイトでのご購入の場合、
￥11,880（税込、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：12,500L
寿命設定流量：8.5L/分
適正使用範囲：0.1MPa
本体寸法：L90×W90×H265
総重量（満水時）：約350g
カートリッジ取換時期の目安：6ヶ月（1日8分
使用した場合）

問
い
合
わ
せ
窓
口

株式会社KVK
浄水器カスタマーサポートセンター 
☎0120-277-995
受付時間：平日9:00～17:00
GW、夏期休暇、年末年始除く							

浄水シャワー適合マーク

承認番号：0000

［浄水シャワー個別マーク］

浄水器協会適合マーク
（共通マーク：2015〜）

承認番号：0000

［共通マーク］
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東レ株式会社

トレビーノ
トレシャワー RS53
残留塩素を除去して肌や髪にやさしい浄水
シャワー。浄水・原水簡単切替えで経済
的！日本アトピー協会推薦品。

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
適正使用範囲：0.05MPa～ 0.35MPa
本体寸法：最大幅79×長さ244mm
総重量（満水時）：274g
カートリッジ取換時期の目安：5ヶ月（1日80L使用
の場合）

問
い
合
わ
せ
窓
口

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）

株式会社水生活製作所

Bubbly JOWER 
（バブリー・ジョワー）

マイクロナノバブルの発生と活性炭フィル
タによる除塩素を両立させた究極の美肌
シャワーヘッド。

価　格：17,600円（税込）
材料の種類：ABS樹脂
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：18,000L（約37時間）
寿命設定流量：8L/分
適正使用範囲：6～ 15L/min（除塩素モードシャ
ワー水流時）
本体寸法：幅86×高さ260×奥行100mm
総重量（満水時）：約300g
カートリッジ取換時期の目安：6ヶ月（1日100L	
約13分）

問
い
合
わ
せ
窓
口

株式会社水生活製作所
開発部開発2課
☎0581-23-0570
受付時間：9:00～17:00
月～金曜日（祝日を除く）

三和精機工業株式会社

浄水シャワーのろ材に
使用される
亜硫酸カルシウム
　亜硫酸カルシウムは、科学的及び物理的特性は十
分に検証された無機化合物です。亜硫酸イオンをご
く微量に水に溶解しながら残留塩素と反応し分解
するのが特徴です。定量的に残留塩素と反応するた
め、コンパクトかつ省スペースで最大限の能力を発
揮します。残留塩素との反応速度が速いので、毎分
当たりの通水量を多くできる利点があります。
　浄水シャワーに使用される亜硫酸カルシウム
は、カートリッジとして浄水シャワー本体に装着
されて使用されますが、当該製品の取扱説明書等
に従い交換して使用することで継続して浄水シャ
ワーとしてお使いいただけます。

問
い
合
わ
せ
窓
口

本社
☎042-686-6222
受付時間：9:00～17:30
平日

■■ 浄水シャワー　Q＆A

皮膚乾燥タイプの被験者に浄水シャワーまたはプラセボシャワーを用いた
ブラインドテストを行った。被験者は６２名。乾燥皮膚を自覚し、男女、年齢
は不問として公募により募集した。試験は２ヶ月間とした。パラメーターには
最も変化が観察しやすい角質水分量（μＳ）を採用した。

その結果、浄水シャワー及びプラセボシャワー間、また、浄水シャワー使用
前及び使用後間で有意な差が認められた。

浄水シャワーを使用することで，皮膚乾燥タイプに見られる冬期の角質水
分量の低下を抑制できることが示唆された。
（北里大学大学院　医療系研究科環境医科学群環境皮膚科学講座）

Q：残留塩素のメリット・デメリットは何ですか？
A： 残留塩素のメリットは、安全性確保のための殺菌力であり、それは法律で規定されています。

末端水道蛇口でも一定の濃度を保っています。  
逆にデメリットといえば、残留塩素の酸化力にあります。水道水中に残留している有機物と
化合して有毒物質を生成したり、一定の濃度を超すと、この酸化力が髪や肌のタンパク質を
酸化させてしまう可能性があるので、逆に残留塩素が極力抑えられている必要があります。

Q：浄水シャワーはアトピー性皮膚炎などに効果がありますか？
A： アトピー性皮膚炎は、皮膚疾患の一つですが、原因が完全に究明されているわけではなく、

さまざまな悪化因子によって引き起こされると考えられています。したがって残留塩素がおも
な原因であると断定はできませんが、悪化因子となるものを遠ざけることは望ましいといえる
でしょう。

Q：浄水シャワーはどこで買えますか？
A： 浄水シャワーは、百貨店、スーパー、ホームセンターなど

の量販店又は各社公式ホームページでお求めください。
普通、浄水シャワー本体をご購入になったお店には、交換
カートリッジも用意されています。  
なお、通販やレンタルなどで浄水シャワーをお求めになる
場合、詳しくはメーカーへお問い合わせください。

Q：カートリッジ交換時期を過ぎたらどうなるのですか？
A： 残留塩素の除去（低減）の能力が落ちてきます。ろ材の

種類によっては、目詰まりなどで吐水量が落ちる場合も
ありますので、定期的にカートリッジを交換してください。

角質水分量の変化［1ヶ月後及び2ヶ月後］■■ 浄水シャワーが皮膚に及ぼす効果の研究
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食物アレルギーやアナフィラキシーから子どもを守る

エピペン®の使い方
食物アレルギーやアナフィラキシーから子どもを守る

エピペン®の使い方
～アナフィラキシーショックを緩和するエピペン®使用法　   つのステップ～7

エピペン®の使用法7つのステップ
1

4

5

6

7

2

3

子どもに声かけ

ケースから出す

「グー」でにぎる

キャップを外す

強く押し、
ゆっくり「5」数える

太ももの外側に
垂直に軽くあてる

ゆっくり抜く

エピペン®を
使った後は…

●子どもは横に寝かせておく！

▼子どもが安心するように
　「大丈夫だよ」などの声かけを

●途中で離したり、動かしたりしない！

エピペン®をケースに戻す 吐き気が
あるときは
横向きに

吐き気が
なければ
足を高くして
寝かせる

▼「使うよ」と子どもに声をかけてから押す

●症状が改善しても寝かせておく！
▼押した角度を保ったまま抜く

●服の上からでOK！

▼体勢が安定するように
　子どもにしっかり近づく

●
子
ど
も
は
寝
か
せ
た
ま
ま
！

▼落ちついて！
　ケースからエピペン®を
　取り出す

▼オレンジ色を下にして
　グーでにぎる

▼にぎった手はそのままで
　反対の手で青いキャップを外す

エピペン®とは、医師の治療を受けるまでの間、アナフィラキシー症状の進行を
一時的に緩和し、ショックを防ぐための補助治療剤です。
いざというときに迷うことなく使用できるよう、保管場所や使用法を確認しておきましょう。

●救急車を呼んでおく
●保護者にも連絡を

※オレンジ部分は
伸びたままなの
でケースのふたは
閉まらない。

大丈夫
だよ

とにかく
横に
なって

エピペン®
使うよ

エピペン®使用の前に

認定NPO 法人
アトピッ子地球の子ネットワーク

制作：食物アレルギー患者支援プロジェクト
〈協力〉公益社団法人日本食品衛生協会／一般社団法人兵庫小児アレルギー研究会／一般社団法人食物アレルギーフォーラム

（2017.11 3,000部）
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30分が救命リミット！！30分が救命リミット！！
～食物アレルギーやアナフィラキシーから子どもを守る　   カ条～7

食物アレルギーから子どもを守る7カ条

食物アレルギーの子どもにとって、誤食は命にかかわる事態です。
万が一、誤って原因物質を食べてしまった場合、生死を分ける
タイムリミットはアナフィラキシー発現から30分。
いざというときにあわてないよう、対処方法を確認しておきましょう。

●エピペン®の保管場所を、職員全員が把握しておく
●ピクニックシートやペーパータオルを常備しておく
●救急車が来るまでの時間を把握しておく

日ごろの準備

認定NPO 法人
アトピッ子地球の子ネットワーク

制作：食物アレルギー患者支援プロジェクト
〈協力〉公益社団法人日本食品衛生協会／一般社団法人兵庫小児アレルギー研究会／一般社団法人食物アレルギーフォーラム

（2017.11 3,000部）

1

4

5

6

7

2

3

大人3人で対処

歩かせない
動かさない

どんな症状も
見逃さない

子どものそばを
離れない

救急車を呼ぶ

必ず病院へ

エピペン®は
迷わず使う

▼次のことを3人以上で分担！
●そばにいて声をかける　●嘔吐、失禁などに対応
●救急車を呼ぶ、保護者に連絡する

▼歩くことが命取りに！
●その場で横にさせる　●トイレに行かせない
●止むを得ず動かすときは担架を使用

▼少しでも使うことを考えたら実行！
●誤食から5～10分以内で決断する
●使用により症状が悪化することはない

▼軽い症状が重症化することも！
●症状が次々に変化し悪化することがあるので
　すぐ救急車を呼ぶ

▼症状が回復しても安心しない！
●誤食したら、エピペン®の使用にかかわらず病院へ

▼1人は必ずそばにいる！
●「息は苦しくない？」「気持ち悪くない？」など
　積極的に声をかける

▼ささいな変化が命取りに！
●初期症状は「せき」「のどの違和感」などごく軽い

アナフィラキシ
ー

発現から
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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。

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

紐を一番短くした状態

紐を長くした状態

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。

使用者使用者
コメントコメント

●4歳、男子�［クルミ、カシューナッツ、卵、小麦のアレルギー］　S.T.さん

開け閉めが楽で見た目もシンプルで男の子にも受け入れられやすいデザインだと
思いました。紐の長さも調整でき、子どもに背負わせてもピッタリフイットするので
ある程度の運動（幼稚園の遠足など）なら身に着けたままできそうな印象を持ちま
した。ケースの大きさもちょうど良いです。子どもは「かっこいい」と言っていました。

次ページに続く⇒

★専用の冷却材
　（カチカチにならず冷却）がついて

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

4,180円（税込み）

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

頒価 2,750円

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。

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。

底の幅
2.7cm

8.5cm

20.5cm

改良
しました

施設備品として
購入できるように

なりました

エピペンエピペン®®
携帯ケース携帯ケース
（（HELP KITHELP KIT））

エピペン®
携帯ケース
（HELP KITHELP KIT）
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◦◦�本カタログでは、原材料を全て表示すること、�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　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。　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、�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　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。　配慮された商品を掲載します。

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

2021.10　5,000部

アトピッ子

●3歳、幼稚園、女子�［小麦、牛乳、卵のアレルギー］　S.Sさん

・�子どもと一緒に走り回ったりするため、エピペンちょうどのケース
サイズがすごくいいです。マジックテープが本当に出し入れしやす
く驚きました。
・�ピンクが大好きな娘なので「えー、黒？」と言っていましたが、まだ
使用するのは保護者や担任の先生なのでキャラクターのワッペン
をつけてごまかしました。
・�エピペンを処方されている本人がまだ小さく、公園や遊具を見つ
けると「遊びたい！行く！」となるため、荷物を置いて付き添って遊
ぶ際に担任の先生や保護者が携行するのに使っています。

●中学3年、男子�［卵、乳、ピーナッツ、そば、魚介類、甲殻類のアレルギー］　T.Kさん

・�ケースの中にエピペンの他に緊急連絡先の書かれたメモと内服薬も入れました。身体にぴったりフィットし、
負担にならない大きさには今回のものはとても良かったと思います。とても便利（かばんだと他の荷物もあり、
探す時間がかかるし、なくしたかどうかも不安になる）で、身体に密着していることで安心感があったそうです。
デザインもいかにもエピペンケースという感じでなく、男の子でも恥ずかしがらずに持てました。
・�沖縄修学旅行で使用しました。航空会社にはアレルギーがある事を伝えていなかったのですが、空港で本人
が「HELPKIT」を見に付けているのを航空会社職員さんが気づき、航空会社さんの方から彼の座る席とその
一列全部をシートもはがしてそうじをして下さいました。もし一人で居て自分で打つことも話すことも出来ない
場面があったとしても「HELPKIT」と書いてある事で気づいてくれる方は気づいて対応に幅が出るのかなと感
じました。

●高校2年、男子�［乳アレルギー］　匿名さん

良い点は・エピペンがちゃんと入る・非常に持ち運びが
しやすく肌身離さず持ち歩ける・隙間や仕切りもあるため
錠剤も入れられること。
私の場合体格が大きいほうなので有事の際はエピペンが
2本必要です。2本入るようなものもあると良いと思った。

使用者使用者
コメントコメント

エピペン®携帯ケース
（HELP KIT）


