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もぐもぐ共和国からのご案内
～安心してお買い物していただくために～

ここでは、「もぐもぐ共和国」で安心してお買い物していただけるように、
お買い物の手順を詳しくご案内いたしますので、ご注文の前に、是非ご一読ください。

『もぐもぐ共和国』は、お客様に適正な値段でよい品を提供できるように、少数スタッフにて低コスト運営を
目指しております。そのため、電話での対応が完全でないときがあります。
インターネット上のご注文フォーム、電子メール、FAXでのご注文にご協力ください。
お電話でのご注文受付 ⇒ 平日（9：00～17：00）
ご注文フォーム、電子メール、FAXでのご注文受付 ⇒ 年中無休24時間受付

●ご注文事項●
　※1　土・日祝祭日はご注文確認・FAX返信作業・商品発送作業はお休みです。
　※2　万が一「不良品」「商品誤り」「商品破損」等ありましたら、下記までご連絡ください。
　e-mail  info@mogumogu.jp   TEL 0744-44-5558 / FAX 0744-44-5552

●個人情報保護に関するお約束

●お支払いについて●
もぐもぐ共和国では「代引き」を標準のお支払い方法として推奨しております。
銀行振込（前払い）をご選択いただいた場合は入金確認後の発送となり、
お届けまでのお時間が長くかかってしまう可能性があります。
銀行振込（前払い）は帰省先に送る場合、お知り合いのお宅へのお届けの場合
などでお届先様にお支払いいただくことができない場合にご利用ください。

【お支払先】

 南都銀行　桜井支店

 普通口座  2141764

 株式会社アレルギーヘルスケア

または

『もぐもぐ共和国』は、ご注文やお問い合わせの際、お客様の個人情報をお預かり致しますが、これらの情報は、
法律にのっとり正当に請求された場合及び『もぐもぐ共和国』が財産や権利を保護する必要が生じた場合を除
き、第三者に譲渡したり、調査に使用したりすることはございません。
基本的にお客様の個人情報は、商品の発送や当社の事務手続きの際のみに使用させて頂きます。
また、『もぐもぐ共和国』の一部の運営や管理などを、もぐもぐ共和国責任者が信頼に値すると判断した外部の業
者に委託することがあります。
この場合も個人情報は、もぐもぐ共和国のプライバシーポリシーに基づいて保護される事をお約束致します。
もぐもぐ共和国ではお客様の個人情報を厳重に管理させて頂いておりますのでご安心下さい！
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【お支払先】
ゆうちょ銀行
記号 14530
番号 19033391
株式会社 アレルギーヘルスケア

アレルゲン
チェック！すくすくクッキー　にんじん

きびとにんじんでつくった、サクサクと軽い歯ごたえの健康指向なクッキーです。 
お子様から大人の方まで、安心して美味しくお召し上がりいただけます。 

「りんごを使用]

【原材料】きび粉、てんさい糖、菜種油、ココナッツミルク、
りんご果汁、にんじん、増粘剤（加工でんぷん）、重曹、
酸化防止剤（ローズマリー抽出物）

35g 350円
商品コード：390021 [90日]

カタログ
表記の見方

注文コード

規格

価格

原材料

アレルゲンデータ
商品名

コメント

写真

製造日からの
賞味期限

すべて 税込 表示です

卵・小麦・牛乳・そば・落花生・かに・えびの
7品目のデータです。
使用されている原料は文字が表示されています。

……卵

……そば …落花生 …かに

…えび

…牛乳…小麦小麦



アレルギーを原因とするアトピー性皮膚炎、ぜんそく、花粉
症などの諸症状は、原因となる物質（アレルゲン）をなるべ
く摂らないように心がけながら、症状が悪化しない生活環
境作りをしていくことがなにより大切です。たとえば食物ア
レルギーの場合、対策の基本は、アレルゲンを特定し、原因
となる食品をなるべく摂らないようにすることです。ほんの
少量でも発症することもあるので、アレルギーをもつ方は、
原材料をしっかり確認しましょう。

手間がかかって無駄が多いようにも思いますが、原因を一つ一つ検証していかなければ、医師も
メーカーも対策が出せず、「なぜ発症したのか」が抜け落ちたまま「○○の△△が悪かった」「××の
□□は混入しているらしい」と言う風評だけが一人歩きをしてしまいます。そうすると、製造者は購
入者が減ったので製造を中止し、作り手が減ってしまいます…。対策不可能な不信感が広がること
は、アレルギー対策商品の普及を妨げ、私達ユーザー自身の環境が向上しないといったことにな
りかねません。
良い商品を広げていくためには、メーカー、販売者、消費者が手を取り合って、情報を伝え合って
一つ一つ商品改善をしていく必要があると思います。今後、さらにアレルギー対応商品のレベル
を向上することができるようにご協力ください。

もぐもぐ共和国は、アレルギーに悩む患者さん
と、そのご家族のための「モノ」「情報」「心」が集
まる生活応援サイトです。アトピー・アレルギー
対応商品などの販売はもちろん、患者の視点で
「あったらいいな」と痛感したもの（こと）を情報
面やメンタルケアの面からも一つ一つ形にして
います。

商品の利用によりアレルギー症状が出た場合の対応について

該当食品摂取時に、摂取者の
体や使用した食器など、室内に
アレルゲンとなりうるものがな
かったかどうか検証してくださ
い。

1
その食品にアレルゲンとなりう
るものが記載されていないかど
うか再度確認してください。

2
心当たりがない場合、必ず該当
商品のメーカー（または販売
店）に問い合わせて、混入の事
実がないか確認してください。

3
それでも、原因が見つからない
場合は、新たなアレルゲンが隠
れている可能性も考えられる
ので、医師にご相談ください。

4

もぐもぐ共和国 (https://www.mogumogu.jp)

アトピー・アレルギー対応商品アトピー・アレルギー対応商品

利用にあたっての注意点
①原材料を十分確認してから、ご注文
　ください。
②事前に主治医にご相談の上、指示に
　従われることをおすすめします。
③万が一、アレルギー対応商品になり
　症状を起こした場合、速やかに医師
　の診断を受けてください。
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お好きな時間に、い
つでもどこでも気軽
にショッピング。
スマートフォンをお
持ちの方は上記の
QRコードをスキャ
ンしてください。

統括運営責任者
岡田 由佳



TUBEAID®

TU
BE

AI
D® ガーゼ、包帯処置

チューブエイド ®

か
ゆ
み QOLの改善

チューブエイド ®を使えば…

かゆい！

ひっかく悪化

かゆみのサイクル

■装着時のズレがほとんどなく、掻被行為から

皮膚をカバーします。

■チューブ型の包帯なので、手軽で無駄なく、

装着がスピーディーに行えます。

■特殊な編み方により、優れた通気性と伸縮性

を実現しました。

■塗布した外用薬が衣服着用により拭き取られ

ることを防ぎ、適切な経皮吸収を助けます。

「チューブエイド ®」は、軽くて伸縮性に優れたチューブ型の包帯で、皮膚外用薬や

保湿クリームを用いた薬物療法・スキンケア等に適しています。

「チューブエイド ®」は、優れた伸縮性と通気性で、長時間着用しても安全で快適な

装着感が得られます。使用部位や年齢に合わせて、様々な種類を取り揃えています。

※販売価格は税込価格です。

商品コード サイズ 適用部位のめやす 円周長の伸び幅(cm) 組成 販売価格

395001 1,760円
ホワイト

(幅 3.5cm×長さ5m)
生後 4ヶ月未満の方の腕

レーヨン 65%、ナイロン 30%、

ポリウレタン 5%

レーヨン 85%、ナイロン 10%、

ポリウレタン 5%

レーヨン 85%、ナイロン 10%、

ポリウレタン 5%

レーヨン 50%、ナイロン 40%、

ポリウレタン 10%

レーヨン 85%、ナイロン 10%、

ポリウレタン 5%

8 ～ 18

395002 1,870円
ブルー

(幅 5.5cm×長さ5m)
5 歳未満の方の手足
5歳以上の方の腕

14～ 32

395003 2,145円
ピンク

(幅 7.5cm×長さ5m)
5 歳以上の方の脚
成人の腕

18～ 42

395004 2,530円
グリーン

(幅 11cm×長さ5m)
お子様の胴体・頭部
成人の脚

32～ 76

395005 6,050円
イエロー

(幅19.5cm×長さ5m) 成人の胴体 50～ 140

日本製 皮膚パッチ
テスト済み

TUBEAID（チューブエイド）® 製品仕様

アトピー性皮膚炎用チューブ型包帯「チューブエイド ®」

【装着例】

4ヶ月未満 5歳未満 5歳以上

グリーン グリーン

ホワイト

ブルー ブルー

ブルー
イエロー

ピンク

きつい場合は、

イエローを

ご使用下さい。

きつい場合は、

青をご使用下

さい。

きつい場合は、

ピンクをご使

用下さい。

きつい場合は、

グリーンをご

使用下さい。
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【表示価格はすべて税込です】



掻いても傷がつきにくい二重式ミトン

TUBEAID® Double-guard Mittens
ダブルガードミトンチューブエイド ®

内側ミトン
植物性由来成分を配合した
『カテキンファイバー®』
使用で柔らかな肌あたり

外側ミトン
お肌にやさしく滑りの
よい天然系繊維
『キュプラ』使用

内側ミトンのゴムは
手の甲のみでお肌への
刺激をより少なく

アトピー肌の
掻きむしり
防止に

ひっかいても
傷をつけにくい
安心のミトン

茶葉
由来成分

抗菌
防臭

カテキンファイバー ®使用

つるつるすべる
外側ミトン

しっとりやわらか
内側ミトン

皮膚

アトピー性皮膚炎は強いかゆみを伴います。掻くと皮膚に傷がつき、

その傷に雑菌が入ってもっと悪くなるという悪循環に陥りがちです。

『ダブルガードミトン』は、内側ミトンに肌あたりがやわらかな『カテ

キンファイバー ®』、外側ミトンには滑りの良い天然系繊維キュプラを
使った二重式の掻き破りを防ぐミトンです。掻いても二枚のミトンが

空滑りし、皮膚を傷つけにくくなっています。アトピー性皮膚炎以外

にも、脂漏性湿疹や老人性乾皮症（皮脂欠乏性湿疹）、尋常性乾癬など、

痒みが引き起こす掻破行為が悪化の原因となる症状において、年齢を

問わず掻き破り予防目的としてご使用いただけます。

組成

内容量

内側ミトン:レーヨン 100%

外側ミトン:キュプラ 100%

1双（左右1組）

395011

商品コード サイズ 適用年齢の目安 販売価格

S
幅約7.5cm×長さ約22cm

（内側：幅約6cm×長さ約21cm） 3カ月～15ヶ月前後 2,068円

395012 M
幅約9cm×長さ約27cm

（内側：幅約6.5cm×長さ約25.5cm） 15カ月～4歳前後 2,178円

395013 L
幅約12.5cm×長さ約30cm

（内側：幅約8cm×長さ約28.5cm） 4歳前後～大人の方まで 2,838円

395014 XL
幅約16.5cm×長さ約37.5cm

（内側：幅約14cm×長さ約35.5cm） 大人の方（大きいサイズ） 4,048円
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【表示価格はすべて税込です】



石鹸類・お風呂のスキンケア石鹸類・お風呂のスキンケア
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しっとりせっけん（ボディーソープ）しっとりせっけん（ボディーソープ）

スピカココ　ハンドソープ詰替え用 280mlスピカココ　ハンドソープ詰替え用 280ml

スピカココ　全身シャンプー EX 詰替用 500mlスピカココ　全身シャンプー EX 詰替用 500ml

スピカココ　トリートメントシャンプー  500ml ボトルスピカココ　トリートメントシャンプー  500ml ボトル

ナチュラル馬油せっけんナチュラル馬油せっけん

アレッポの石鹸 ノーマル 200gアレッポの石鹸 ノーマル 200g スピカココ　ハンドソープ 300mlスピカココ　ハンドソープ 300ml

スピカココ　全身シャンプー EX 630mlスピカココ　全身シャンプー EX 630ml

スピカココ　全身シャンプー S 詰替用 500mlスピカココ　全身シャンプー S 詰替用 500ml

スピカココ　全身シャンプー S 630mlスピカココ　全身シャンプー S 630ml

スピカココ　トリートメントシャンプー　詰替用  450mlスピカココ　トリートメントシャンプー　詰替用  450ml アトピタ 保湿全身せっけん 80g × 2アトピタ 保湿全身せっけん 80g × 2

肌にやさしいアミノ酸系洗浄成分と馬油により、体の油分を必要以上に洗い落とさず、うるおい
を守ります。洗い上がりがしっとりしています。

ココナッツオイル由来の洗浄成分で、着色料・香料無添加のハンドソープです。 そこに天然の
抗菌剤といわれるティーツリーオイルを配合しました。
やさしく洗浄・除菌し、洗い上がりはつっぱらず、しっとりすると好評です。 ティーツリーの
香りも心地良くさわやかです。

ココナッツ生まれの、香料・着色料・防腐剤無添加の全身用シャンプーです。保湿成分を配合
していないのに、しっとりつるつるのお肌に仕上がります。 敏感肌・乾燥肌やアトピーの方に
幅広く使って頂いております。 

オーガニック植物エキスのカミツレ花エキスとローズマリーエキスを配合し、保湿力がアップ
しました。毛髪と地肌のための保護成分配合の、ノンリンスタンプの弱酸性ヘアシャンプーで
す。たっぷり使えるポンプ付ボトル入り。

オーガニック植物エキスのカミツレ花エキスとローズマリーエキスを配合し、保湿力がアップ
しました。毛髪と地肌のための保護成分配合の、ノンリンスタンプの弱酸性ヘアシャンプーで
す。

せっけん素地にナチュラル馬油を使用し、素材の成分を壊さない低温製法（コールドプロセス製法）
で、お肌にとてもやさしく保湿力のある石けんです。

農薬不使用オリーブオイル使用。3 日間熱を加えて練り上げ、自然乾燥で 1 ～ 2 年熟成しました。 ココナッツオイル由来の洗浄成分で、着色料・香料無添加のハンドソープです。 そこに天然の抗
菌剤といわれるティーツリーオイルを配合しました。
やさしく洗浄・除菌し、洗い上がりはつっぱらず、しっとりすると好評です。 ティーツリーの香
りも心地良くさわやかです。

ココナッツ生まれの、香料・着色料・防腐剤無添加の全身用シャンプーです。保湿成分を配合し
ていないのに、しっとりつるつるのお肌に仕上がります。 敏感肌・乾燥肌やアトピーの方に幅広
く使って頂いております。 

なめらかな使用感の、防腐剤・着色料・香料無添加の全身用シャンプーです。
超敏感肌の方向き。アトピーでも、傷口などがありお肌にしみてしまう方や化学物質過敏症のｖ
が愛用しています。 全身シャンプーＥＸに比べると泡立ちが少なめで、かなりお肌にしっとりと
しています。よりマイルドな使用感。

なめらかな使用感の、防腐剤・着色料・香料無添加の全身用シャンプーです。
超敏感肌の方向き。アトピーでも、傷口などがありお肌にしみてしまう方や化学物質過敏症の方
が愛用しています。 全身シャンプーＥＸに比べると泡立ちが少なめで、かなりお肌にしっとりと
しています。よりマイルドな使用感。

天然の保湿成分を多く取り入れ、無香料・防腐剤無添加・無着色で、刺激の少ない石鹸です｡
クリーミーな泡立ちで、皮脂を取り過ぎることなく、髪・顔から全身までやさしく洗うことができ
ます。

【成分】水、ココイルグルタミン酸 TEA、（C12、13）パレ
ス -3 硫酸 Na、コカミド DEA、馬油、ポリソルベート 60、
PEG-20 ソルビタンココエート、ヒドロキシエチルセルロー
ス、フェノキシエタノール

【成分】水、コカミド DEA、ラウラミドプロピルベタイン、
ラウレス硫酸 Na、グリセリン、ラウリン酸 K、硫酸 Na、フェ
ノキシエタノール、セリシン、ベタイン、ティートリー油 

【液性】弱アルカリ性

【成分】水、ラウラミドプロピルベタイン、コカミド DEA、
ラウリン酸 K、オレイン酸 K
【液性】弱アルカリ性

【成分】水、コカミド DEA、ココイルアラニン TEA、ココベタイン、
ココイルサルコシン TEA、ラウロイルメチルアラニン Na、カミ
ツレ花エキス、ローズマリーエキス、ココイルグルタミン酸 TEA、
ココアンホ酢酸 Na、ホホバ種子油、ムラサキ根エキス、ヘマチン、
パンテノール、加水分解コラーゲン、ポリクオタニウム -10、ジス
テアリン酸グリコール、オレス -10 リン酸、BG、エタノール、ク
エン酸、塩化 Na、フェノキシエタノール　【液性】弱酸性

【成分】水、コカミド DEA、ココイルアラニン TEA、ココベタイン、
ココイルサルコシン TEA、ラウロイルメチルアラニン Na、カミ
ツレ花エキス、ローズマリーエキス、ココイルグルタミン酸 TEA、
ココアンホ酢酸 Na、ホホバ種子油、ムラサキ根エキス、ヘマチン、
パンテノール、加水分解コラーゲン、ポリクオタニウム -10、ジス
テアリン酸グリコール、オレス -10 リン酸、BG、エタノール、ク
エン酸、塩化 Na、フェノキシエタノール　【液性】弱酸性

【成分】パーム油、ヤシ油、水、馬油、水酸化 Na、ホホバ油、
レモングラス油、ティーツリー油、竹酢液、香料（羅漢果エ
キス）

【成分】オリーブオイル、ローレルオイル、苛性ソーダ（シ
リア産）

【成分】水、コカミド DEA、ラウラミドプロピルベタイン、
ラウレス硫酸 Na、グリセリン、ラウリン酸 K、硫酸 Na、フェ
ノキシエタノール、セリシン、ベタイン、ティートリー油 

【液性】弱アルカリ性

【成分】水、ラウラミドプロピルベタイン、コカミド DEA、
ラウリン酸 K、オレイン酸 K

【液性】弱アルカリ性、

【成分】水、コカミド DEA、コカミド DEA(1:2)、PPG-2
ラウレス -12、ラウレス硫酸 Na、 ラウラミドプロピルベタ
イン、クエン酸
【液性】中性

【成分】水、コカミド DEA、コカミド DEA(1:2)、PPG-2
ラウレス -12、ラウレス硫酸 Na、 ラウラミドプロピルベタ
イン、クエン酸
【液性】中性

【成分】石ケン素地、水、スクロース、グリセリン、ラノリ
ン脂肪酸コレステリル、ヨモギエキス、ワレモコウエキス、
エチドロン酸 4Na、BG

180ml

280ml

500ml

500ml

100g

200g 300ml

630ml

500ml

630ml

450ml 80g 
× 2

3080 円

484 円

836 円

3850 円

1650 円

693 円 638 円

1078 円

836 円

1078 円

3190 円 1716 円

商品コード：764106

商品コード：763042

商品コード：763026

商品コード：763035

商品コード：764105

商品コード：2100839 商品コード：763041

商品コード：763025

商品コード：763028

商品コード：763027

商品コード：763036 商品コード：513001

 

アトピタ 薬用入浴剤アトピタ 薬用入浴剤
無香料・無着色（天然色素使用）・防腐剤無添加で、刺激の少ない薬用入浴剤です。天然保湿成分「オ
ウゴンエキス」「オウバクエキス」 「シャクヤクエキス」を配合しているので、かさつくお肌にう
るおいをあたえます。
【成分】＜薬用成分＞炭酸水素Ｎａ、グリチルリチン酸２Ｋ、ヨモ
ギエキス＜その他成分＞硫酸 Ｍｇ、流動パラフィン、シア脂、ス
テアロイルグルタミン酸 Ｎａ、無水ケイ酸、オレンジ油、リボフ
ラビン、ＰＯＥラウリルエーテル、シャクヤクエキス、銅クロロフィ
リン Ｎａ、ラノリン脂肪酸コレステリル、オウゴンエキス、ジオ
ウエキス、オウバクエキス、エタノール、ＢＧ

500g 1540 円
商品コード：513006

アトピタ 薬用入浴剤 詰替用アトピタ 薬用入浴剤 詰替用
無香料・無着色（天然色素使用）・防腐剤無添加で、刺激の少ない薬用入浴剤です。天然保湿成分「オ
ウゴンエキス」「オウバクエキス」 「シャクヤクエキス」を配合しているので、かさつくお肌にうる
おいをあたえます。
【成分】＜薬用成分＞炭酸水素Ｎａ、グリチルリチン酸２Ｋ、ヨモ
ギエキス＜その他成分＞硫酸 Ｍｇ、流動パラフィン、シア脂、ス
テアロイルグルタミン酸 Ｎａ、無水ケイ酸、オレンジ油、リボフ
ラビン、ＰＯＥラウリルエーテル、シャクヤクエキス、銅クロロフィ
リン Ｎａ、ラノリン脂肪酸コレステリル、オウゴンエキス、ジオ
ウエキス、オウバクエキス、エタノール、ＢＧ

400g 1078 円
商品コード：513007

やさしい石鹸 85gやさしい石鹸 85g やさしい石鹸 トライアル 20gやさしい石鹸 トライアル 20g
肌トラブルでお悩みの方に使っていただきたい石鹸です。
安全性を重視し、刺激成分として皮膚科学会で言われ始めている「ラウリン酸」を完全除去。（石け
ん素地に含まれるラウリン酸も取り除きました。）肌の保湿をつかさどる”ラメラ構造”を安定させ
る働きを持つ「ラフィノース」を配合しているので、インナードライ肌もしっかりと保湿します。

肌トラブルでお悩みの方に使っていただきたい石鹸です。
安全性を重視し、刺激成分として皮膚科学会で言われ始めている「ラウリン酸」を完全除去。（石け
ん素地に含まれるラウリン酸も取り除きました。）肌の保湿をつかさどる”ラメラ構造”を安定させ
る働きを持つ「ラフィノース」を配合しているので、インナードライ肌もしっかりと保湿します。

【主成分】石ケン素地・カリ石ケン素地・DPG・水・
シロキクラゲ多糖体・ラフィノース

【主成分】石ケン素地・カリ石ケン素地・DPG・水・
シロキクラゲ多糖体・ラフィノース

85g 20g2200 円 550 円
商品コード：522601 商品コード：522602

【表示価格はすべて税込です】



- 6 -

G. ブリエ　海藻シャンプーG. ブリエ　海藻シャンプー G. ブリエ　海藻トリートメントG. ブリエ　海藻トリートメント

入浴用にがり　うみのしずく 1 リットル入浴用にがり　うみのしずく 1 リットル

選択洗浄剤『マグネシウム塩』が、頭皮に必要な油分を残し、汚れのみを優しく洗浄する、超体低
刺激性シャンプーです。セラミド成分がバリア機能を高め、髪に水分と栄養をたっぷり保持します。

オウバク、ヨクイニン、ニンジンエキスの栄養分で、頭皮を健やかに保つ超低刺激性トリートメン
トです。セラミド成分がバリア機能を高め、髪に水分と栄養をたっぷり保持します。

100％天然成分で、海の恵みがびっしりつまっています。
肌荒れ、乾燥肌、あせもなど、お肌のトラブルが気になる方におすすめです。

【成分】水、ラウリル硫酸 Mg、コカミド DEA、DPG、PCA イソステアリン酸グリセ
レス -25、ラウロイルグルタミン酸ジオクチルドデセス -2、ポリクオタニウム -10、香料、
BG、紅藻エキス、グリチルリチン酸 2K、クエン酸、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトス
テリル／オクチルドデシル）、小麦胚芽油、オウバクエキス、オタネニンジンエキス、ヨクイ
ニンエキス、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、銅クロロフィリン
Na

【成分】水、グリセリン、セタノール、ラウロイルグルタミン酸ジオクチルドデセス -2、
BG、アルキル（C12、14）オキシヒドロオキシプロビルアルギニン HCI、ステアリルアルコー
ル、パルミチン酸イソプロピル、ジメチコン、加水分解コラーゲン、ヒドロキシエチルセル
ロース、香料、メチルパラベン、水添レシチン、フェノキシエタノール、ラウロイルグルタ
ミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）、小麦胚芽油、プロピルパラベン、紅藻エキ
ス、加水分解シルク、オタネニンジンエキス、ヨクイニンエキス、アルギニン、クエン酸

【原材料】粗製海水塩化マグネシウム含有物（国内産）

270ml 270ml

1 リットル

2970 円 3190 円

2200 円

商品コード：730001 商品コード：730002

商品コード：764001

ママプレマママプレマ
体をキレイにするために使う“ボディソープ”や“ボディシャンプー”には、界面活性剤が使わ
れていることをご存知ですか？「ママプレマ」は界面活性剤ゼロでボディを洗浄。
イオンクレンジングでお肌の潤いをまもりながら、汚れを清めるスキンケア新習慣。

【原材料】炭酸水素 Na、炭酸 Na、亜硫酸 Na、イノシトール、
コメヌカエキス、スクワラン

450g 2530 円
商品コード：2102443

アトピタ 保湿頭皮シャンプー 350ml ポンプ式アトピタ 保湿頭皮シャンプー 350ml ポンプ式
天然成分で作られた「石けん」と、刺激が少なく皮脂を取りすぎることのないアミノ酸系洗浄成
分を主成分としたシャンプーなので、赤ちゃんのトラブル頭皮や乾燥頭皮を、やさしくしっとり
洗い上げます。

【成分】水、ラウロイルメチルアラニンＮａ、ＢＧ、コカミ
ドプロピルベタイン、コカミドメチルＭＥＡ、ラノリン脂肪
酸コレステリル、ヨモギエキス、キハダ樹皮エキス、ラウリ
ン酸ポリグリセリル－１０、ラウリン酸、ＴＥＡ、ポリクオ
タニウム－１０、塩化Ｎａ、クエン酸、ＥＤＴＡ－２Ｎａ

350ml 1375 円
商品コード：513014

アトピタ 保湿全身泡ソープ 350ml ポンプ式アトピタ 保湿全身泡ソープ 350ml ポンプ式

アトピタ 保湿全身泡ソープ 詰替用 300mlアトピタ 保湿全身泡ソープ 詰替用 300ml

皮脂中にも存在している天然成分で作られた「石けん」と、アミノ酸系洗浄成分を主成分とした
洗浄剤なので、赤ちゃんのトラブル肌や乾燥肌をやさしくしっとり洗えます。

皮脂中にも存在している天然成分で作られた「石けん」と、アミノ酸系洗浄成分を主成分とした洗
浄剤なので、赤ちゃんのトラブル肌や乾燥肌をやさしくしっとり洗えます。

【成分】水、コカミドプロピルベタイン、PEG-8、ラウロイ
ルメチルアラニン Na、コカミドメチル MEA、ラノリン脂
肪酸コレステリル、ヨモギ葉エキス、ラウリン酸、TEA、ラ
ウリン酸ポリグリセリル -10、カプロイルメチルタウリン
Na、BG、クエン酸、EDTA-2Na

【成分】水、ＤＰＧ、コカミドプロピルベタイン、ラウロイ
ルメチルアラニンＮａ、コカミドメチルＭＥＡ、ラノリン脂
肪酸コレステリル、ヨモギエキス、ＢＧ、ラウリン酸、ＴＥＡ、
ラウリン酸ポリグリセリル -10、クエン酸、ＥＤＴＡ -2 Ｎ
ａ

350ml

300ml

1375 円

935 円

商品コード：513012

商品コード：513013

アトピタ ベビーローション（乳液タイプ）アトピタ ベビーローション（乳液タイプ）
無香料・無着色のお肌にやさしいベビーローションです｡ 保湿成分「ヨモギエキス」「尿素」配
合でお肌をしっとり整えます。
【成分】水、ＢＧ、グリセリン、尿素、ソルビトール、ミネラルオイル、
ジメチコン、ベヘニルアルコール、ペンチレングリコール、ラノリン
脂肪酸コレステリル、ヨモギエキス、グリチルリチン酸 2 Ｋ、アラン
トイン、ホホバ油、イソノナン酸イソノニル、ステアリン酸グリセリル、
ステアリン酸グリセリル（ＳＥ）、ステアリン酸ＰＥＧ -10、ステアリ
ン酸ＰＥＧ -40、セスキオレイン酸ソルビタン、キサンタンガム、カ
ルボマー、水酸化Ｋ、フェノキシエタノール、カプリリルグリコール

120ml 715 円
商品コード：513008

【表示価格はすべて税込です】
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お洗濯用品お洗濯用品
　

洗濯布ふわふわ（ピンク）洗濯布ふわふわ（ピンク） 洗濯布ふわふわ（グリーン）洗濯布ふわふわ（グリーン）

洗濯布ふわふわ（パープル）洗濯布ふわふわ（パープル）

洗濯布ふわふわには、特殊セラミックを配合した繊維を使用しております。 この繊維が水の洗
浄力を増し、洗濯物の嫌な臭いを取り除き、繊維本来の風合いを回復します。

洗濯布ふわふわには、特殊セラミックを配合した繊維を使用しております。 この繊維が水の洗
浄力を増し、洗濯物の嫌な臭いを取り除き、繊維本来の風合いを回復します。

洗濯布ふわふわには、特殊セラミックを配合した繊維を使用しております。 この繊維が水の洗
浄力を増し、洗濯物の嫌な臭いを取り除き、繊維本来の風合いを回復します。

【素　材】綿　87％　レーヨン７％　ポリエステル　6％
【カラー】ピンク
【サイズ】 300 × 400 mm

【素　材】綿　87％　レーヨン７％　ポリエステル　6％
【カラー】グリーン
【サイズ】 300 × 400 mm

【素　材】綿　87％　レーヨン７％　ポリエステル　6％
【カラー】パープル
【サイズ】 300 × 400 mm

1 枚 1 枚

1 枚

748 円 748 円

748 円

商品コード：737001 商品コード：737003

商品コード：737004

多目的漂白洗浄剤 スピカココ O2+ 重曹多目的漂白洗浄剤 スピカココ O2+ 重曹

スピカココ 洗たく粉末洗剤 1.0 kgスピカココ 洗たく粉末洗剤 1.0 kg

スピカココ　液体洗たく洗剤 ボトル 620gスピカココ　液体洗たく洗剤 ボトル 620g

スピカココ 酸素系漂白剤 100%スピカココ 酸素系漂白剤 100%

スピカココ 洗たく粉末洗剤 2.5kgスピカココ 洗たく粉末洗剤 2.5kg

スピカココ 洗たく用液体洗剤 詰替用 600gスピカココ 洗たく用液体洗剤 詰替用 600g

バジャンバジャン

ドラムバジャンドラムバジャン

エコで安心な多目的漂白洗浄剤です。 酸素パワーと重曹が、汚れを強力に落とします。拭き掃除、
つけ置きにおススメです。

スピカココは、ココナッツからできた洗濯洗剤です。アトピー、アレルギー、敏感肌の方や、赤
ちゃんの肌着洗いにも安心してお使い頂けるよう植物原料（食用アブラヤシ）を使用した天然素
材の洗剤です。

パームヤシ油を原料にした無添加の洗たく洗剤です。柔軟剤なしでも自然な仕上がりです。

過炭酸ナトリウム 100% の酸素系漂白剤です。安全性が高く、皮膚への刺激が少ない製品です。

スピカココは、ココナッツからできた洗濯洗剤です。アトピー、アレルギー、敏感肌の方や、赤ちゃ
んの肌着洗いにも安心してお使い頂けるよう植物原料（食用アブラヤシ）を使用した天然素材の洗
剤です。

蛍光剤、漂白剤、香料無配合の、柔軟剤なしでも自然な仕上がりの洗濯用液体洗剤です。

汚れ落ちは合成洗剤以上。しかも界面活性剤はゼロで、洗濯槽の中でメダカが泳げるほどの安全性。
だからデリケートなお肌の方にも、安心してお使いいただけます。

ドラムバジャンは、従来の「バジャン」の約 38% 量で同等の洗浄力を発揮します。界面活性剤の他、
漂白剤、蛍光増白剤、柔軟剤、香料も使っていません。

【成分】過酸化ナトリウム、炭酸水素ナトリウム（重曹）、炭
酸塩、けい酸塩、分散剤

【液性】弱アルカリ性
【用途】綿・麻・合成繊維用・食器・調理器具・住宅用・バス・
トイレ

【成分】界面活性剤（13.5%　脂肪酸アルカノールアミド、
アルキル硫酸エステルナトリウム）、アルカリ剤（炭酸塩、
ケイ酸塩）、工程剤（硫酸ナトリウム）、分散剤（CMC）

【液性】弱アルカリ性
【用途】綿・麻・合成繊維用

【成分】界面活性剤（18% 脂肪酸アルカノールアミド、ア
ルキル硫酸エステルナトリウム）、工程（硫酸ナトリウム）、
アルカリ剤（炭酸塩）

【液性】弱アルカリ性
【用途】綿・麻・合成繊維用

【成分】過炭酸ナトリウム
【液性】弱アルカリ性
【用途】衣類の洗濯、しみ抜き、台所用品等の漂白・除菌・
消臭

【成分】界面活性剤（13.5%　脂肪酸アルカノールアミド、
アルキル硫酸エステルナトリウム）、アルカリ剤（炭酸塩、
ケイ酸塩）、工程剤（硫酸ナトリウム）、分散剤（CMC）

【液性】弱アルカリ性
【用途】綿・麻・合成繊維用

【成分】界面活性剤（18.2%、脂肪酸アルカノールアミド、
アルキル硫酸エステルナトリウム）、工程（硫酸塩）、アルカ
リ剤（炭酸塩）

【液性】弱アルカリ性
【用途】綿・麻・合成繊維用

【成分】炭酸塩、重炭酸塩、けい酸塩、硫酸塩、分散剤、酵素、
酵素安定化剤

【液性】弱アルカリ性
【用途】綿・麻・合成繊維用

【成分】けい酸塩、重炭酸塩、炭酸塩、分散剤、酵素、酵素
安定化剤

【液性】弱アルカリ性
【用途】綿・麻・レーヨン・合成繊維用

480g

1.0kg

620g

450g

2.5kg

600g

1.2kg

600g

836 円

1089 円

1089 円

605 円

2189 円

550 円

1628 円

1257 円

商品コード：763005

商品コード：763008

商品コード：763016

商品コード：763006

商品コード：763009

商品コード：763015

商品コード：2102602

商品コード：2102603

【表示価格はすべて税込です】
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重曹　フローリングそうじクロス重曹　フローリングそうじクロス
ベーキングパウダー（ふくらし粉）としておなじみの重曹を精製水に溶かして電気分解すること
で、合成界面活性剤を使用せず、体に優しく、とても使い勝手の良い洗浄液が出来上がります。
市販のフローリングワイパーに取り付け可能で、とても使いやすいのが特徴です。

（1 枚のサイズ 200mm × 300mm）

【成分】重曹電解水、発酵エタノール
【用途】パルプ不織布 20 枚 330 円

商品コード：751007

重曹電解洗浄液　キッチンおまかせスプレー 300ml重曹電解洗浄液　キッチンおまかせスプレー 300ml 重曹　キッチンそうじクロス重曹　キッチンそうじクロス
ベーキングパウダー（ふくらし粉）としておなじみの重曹を精製水に溶かして電気分解すること
で、合成界面活性剤を使用せず、体に優しく、とても使い勝手の良い洗浄液が出来上がります。
重曹は洗浄剤として実は古くから利用されており、いわば「古い知恵から生まれた」新しいキッ
チンクリーナーです。

ベーキングパウダー（ふくらし粉）としておなじみの重曹を精製水に溶かして電気分解すること
で、合成界面活性剤を使用せず、体に優しく、とても使い勝手の良い洗浄液が出来上がります。
サトウキビ繊維を原料とする不織布を洗浄液を浸し、とても使いやすいのが特徴です。

（1 枚のサイズ 200mm × 300mm）

【成分】重曹電解洗浄液（重炭酸イオン、炭酸イオン、アル
カリイオン水）、 エタノール

【成分】重曹電解水、発酵エタノール
【用途】レンジまわり、冷蔵庫、電子レンジの汚れおとし300ml 20 枚495 円 220 円

商品コード：751001 商品コード：751005

重曹電解洗浄液 重曹おまかせスプレー 300ml重曹電解洗浄液 重曹おまかせスプレー 300ml
食品に使用される重曹を精製水にイオン交換水を加え、電気分解した重曹電解水を使用していま
す。 排水は水道水同様にクリーンで、微生物の力を借りることなく自然にかえります。

【成分】重炭酸イオン、炭酸イオン、アルカリイオン、発酵
エタノール
【液性】弱アルカリ性

300ml 521 円
商品コード：751011

重曹電解洗浄液  重曹おまかせスプレー 付替用 300ml重曹電解洗浄液  重曹おまかせスプレー 付替用 300ml
食品に使用される重曹を精製水にイオン交換水を加え、電気分解した重曹電解水を使用していま
す。 排水は水道水同様にクリーンで、微生物の力を借りることなく自然にかえります。

【成分】重炭酸イオン、炭酸イオン、アルカリイオン、発酵
エタノール
【液性】弱アルカリ性

300ml 417 円
商品コード：751012

お掃除用品お掃除用品
　

キッチンスピカココ台所用洗剤詰替用 400mlキッチンスピカココ台所用洗剤詰替用 400mlキッチンスピカココ台所用洗剤キッチンスピカココ台所用洗剤
洗浄成分ココナッツ 100%。手肌のデリケートな方のための、やさしい台所用洗剤です。
水仕事のダメージでお困りの方には、ぜひお試しいただきたい製品です。 
また、排水後は 7 日でほぼ完全に生分解する、環境にもやさしい洗剤です。

洗浄成分ココナッツ 100%。手肌のデリケートな方のための、やさしい台所用洗剤です。
水仕事のダメージでお困りの方には、ぜひお試しいただきたい製品です。 
また、排水後は 7 日でほぼ完全に生分解する、環境にもやさしい洗剤です。

【成分】界面活性剤（7%、脂肪酸アルカノールアミド、ア
ルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルアミドプ
ロピルベタイン） 　
【用途】野菜・果物・食器・調理器具 　【液性】中性

【成分】界面活性剤（7%、脂肪酸アルカノールアミド、ア
ルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、アルキルアミドプ
ロピルベタイン） 　
【用途】野菜・果物・食器・調理器具 　【液性】中性

400ml500ml 385 円484 円
商品コード：763013商品コード：763011

【表示価格はすべて税込です】
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ナチュラル馬油 25mlナチュラル馬油 25ml

ナチュラル馬油 リップクリームナチュラル馬油 リップクリーム

アロマブレンドオイル むし 20mlアロマブレンドオイル むし 20ml

ナンナミスト 350mlナンナミスト 350ml

ナンナミスト レフィル 350mlナンナミスト レフィル 350ml 無添加ミスト化粧水　KYOKIORA 200g無添加ミスト化粧水　KYOKIORA 200g

天然海綿スポンジ　シルク種 FD-14天然海綿スポンジ　シルク種 FD-14

ナチュラル馬油 60mlナチュラル馬油 60ml

ナチュラル馬油 リップクリーム キッズ＆ベビーナチュラル馬油 リップクリーム キッズ＆ベビー

アロマオイルブレンド むし 40mlアロマオイルブレンド むし 40ml

ナチュラル馬油はα - リノレン酸をたっぷり含み、皮膚にすばやく馴染んで潤いを与え、お肌を
保護します。

太陽の光だけで濾過したミツロウと、ナチュラル馬油がバランスよく調和しています。また、紫
外線対策としてシアバター、カバー力のあるカカオ脂、保湿力のあるホホバ油が、馬油とミツロ
ウをしっかりサポートしています。

皮膚へ馴染むベースオイルに爽やかな香りの精油をやわらかめにブレンドしています。アウトド
アやスポーツの後にどうぞ。

水を化学する会社から誕生した、機能性グリセリン（保湿成分）を豊富に含んだプロトンイオン
水がベースのミストタイプの保湿ローションです。微細なミストが乾いたお肌をムラなくたっぷ
り保湿します。

水を化学する会社から誕生した、機能性グリセリン（保湿成分）を豊富に含んだプロトンイオン
水がベースのミストタイプの保湿ローションです。微細なミストが乾いたお肌をムラなくたっぷ
り保湿します。お財布にも環境にも優しいレフィルタイプです。
※レフィルのみではご使用できません。 初めてご購入される方は、 まずナンナミスト 350ml を
ご購入下さい。

KYOKIORA は、防腐剤不使用・アルコール無添加・無着色・無香料の完全無添加化粧水です。
弱酸性と無添加にこだわった、お肌への水分補給やスキンケア前の最適なプレ化粧水としてご使
用ください。
※パッチテスト、アレルギーテストを行っておりますが、すべての方がアレルギーにならないと
いうわけではありません。

『シルク種』は、天然海綿の中で一番きめが細かい種類です。 シルクとは、絹のようにきめが細
かいという意味を持ち、洗顔またはパフとしてプロにも愛用されています。

ナチュラル馬油はα - リノレン酸をたっぷり含み、皮膚にすばやく馴染んで潤いを与え、お肌を
保護します。

太陽の光だけで濾過したミツロウと、ナチュラル馬油がバランスよく調和した、やわらかめのク
リームタイプ。やさしく唇に塗ってあげてください。

皮膚へ馴染むベースオイルに爽やかな香りの精油をやわらかめにブレンドしています。アウトド
アやスポーツの後にどうぞ。

【成分】 馬油 99.9%、トコフェロール（天然ビタミン E）0.1%

【成分】 ミツロウ（天然）、馬油、シア脂、カカオ脂、ホホバ油、
トコフェロール（天然ビタミン E）

【成分】 ゴマ油、オリーブ油、コウスイガヤ油（シトロネラ油）、
ユーカリ油、アトラスシーダー樹皮油、レモン油、セイヨウ
ハッカ油（ペパーミント油）

【成分】 水、グリセリン、クエン酸、グレープフルーツ種子
エキス
 【液性】酸性　【用途】基礎化粧液

【成分】 水、グリセリン、クエン酸、グレープフルーツ種子
エキス
 【液性】酸性　【用途】基礎化粧液

【成分】 水、窒素

【素材】天然海綿
【サイズ】約 14cm

【成分】 馬油 99.9%、トコフェロール（天然ビタミン E）0.1%

【成分】 馬油、ミツロウ（天然）、シア脂、ホホバ油、トコフェ
ロール（天然ビタミン E）

【成分】 ゴマ油、オリーブ油、コウスイガヤ油（シトロネラ油）、
ユーカリ油、アトラスシーダー樹皮油、レモン油、セイヨウ
ハッカ油（ペパーミント油）

25ml

4g

20ml

350ml

350ml 200g

1 個

60ml

4g

40ml

1320 円

1078 円

880 円

5280 円

4950 円 2970 円

2640 円

2750 円

880 円

1320 円

商品コード：764101

商品コード：764103

商品コード：764107

商品コード：2100995

商品コード：2100996 商品コード：710041

商品コード：762003

商品コード：764102

商品コード：764104

商品コード：764108

化粧品・スキンケア化粧品・スキンケア
　

【表示価格はすべて税込です】
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インフルエンザ対策マスク N95 Alpha Maskインフルエンザ対策マスク N95 Alpha Mask

花粉対策マスク 深呼 Q 　M サイズ花粉対策マスク 深呼 Q 　M サイズ

花粉対策マスク 深呼 Q 　L サイズ花粉対策マスク 深呼 Q 　L サイズ

花粉対策マスク 深呼 Q 　S サイズ花粉対策マスク 深呼 Q 　S サイズ

N95 Alpha Mask は、0.1 ミクロンの粒子ろ過有効率 (PFE)99.9％です。
PM2.5、鳥ウイルス、インフルエンザ、SARS 等ウイルス、炭疽菌等バクテリア、 花粉、ほこり、
カビ等による アレルギーの予防に

（サイズ：縦約 8cm ×横約 20cm）

ついにスギ花粉を捕らえた！新しい花粉症対策マスク「深呼 Q」 誕生！
使い捨ではなく洗って何回も使えます。
極薄のメッシュ素材で花粉は通さず呼吸は楽です。

（サイズ：14.5cm × 5.5cm）

ついにスギ花粉を捕らえた！新しい花粉症対策マスク「深呼 Q」 誕生！
使い捨ではなく洗って何回も使えます。
極薄のメッシュ素材で花粉は通さず呼吸は楽です。

（サイズ：17.5cm × 6cm）

ついにスギ花粉を捕らえた！新しい花粉症対策マスク「深呼 Q」 誕生！
使い捨ではなく洗って何回も使えます。
極薄のメッシュ素材で花粉は通さず呼吸は楽です。

（サイズ：11cm × 4.5cm）

【素材】バンド：ナイロン
ワイヤー：ポリプロピレン
本体：セルロースファイバー、ポリエステル、
　　　ポリプロピレン

【素材】フィルター：ポリエステル／フレーム：ナイロンリ
クラ／鼻クリップ：スチールワイヤー
フィルター : イタリア製／製造：中国
大きさの目安：女性（小さめ）、小中学生

（あくまで目安であり個人差があります）

【素材】フィルター：ポリエステル／フレーム：ナイロンリ
クラ／鼻クリップ：スチールワイヤー
フィルター : イタリア製／製造：中国
大きさの目安：男性、女性（大きめ）

（あくまで目安であり個人差があります）

【素材】フィルター：ポリエステル／フレーム：ナイロンリ
クラ／鼻クリップ：スチールワイヤー
フィルター : イタリア製／製造：中国
大きさの目安：幼児 ～小学校低学年位まで

（あくまで目安であり個人差があります）

2 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1078 円

2805 円

2915 円

2365 円

商品コード：740009

商品コード：740004

商品コード：740001

商品コード：740002

雑貨・衛生品雑貨・衛生品
　

ハナクリーン EXハナクリーン EX
ハナクリーンＥＸは、花粉症（アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎）の原因となる花粉など
のアレルゲンを洗い流すために作られた医療用具です。（医療用具製造許可番号 13 BZ 2773） 
鼻粘膜に付着した花粉アレルゲンや細菌を洗い流し、鼻粘膜と繊毛を乾燥から守ります。

【仕様】 ボトル容量：300ml　 器具材質：ＡＢＳ樹脂、ＡＳ
樹脂、ウレタン、液晶温度計付き　 （専用洗浄剤 30 包付き） 1 台 10450 円

商品コード：740005

サーレ（ハナクリーン EX 専用洗浄剤） 180 包サーレ（ハナクリーン EX 専用洗浄剤） 180 包

サーレ（ハナクリーン EX 専用洗浄剤） 60 包サーレ（ハナクリーン EX 専用洗浄剤） 60 包

ハナクリーンＥＸは、花粉症（アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎）の原因となる花粉など
のアレルゲンを洗い流すために作られた医療用具です。鼻粘膜に付着した花粉アレルゲンや細菌
を洗い流し、鼻粘膜と繊毛を乾燥から守ります。使い方も簡単で、ハナクリーンＥＸに約 40℃
のお湯と専用洗浄剤 1 包を入れ溶かすだけ！！

ハナクリーンＥＸは、花粉症（アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎）の原因となる花粉など
のアレルゲンを洗い流すために作られた医療用具です。鼻粘膜に付着した花粉アレルゲンや細菌
を洗い流し、鼻粘膜と繊毛を乾燥から守ります。使い方も簡単で、ハナクリーンＥＸに約 40℃
のお湯と専用洗浄剤 1 包を入れ溶かすだけ！！

【成分】 塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント

【成分】  塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント

180 包

60 包

5500 円

1980 円

商品コード：740006

商品コード：740007

メピタック 2cmメピタック 2cm
ソフトシリコンを使用した、肌から剥がす際の痛みを感じないサージカルテープです。皮膚の弱
い患者さんへの固定にもお使いいただけます。検査などで貼り直す必要がある場合でも、メピタッ
クは何度でも剥がしたり貼り付けることが出来ます。

【素材】  シリコン（Safetac)、布（ポリエステル・ナイロン）、
通気性ポリウレタンフィルム
【サイズ】  幅 2cm ×長 3m

3m 4400 円
商品コード：550201

メピタック 4cmメピタック 4cm
ソフトシリコンを使用した、肌から剥がす際の痛みを感じないサージカルテープです。皮膚の弱
い患者さんへの固定にもお使いいただけます。検査などで貼り直す必要がある場合でも、メピタッ
クは何度でも剥がしたり貼り付けることが出来ます。

【素材】  シリコン（Safetac)、布（ポリエステル・ナイロン）、
通気性ポリウレタンフィルム
【サイズ】  幅 4cm ×長 1.5m

1.5m 4400 円
商品コード：550202

【表示価格はすべて税込です】



マスタークック　3 合炊深鍋 マスタークック　3 合炊深鍋 

マスタークック　3 合浅鍋マスタークック　3 合浅鍋

マスタークック　1.5 合炊き炊飯用土鍋マスタークック　1.5 合炊き炊飯用土鍋 マスタークック　3 合炊き炊飯用土鍋マスタークック　3 合炊き炊飯用土鍋

マスタークック　けんこう片手鍋（小）朱 600mlマスタークック　けんこう片手鍋（小）朱 600ml

マスタークック　けんこう片手鍋（大）朱 1200mlマスタークック　けんこう片手鍋（大）朱 1200mlマスタークック　けんこう片手鍋（小）黒 600mlマスタークック　けんこう片手鍋（小）黒 600ml

マスタークック　6 合炊き炊飯用土鍋マスタークック　6 合炊き炊飯用土鍋

マスタークック　6 合炊深鍋マスタークック　6 合炊深鍋

マスタークック　6 合肉厚浅鍋マスタークック　6 合肉厚浅鍋 マスタークック　陶板マスタークック　陶板

マスタークック　蒸し板（3 合用）マスタークック　蒸し板（3 合用） マスタークック　蒸し板（6 合用）マスタークック　蒸し板（6 合用）

マスタークック土鍋はセラミック ( 陶器 ) で出来ており、表面はガラス様になっています。金属
の溶解の心配もなく、熱や酸、アルカリ、塩分、糖分、油、酢に強いので素材の栄養を損なわず、
酸化変質を最小限におさえますから安心です。遠赤外線効果で美味しく調理。玄米をふっくら炊
き上げる肉厚鍋です。使いやすい、ロングセラー中のロングセラーです。

マスタークック土鍋はセラミック ( 陶器 ) で出来ており、表面はガラス様になっています。金属
の溶解の心配もなく、熱や酸、アルカリ、塩分、糖分、油、酢に強いので素材の栄養を損なわず、
酸化変質を最小限におさえますから安心です。遠赤外線効果で美味しく調理。玄米をふっくら炊
き上げる肉厚鍋です。使いやすい、ロングセラー中のロングセラーです。

マスタークック土鍋はセラミック ( 陶器 ) で出来ており、表面はガラス様になっています。金属
の溶解の心配もなく、熱や酸、アルカリ、塩分、糖分、油、酢に強いので素材の栄養を損なわず、
酸化変質を最小限におさえますから安心です。遠赤外線効果で美味しく調理。玄米をふっくら炊
き上げる肉厚鍋です。使いやすい、ロングセラー中のロングセラーです。

マスタークック土鍋はセラミック ( 陶器 ) で出来ており、表面はガラス様になっています。金属
の溶解の心配もなく、熱や酸、アルカリ、塩分、糖分、油、酢に強いので素材の栄養を損なわず、
酸化変質を最小限におさえますから安心です。遠赤外線効果で美味しく調理。玄米をふっくら炊
き上げる肉厚鍋です。使いやすい、ロングセラー中のロングセラーです。

小さくて軽くて使いやすい、少量の料理に便利な小鍋タイプ。

小さくて軽くて使いやすい、少量の料理に便利な小鍋タイプ。小さくて軽くて使いやすい、少量の料理に便利な小鍋タイプ。

マスタークック土鍋はセラミック ( 陶器 ) で出来ており、表面はガラス様になっています。金属
の溶解の心配もなく、熱や酸、アルカリ、塩分、糖分、油、酢に強いので素材の栄養を損なわず、
酸化変質を最小限におさえますから安心です。遠赤外線効果で美味しく調理。玄米をふっくら炊
き上げる肉厚鍋です。使いやすい、ロングセラー中のロングセラーです。

マスタークック土鍋はセラミック ( 陶器 ) で出来ており、表面はガラス様になっています。金属
の溶解の心配もなく、熱や酸、アルカリ、塩分、糖分、油、酢に強いので素材の栄養を損なわず、
酸化変質を最小限におさえますから安心です。遠赤外線効果で美味しく調理。玄米をふっくら炊
き上げる肉厚鍋です。使いやすい、ロングセラー中のロングセラーです。

マスタークック土鍋はセラミック ( 陶器 ) で出来ており、表面はガラス様になっています。金属
の溶解の心配もなく、熱や酸、アルカリ、塩分、糖分、油、酢に強いので素材の栄養を損なわず、
酸化変質を最小限におさえますから安心です。遠赤外線効果で美味しく調理。玄米をふっくら炊
き上げる肉厚鍋です。使いやすい、ロングセラー中のロングセラーです。

香ばしくふんわりと焼ける、丈夫な陶板です。

マスタークックの中に入れて蒸し調理時にご利用ください。
※炊飯用土鍋には対応していません。

マスタークックの中に入れて蒸し調理時にご利用ください。
※炊飯用土鍋には対応していません。

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：1.8L
　　　　 サイズ：高さ約 11cm ×外径約 22cm 
　　　　 重さ約 2.3kg

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：1L
　　　　 サイズ：高さ約 8cm ×外径約 22cm 
　　　　 重さ約 1.9kg

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：1L
　　　　 サイズ：高さ約 11.6cm ×外径約 20cm 
　　　　 重さ約 2.2kg

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：1.5L
　　　　 サイズ：高さ約 11.8cm ×外径約 22.5cm
　　　　 重さ約 3kg

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：600ml
　　　　 サイズ：高さ約 7.5cm ×外径約 14.5cm 
　　　　 重さ約 750g

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：1200ml
　　　　 サイズ：高さ約 8.5cm ×外径約 18cm
　　　　 重さ約 1050g

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：600ml
　　　　 サイズ：高さ約 7.5cm ×外径約 14.5cm 
　　　　 重さ約 750g

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：2.6L
　　　　 サイズ：高さ約 14.5cm ×外径約 28cm
　　　　 重さ約 4.8kg

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：3L
　　　　 サイズ：高さ約 13cm ×外径約 28cm 
　　　　 重さ約 3.5kg

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：2.2L
　　　　 サイズ：高さ約 10cm ×外径約 28cm 
　　　　 重さ約 3.7kg

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】高さ約 3.5cm ×外径約 28cm / 重さ約 1.2kg

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】高さ約 2.8㎝×外径約 17㎝ / 重さ約 390g

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】高さ約 2.8㎝×外径約 21㎝ / 重さ約 600g

1 個

1 個

1 個 1 個

1 個

1 個1 個

1 個

1 個

1 個 1 個

1 個 1 個

7337 円

5819 円

6578 円 9614 円

4807 円

7084 円4807 円

15813 円

11638 円

8602 円 5313 円

1645 円 2657 円

商品コード：2103850

商品コード：2103852

商品コード：2103865 商品コード：2103866

商品コード：2103864

商品コード：2101078商品コード：2106897

商品コード：2103867

商品コード：2103851

商品コード：2103853 商品コード：2103854

商品コード：2103855 商品コード：2103856

カムカム鍋Ⅱ 3800 型  3.9 合炊カムカム鍋Ⅱ 3800 型  3.9 合炊カムカム鍋Ⅱ  5000 型  6 合炊カムカム鍋Ⅱ  5000 型  6 合炊

カムカム鍋Ⅱ  2400 型  2 合炊カムカム鍋Ⅱ  2400 型  2 合炊

圧力鍋に入れて使用する、陶器製内鍋です。玄米をふっくら、もちもちに炊き上げます。
■火加減や水加減による失敗がない
■玄米特有の糠臭さを軽減

圧力鍋に入れて使用する、陶器製内鍋です。玄米をふっくら、もちもちに炊き上げます。
■火加減や水加減による失敗がない
■玄米特有の糠臭さを軽減

圧力鍋に入れて使用する、陶器製内鍋です。玄米をふっくら、もちもちに炊き上げます。
■火加減や水加減による失敗がない
■玄米特有の糠臭さを軽減

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：3.9 合炊
　　　　 サイズ：高さ約 13cm ×外径約 17.8cm 
　　　　 重さ約 1.4kg

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：6 合炊
　　　　 サイズ：高さ約 14.8cm ×外径約 19cm
　　　　 重さ約 1.7kg

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：2 合炊
　　　　 サイズ：高さ約 11cm ×外径約 14.8cm 
　　　　重さ約 0.9kg

1 個1 個

1 個

6930 円8250 円

5610 円

商品コード：2103836商品コード：2103835

商品コード：2103837

調理器具調理器具
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【表示価格はすべて税込です】



マスタークック　けんこう土瓶（大）茶 1.6Lマスタークック　けんこう土瓶（大）茶 1.6L

マスタークック　けんこう土瓶（大）黒 1.6Lマスタークック　けんこう土瓶（大）黒 1.6L

マスタークック　けんこう片手鍋（大）黒 1200mlマスタークック　けんこう片手鍋（大）黒 1200ml
使いやすい軽量タイプ。お湯を入れる部分を大きくしてあるので薬草なども出し入れしやすい土
瓶です。

使いやすい軽量タイプ。お湯を入れる部分を大きくしてあるので薬草なども出し入れしやすい土
瓶です。

小さくて軽くて使いやすい、少量の料理に便利な小鍋タイプ。

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：1.6L
　　　　 サイズ：高さ約 19cm ×外径約 16cm 
　　　　 重さ約 1.1kg

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：1.6L
　　　　 サイズ：高さ約 19cm ×外径約 16cm 
　　　　 重さ約 1.1kg

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：1200ml
　　　　 サイズ：高さ約 8.5cm ×外径約 18cm
　　　　 重さ約 1050g

1 個

1 個

1 個 5060 円

5060 円

7084 円
商品コード：2106882

商品コード：2106898

商品コード：2101077

マスタークック　フライパン（小） 600mlマスタークック　フライパン（小） 600ml

マスタークック　フライパン（大） 1200mlマスタークック　フライパン（大） 1200ml

少量の調味料で食材の味を引き出します。
そのままテーブルに置ける、使いやすいサイズのフライパンです。
※ガス火専用です。ＩＨ（電磁調理器）、ラジエントヒーターには使えません。

少量の調味料で食材の味を引き出します。
そのままテーブルに置ける、使いやすいサイズのフライパンです。
※ガス火専用です。ＩＨ（電磁調理器）、ラジエントヒーターには使えません。

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：容量：600ml
　　　　 サイズ：直径約 17cm

【素材】  セラミック粘土 ( ブレンド土 ）
【サイズ】容量：容量：1200ml
　　　　 サイズ：直径約 22cm

1 個

1 個

3542 円

5060 円

商品コード：2106895

商品コード：2106896
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かんてんねんど　5 色セットかんてんねんど　5 色セット
「かんてんねんど」は食品素材の寒天と食用色素などで作られた粘土なので小麦ねんどなど市販
の粘土が使えない方にも安心して粘土工作をお楽しみいただけます。
また、肌をいためたりすることがなく安心してお使いいただけます。
【内容】  80g（赤 20g・黄 20g・青 20g・黒 10g 
・白 10g） ※粘土板は付属しません
【素材】食品用増粘剤、食品用無機塩、寒天、色素（食用色素、
カゼイン Na）　
※白は色素を含みません。黒はカゼイン Na を含みません。
重度の乳アレルギーの方は誤飲による摂取事故に十分ご注意ください。

1 個 715 円
商品コード：771103

書籍・おもちゃ書籍・おもちゃ
　

子どもが喜ぶ　食物アレルギー安心レシピ子どもが喜ぶ　食物アレルギー安心レシピ
アレルギーっ子が安心しておいしく食べられる手間なしレシピ集。卵・乳製品・小麦・大豆を完
全除去、代替食材と栄養価の表示、アレルギーの基礎知識や食事療法、暮らしガイドも充実。日々
の食事作りが楽に。アレルギーっ子の食事は大変。そこで本書では、子どもが安心しておいしく
食べられるレシピを紹介しています。

【監修】千葉友幸
【発行日】2015 年 10 月 15 日
【サイズ】B5 変型判

1 冊 1650 円
商品コード：1251011

【表示価格はすべて税込です】
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チュビファースト（アトピー用チューブ型包帯）

ドクターミトンとの併用でさらに効果的に！

チューブ型包帯チュビファーストを利用したWet 
Wrapsはアトピー治療に関して長い歴史を持つイ
ギリスで確立され、日本で今大変注目を集めてい
ます。

レッド（赤）2way 　　    生後4ヶ月未満の方の腕 2750円

グリーン（緑）2way 　　  5歳未満の方の手足　5歳以上の方の腕  2750円

ブルー（青）2way 　　   5歳以上の方の脚　成人の腕  3080円

イエロー（黄色）2way 　   お子様の胴体・頭部　成人の手足  3630円

パープル 2way   成人の胴体（大） 7260円

ライン色（パッケージの色）　                           
   伸ばす前の長さ  
　　  長さ（m）  使用する部位 販売価格

　人工絹糸85%、弾性繊維系15%
　（2wayの特徴：耐久性が向上し、切断面のほつれが
　 少なくなりました。　【使用期限】 3年）

素材

　
外用薬や保湿クリームを塗った部分に、温水に浸して湿らせたチュビファーストを巻き、その上に乾いたチュビファーストを2重に巻くこと
で外用薬や保湿クリームの経皮吸収を促進します。また、内側の湿ったチュビファーストから揮発する水分は肌に冷涼感を与え痒みを軽
減します。これによって少量の薬量で高い効果が得られ、ストロイドに深く依存しない（より少ない薬量にとどめる）スキンケアが可能にな
ります。

　
① 保湿剤等を塗った部分にかぶせて装着するので薬の有効成分の経皮吸収が高まる
② 皮膚炎のある部分をカバーするので掻き破りを防止できる
③ 温かく湿らせたチュビファーストが肌を長時間保湿する
④ （内側の）チュビファーストから蒸発する水分が肌に冷涼感を与え痒みを軽減する
⑤ 肌に潤いを与えながらも服が濡れない
⑥ 簡単に装着が可能 

※ただし、Wet Wraps手技を活用する場合においても薬の使用方法（用法・用量等）については医師の指示に従ってください。

上の図は、「痒みの悪循環」といい、アトピー性皮膚炎が悪化（難治化）する悪循
環を示しています。症状を改善し、生活環境を向上するためには「痒み⇒掻き破
り」の工程を断ち切ることが重要です。

痒いにもかかわらず掻く行為を抑制することは、無意識状態あるいは睡眠状態の中では非常に困難
で、精神的ストレスもかかります。無意識に掻いてしまう手をカバーする「ドクターミトンかゆいっこ」
と、掻いてしまっても患部の損傷をブロックするチュビファーストの併用で「掻いても掻き破りになら
ない工夫」をしましょう。

ドクターミトンかゆいっこ

10

5

9～18

14～24

24～40

35～64

64～130

商品コード：550001

商品コード：550007

商品コード：550004

商品コード：550003

商品コード：550002

※パープルは特注品のため、入荷に1～2ヶ月程度かかる場合がございます。

円周長(cm)

【表示価格はすべて税込です】
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適用部位
円周長の伸び幅の目安

サイズ
（伸ばす前の幅寸法）

10mロール[商品コード]
販売価格

1m個包装[商品コード]
販売価格

チュビグリップ管状サポート包帯
チュビグリップ管状サポート包帯は、ねんざや肉離れ等の圧迫固定、火傷あとの瘢痕組織形成の軽減、
リンパ浮腫および静脈瘤等の予防等に活用されています。皮膚科、一般外科、形成外科、血管外科、
整形外科、物理療法科など、幅広い分野での応用が可能です。

【組成】 綿:83%、弾性繊維:9%、ナイロン:8%

必要な量だけ使用し、何度も洗って再利用可能

正味必要な量だけを切って使用し、何度も洗って再利用
できる耐久性を有しているので、コストパフォーマンスの
良さが評価され、臨床の現場、ホームケアを問わず愛用
されています。
洗濯の際は、手洗いし陰干し乾燥をおすすめします。乾
燥機をご利用の際は低温でご使用ください。また、漂白
剤は使用しないでください。

簡単でスピーディー。
しかも全身カバーのラインナップ

チューブ型なので力を入れて巻く通常の包帯とは異なり、衣
類のように履くだけで装着することが出来ます。

1.二重装着するために、適用部位の2倍の長さにカットします。
（２～３cm、余白の長さを残してカットしてください）

2.ストッキングのように履きます。

3.足先側（手先側）を折り返して二重に履きます。折り返した
上の層は、下の層より２～３cm上まで引き上げてください。

チュビグリップは、全身において多用途に使用されるため、小
児の腕から大人の胴体まで全11種類のサイズがあり、全身
をカバーできます。
体型の個人差及び必要な圧迫度を充分ご考慮の上、サイズ
をお選びください。

サイズA (3.75cm) 腕、足（小児用） [550121] [550101]  
 8cm～20cm程度 880円 4950円

サイズB (6.25cm) 手首、手、足 [550122] [550102]  
 12.5cm～26cm程度 880円 5280円

サイズC (6.75cm) 手、腕、足（小）成人用 [550123] [550103]  
 13.5cm～30cm程度 990円 5610円

サイズD (7.5cm) 腕（大）、足（中） [550124] [550104]  
 15cm～36cm程度 1100円 5940円

サイズE (8.75cm) 脚（大）、大腿部（小） [550125] [550105]  
 17cm～40cm程度 1210円 6270円

サイズF (10.00cm) 大腿部（中） [550126] [550106]  
 20cm～48cm程度 1430円 6600円

サイズG (12.00cm) 大腿部（大） [550127] [550107]  
 24cm～58cm程度 1760円 7700円

サイズJ (17.5cm) 胴体（小） [550128] [550108]  
 35cm～80cm程度 2750円 12100円

サイズK (21.5cm) 胴体（中） [550129] [550109]  
 43cm～90cm程度 3300円 13200円

サイズL (32.5cm) 胴体（大） [550130] [550110]  
※特注 65cm～120cm程度 3960円 19800円

サイズM (35.00cm) 胴体（特大） [550131] [550111] 
※特注 70cm～140cm程度 4400円 22000円

【表示価格はすべて税込です】
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サイズ適用部位 [商品コード]
販売価格

適用寸法
（ふくらはぎの全周）

チュビグリップ成型管状サポート包帯

チュビグリップ成型管状サポート包帯は、下肢静脈瘤、火傷あとの瘢痕組織形成の軽減、リンパ浮腫
等の予防等に活用されています。皮膚科、一般外科、形成外科、血管外科、整形外科、物理療法科など、
幅広い分野での応用が可能です。

【組成】 綿:83%、弾性繊維:9%、ナイロン:8%

しっかりとフィット。快適な組成。

下肢または腕にフィットし、適切な圧迫を供給できるよう
にデザインされています。
肌触りがよく、通気性に富んだコットンを主原料として作
られ、快適さと効果性の両立を追及した組成となってい
ます。また、横方向に対しての伸縮性に富み、縦方向に伸
びない特殊製法によって、体型に合わせてフィットしなが
らもずれ落ちない設計となっています。

優れたコストパフォーマンス

何度も洗って再使用できる耐久性を有しているので、コスト
パフォーマンスもよく、ホームケアにおいて根強い支持を得
ています。

（洗濯の際は、手洗いして陰干し乾燥することをおすすめしま
す。乾燥機をご利用の場合は低温で使用してください。漂白
剤は使用しないでください。）
長さは、あらかじめ長めになっておりますので、各個人の足の
長さに合わせて切ることで調整可能です。 

ひざ下用

腕にもお使い頂けます。

全肢用

S  [550151] 
足先側 B(6.25cm) / 足元側 C(6.75cm) 32cm～36cm 1980円

M  [550152] 
足先側 C(6.75cm) / 足元側 D(7.5cm) 35cm～39cm 2090円

L  [550153] 
足先側 D(7.5cm) / 足元側 E(8.75cm) 38cm～42cm 2200円

S  [550161] 
足先側 B(6.25cm) / 足元側 D(7.5cm) 32cm～36cm 2640円

M  [550162] 
足先側 C(6.75cm) / 足元側 E(8.75cm) 35cm～39cm 2750円

L  [550163] 
足先側 D(7.5cm) / 足元側 F(10.00cm) 38cm～42cm 2860円

LL  [550164] 
足先側 E(8.75cm) / 足元側 G(12.00cm) 41cm～45cm 3080円

【表示価格はすべて税込です】
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サ イ ズ の 詳 細商品ラインナップ 価　格

チュビファースト衣類
チュビファースト衣類は、チュビファースト包帯と同じコンセプトでより簡単に装着できるよう色々な工夫がされています。

（例）タグが外付けで皮膚刺激が少ない。
（例）縫い目を外にした外縫縫製で皮膚刺激が少ない。

【使用期限】3年

【組成】 ベスト、タイツ、レギンス、靴下：人工絹糸86%、弾性繊維3%、ナイロン11%
 手袋：人工絹糸89%、弾性繊維系11%

3080円手袋(子供用S)
商品コード：550049

◎手のひらの幅 4.8～5.8cm　 ◎長さ 15～17.5cm 
◎手のひらの外周長 11.5～13.5cm ◎内容量：一組

3080円手袋(子供用SS)
商品コード：550048

◎手のひらの幅 4.3～5.3cm　 ◎長さ 9.7～11.2cm 
◎手のひらの外周長 10.0～11.0cm ◎内容量：一組

◎手のひらの幅 5～6cm　 ◎長さ 17.5～20cm 
◎手のひらの外周長 14.0～22.0cm ◎内容量：一組

◎手のひらの幅 5.7～6.7cm　 ◎長さ 19.8～22.3cm 
◎手のひらの外周長 23.0～28.0cm ◎内容量：一組

3080円
手袋（子供用M～L
／大人用S～M）
商品コード：550047

3080円手袋(大人用M～L)
商品コード：550046

ベスト(6ヶ月～2歳用)
商品コード：550011

◎胴囲（伸ばす前の幅実測）16.5～19.5 mc5.22～5.61 ）示表ジーケッパ（すやめのさ長の腕◎　）応対でま位mc09トスエウ（ mc 　
◎身丈（伸ばす前の幅と長さ実測）34～44.5cm　◎対応身長のめやす（パッケージ表示）74～86cm 
◎袖口にミトンが縫い付けられています。

5720円

ベスト(2歳～5歳用)
商品コード：550012

◎胴囲（伸ばす前の幅実測）16～20.5 ～32）示表ジーケッパ（すやめのさ長の腕◎　）応対でま位mc09トスエウ（ mc 31cm
◎身丈（伸ばす前の幅と長さ実測）38～47.5cm　◎対応身長のめやす（パッケージ表示）86～110cm 5720円

ベスト(5歳～8歳用)
商品コード：550013

◎胴囲（伸ばす前の幅実測）16～ mc63～03）示表ジーケッパ（すやめのさ長の腕◎　）応対でま位mc09トスエウ（ mc5.02
◎身丈（伸ばす前の幅と長さ実測）41～50.5cm　◎対応身長のめやす（パッケージ表示）110～128cm 5720円

ベスト(8歳～11歳用)
商品コード：550014

◎胴囲（伸ばす前の幅実測）17.5～23.5cm（ウエスト100cm位まで対応）　◎腕の長さのめやす（パッケージ表示）32～40cm
◎身丈（伸ばす前の幅と長さ実測）45～56cm　◎対応身長のめやす（パッケージ表示）128～146cm 5720円

ベスト(11歳～14歳用)
商品コード：550015

◎胴囲（伸ばす前の幅実測）18.5～23.5 mc74～82）示表ジーケッパ（すやめのさ長の腕◎　）応対でま位mc001トスエウ（ mc
◎身丈（伸ばす前の幅と長さ実測）57～66cm　◎対応身長のめやす（パッケージ表示）146～164cm 5720円

タイツ(6ヶ月-2歳用)
商品コード：550025

◎胴囲（伸ばす前の幅実測）16.5～19.5 81）測実さ長の前すば伸（上股◎　）応対でま位mc07トスエウ（ mc ～22.5cm
◎股下（伸ばす前の長さ実測）24～32cm　◎対応身長のめやす（パッケージ表示）74～86cm 5280円

レギンス(2歳～5歳用)
商品コード：550021

◎胴囲（伸ばす前の幅実測）14.5～ 21）測実さ長の前すば伸（上股◎　）応対でま位mc07トスエウ（ mc5.91 ～18.5cm
◎股下（伸ばす前の長さ実測）30～40cm　◎対応身長のめやす（パッケージ表示）86～110cm 5500円

レギンス(5歳～8歳用)
商品コード：550022

◎胴囲（伸ばす前の幅実測）16～20.5 41）測実さ長の前すば伸（上股◎　）応対でま位mc08トスエウ（ mc ～20cm
◎股下（伸ばす前の長さ実測）42～56cm　◎対応身長のめやす（パッケージ表示）110～128cm 5500円

レギンス(8歳～11歳用)
商品コード：550023

◎胴囲（伸ばす前の幅実測）16.5～22.5 71）測実さ長の前すば伸（上股◎　）応対でま位mc09トスエウ（ mc ～24.5cm
◎股下（伸ばす前の長さ実測）51～62cm　◎対応身長のめやす（パッケージ表示）128～146cm 5500円

レギンス(11歳～14歳用)
商品コード：550024

◎胴囲（伸ばす前の幅実測）18.5～22.5 5.81）測実さ長の前すば伸（上股◎　）応対でま位mc001トスエウ（ mc ～25.5cm
◎股下（伸ばす前の長さ実測）60～73cm　◎対応身長のめやす（パッケージ表示）146～164cm 5500円

靴下(2歳～14歳まで)
商品コード：550031

◎長さ（パッケージ表示） 25cm（21～27cm）
◎幼児では長めの靴下、それ以上では短かめの靴下としてご利用いただけます。 2640円

【表示価格はすべて税込です】
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アトピーなどのトラブル肌にやさしい ◎繊維に含ませたγ（ガンマ）-リノレン酸が
お肌をしっとり守ります◎
肌着には、保温する、汗を吸い取るなど健康を守るため、”第２の皮膚”として
の大切な役割があります。アトピーなどトラブル肌の赤ちゃんには、毎日着
せる肌着にも十分に気を配ってあげたいもの。
この保湿肌着は、月見草オイルに含まれている γ-リノレン酸を、肌着の繊維
に含ませています。
だから着るだけで、お肌はいつもしっとり。
γ-リノレン酸を生地表面に強く結合させる特殊製法（特許取得）で加工して
いますので、普通に洗濯をしても効果は変わりません。

（耐洗濯性試験：180回実施済み） 

綿 100 % 無漂白無漂白 無着色無着色 無蛍光
漂白剤

和歌山県産官学共同によって考案されたもので、アトピー性皮膚炎の患者さん
による試験モニターを経て、改善を積み重ねてきました。
生地は、お肌へのやさしさを考えて、天然コットン100％で、漂白剤、着色剤、蛍
光増白剤は使用していません。
また、縫い目を外側にしていますので、普通の綿肌着と比べ肌ざわりが柔らかく、
刺激がありません。
以下に和歌山県産官学共同臨床試験結果の一部概略をご紹介します。

皮膚のバリアー機能の異常は、皮膚の角質細胞の接
着の働きをするセラミドと細胞内の天然保湿因子の
異常という生理的な機能異常と、皮脂や水分保持能
力の低下によって起きています。
そこで「γ-リノレン酸を人工的に被服することで、乾
燥肌によってアトピー性皮膚炎になっている方に皮
脂や水分保持能力を補うことができる」ということを
検証したものです。

結果は60%以上の患者さんに症状の改善が見られ、
保護者アンケートでも大多数の方が改善に関して、好
感触を持っていることがわかりました。

条 件 等

対象者：２１名（軽症～中等症のアトピー性皮膚炎を持つ小児）
「γ-リノレン酸保湿肌着」（当時試作段階）を４週間試着後の
医師による皮疹変化の観察結果、保護者アンケートの結果を示しています。

医師による皮疹変化の観察結果
紅斑の程度 掻破痕の程度 肌の乾燥について かゆみについて

保護者アンケートの結果

改　善
66.7%

不　変
33.3%

改　善
63.2%

不　変
36.8%

改　善
61.9%

不　変
38.1%

改　善
71.4%

不　変
28.6%

素材

うちの娘（１歳９ヶ月）は、アトピーで肌はいつもガサガサで、白く粉を
ふいた状態が続いていました。かゆみもひどく、夜中泣きじゃくりなが
ら掻いていたのですが、「うるおい肌着」を着て寝るようになってから
は、かゆみで起きる回数も次第に減って、白い粉もなくなりました。
着心地がとてもやわらかく、娘もとても気に入っています。　（大阪府
　Mさま）

【ワンボタンシャツ ２枚組】
3520円（税込）

（袖の長さ）７分袖
サイズをお選びください。
◎80cm 商品コード : 510006
◎90cm 商品コード : 510007
◎95cm 商品コード : 510008

この商品にはこんな声が寄せられています

【表示価格はすべて税込です】
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モイストケア保湿肌着モイストケア保湿肌着

衣服に触れるとピリピリ、チクチクと刺激を感じる…。それは、お肌のバリア機能が低下し、普通なら感じないわずかな刺激にも敏感に反応してし
まうから。MoistCare（モイストケア）は傷ついた肌に着目し、月見草オイル等に含まれているγ - リノレン酸（保湿成分）を肌着の繊維に含ま
せました。

モイストケア保湿肌着　T シャツ（男女兼用）長袖 100-110モイストケア保湿肌着　T シャツ（男女兼用）長袖 100-110

モイストケア保湿肌着　T シャツ（男女兼用）長袖 140-150モイストケア保湿肌着　T シャツ（男女兼用）長袖 140-150

モイストケア保湿肌着　T シャツ（男女兼用）半袖 120-130モイストケア保湿肌着　T シャツ（男女兼用）半袖 120-130

モイストケア保湿肌着　T シャツ（男女兼用）長袖 120-130モイストケア保湿肌着　T シャツ（男女兼用）長袖 120-130

モイストケア保湿肌着　T シャツ（男女兼用）半袖 100-110モイストケア保湿肌着　T シャツ（男女兼用）半袖 100-110

モイストケア保湿肌着　T シャツ（男女兼用）半袖 140-150モイストケア保湿肌着　T シャツ（男女兼用）半袖 140-150

袖の長さ ：長袖
サイズ ：100-110
胸　囲 ：49cm ～ 59cm

袖の長さ ：長袖
サイズ ：140-150
胸　囲 ：64cm ～ 78cm

袖の長さ ：半袖
サイズ ：120-130
胸　囲 ：57cm ～ 67cm

袖の長さ ：長袖
サイズ ：120-130
胸　囲 ：57cm ～ 67tcm

袖の長さ ：半袖
サイズ ：100-110
胸　囲 ：49cm ～ 59cm

袖の長さ ：半袖
サイズ ：140-150
胸　囲 ：64cm ～ 78cm

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

3850 円

3850 円

3520 円

3850 円

3520 円

3520 円

商品コード：394001

商品コード：394003

商品コード：394012

商品コード：394002

商品コード：394011

商品コード：394013

【表示価格はすべて税込です】
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モイストケア保湿肌着　レギンス（男女兼用）100-110モイストケア保湿肌着　レギンス（男女兼用）100-110

モイストケア保湿肌着　レギンス（男女兼用）140-150モイストケア保湿肌着　レギンス（男女兼用）140-150

モイストケア保湿肌着　ボクサーパンツ（男女兼用）120-130モイストケア保湿肌着　ボクサーパンツ（男女兼用）120-130

モイストケア保湿肌着　T シャツ（男女兼用）半袖 S-Mモイストケア保湿肌着　T シャツ（男女兼用）半袖 S-M

モイストケア保湿肌着　男性用ズボン下　S-Mモイストケア保湿肌着　男性用ズボン下　S-M

モイストケア保湿肌着　男性用トランクス　Sモイストケア保湿肌着　男性用トランクス　S

モイストケア保湿肌着　男性用トランクス　Lモイストケア保湿肌着　男性用トランクス　L

モイストケア保湿肌着　女性用ボクサーパンツ　Mモイストケア保湿肌着　女性用ボクサーパンツ　M

モイストケア保湿肌着　レギンス（男女兼用）120-130モイストケア保湿肌着　レギンス（男女兼用）120-130

モイストケア保湿肌着　ボクサーパンツ（男女兼用）100-110モイストケア保湿肌着　ボクサーパンツ（男女兼用）100-110

モイストケア保湿肌着　ボクサーパンツ（男女兼用）140-150モイストケア保湿肌着　ボクサーパンツ（男女兼用）140-150

モイストケア保湿肌着　T シャツ（男女兼用）半袖 L-LLモイストケア保湿肌着　T シャツ（男女兼用）半袖 L-LL

モイストケア保湿肌着　男性用ズボン下　L-LLモイストケア保湿肌着　男性用ズボン下　L-LL

モイストケア保湿肌着　男性用トランクス　Mモイストケア保湿肌着　男性用トランクス　M

モイストケア保湿肌着　女性用ボクサーパンツ　Sモイストケア保湿肌着　女性用ボクサーパンツ　S

モイストケア保湿肌着　女性用ボクサーパンツ　Lモイストケア保湿肌着　女性用ボクサーパンツ　L

サイズ ：100-110
胴　囲 ：45cm ～ 55cm

サイズ ：140-150
胴　囲 ：53cm ～ 63cm

サイズ ：120-130
胴　囲 ：49cm ～ 59cm

袖の長さ ：半袖
サイズ ：S-M
胸　囲 ：72cm ～ 96cm

サイズ ：S-M
胴　囲 ：68cm ～ 84cm

サイズ ：S
胴　囲 ：68cm ～ 76cm

サイズ ：L
胴　囲 ：84cm ～ 94cm

サイズ ：M
ヒップ ：87cm ～ 95cm

サイズ ：120-130
胴　囲 ：49cm ～ 59cm

サイズ ：100-110
胴　囲 ：45cm ～ 55cm

サイズ ：140-150
胴　囲 ：53cm ～ 63cm

袖の長さ ：半袖
サイズ ：L-LL
胸　囲 ：86cm ～ 112cm

サイズ ：L-LL
胴　囲 ：84cm ～ 104cm

サイズ ：M
胴　囲 ：76cm ～ 84cm

サイズ ：S
ヒップ ：82cm ～ 90cm

サイズ ：L
ヒップ ：92cm ～ 100cm

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

【素材】綿100%

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

3300 円

3300 円

3300 円

4180 円

4400 円

3850 円

3850 円

3080 円

3300 円

3300 円

3300 円

4180 円

4400 円

3850 円

3080 円

3080 円

商品コード：394021

商品コード：394023

商品コード：394032

商品コード：394051

商品コード：394061

商品コード：394071

商品コード：394073

商品コード：394082

商品コード：394022

商品コード：394031

商品コード：394033

商品コード：394052

商品コード：394062

商品コード：394072

商品コード：394081

商品コード：394083

【表示価格はすべて税込です】
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ナノミックス肌着ナノミックス肌着

ナノミックス ベビー・カバーオール型肌着ナノミックス ベビー・カバーオール型肌着 ナノミックス コンフォータブル 子供用長袖 T シャツ 90ナノミックス コンフォータブル 子供用長袖 T シャツ 90

ナノミックス コンフォータブル 子供用長袖 T シャツ 100ナノミックス コンフォータブル 子供用長袖 T シャツ 100

ナノミックス コンフォータブル 子供用長袖 T シャツ 130ナノミックス コンフォータブル 子供用長袖 T シャツ 130

ナノミックス コンフォータブル 子供用半袖 T シャツ 90ナノミックス コンフォータブル 子供用半袖 T シャツ 90

ナノミックス コンフォータブル 子供用半袖 T シャツ 120ナノミックス コンフォータブル 子供用半袖 T シャツ 120

ナノミックス コンフォータブル 子供用半袖 T シャツ 140ナノミックス コンフォータブル 子供用半袖 T シャツ 140

ナノミックス コンフォータブル 子供用半袖 T シャツ 100ナノミックス コンフォータブル 子供用半袖 T シャツ 100

ナノミックス コンフォータブル 子供用半袖 T シャツ 130ナノミックス コンフォータブル 子供用半袖 T シャツ 130

ナノミックス コンフォータブル 婦人用半袖 T シャツ Sナノミックス コンフォータブル 婦人用半袖 T シャツ S

ナノミックス コンフォータブル 子供用長袖 T シャツ 120ナノミックス コンフォータブル 子供用長袖 T シャツ 120

ナノミックス コンフォータブル 子供用長袖 T シャツ 140ナノミックス コンフォータブル 子供用長袖 T シャツ 140

サイズ 50
身長 50cm・身丈 48cm・身幅 28 ～ 30cm

サイズ 90
身長 85 ～ 95cm・身丈 36cm・身幅 29cm・肩幅 26cm・袖丈 33cm

サイズ 100
身長 95 ～ 105cm・身丈 40cm・身幅 31cm・肩幅 28cm・袖丈 36.5cm

サイズ 130
身長 125 ～ 135cm・身丈 52cm・身幅 37cm・肩幅 34cm・袖丈 47cm

サイズ 90
身長 85 ～ 95cm・身丈 36cm・身幅 29cm・肩幅 26cm・袖丈 11cm

サイズ 120
身長 115 ～ 125cm・身丈 48cm・身幅 35cm・肩幅 32cm・袖丈 14cm

サイズ 140
身長 135 ～ 145cm・身丈 56cm・身幅 40cm・肩幅 36cm・袖丈 16cm

サイズ 100
身長 95 ～ 105cm・身丈 40cm・身幅 31cm・肩幅 28cm・袖丈 12cm

サイズ 130
身長 125 ～ 135cm・身丈 52cm・身幅 37cm・肩幅 34cm・袖丈 15cm

サイズ S
バスト：72 ～ 80cm
ウエスト：58 ～ 64cm
ヒップ：82 ～ 90cm

サイズ 120
身長 115 ～ 125cm・身丈 48cm・身幅 35cm・肩幅 32cm・袖丈 43.5cm

サイズ 140
身長 135 ～ 145cm・身丈 56cm・身幅 40cm・肩幅 36cm・袖丈 50.5cm

【素材】ポリエステル 100% 【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

1 枚 1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

3190 円 4290 円

4290 円

4840 円

3960 円

3960 円

4510 円

3960 円

4510 円

4730 円

4290 円

4840 円

商品コード：522001 商品コード：522101

商品コード：522102

商品コード：522104

商品コード：522121

商品コード：522123

商品コード：522125

商品コード：522122

商品コード：522124

商品コード：522211

商品コード：522103

商品コード：522105

ナノミックスは、人体に対して活力と健康を補助する繊維として、医学博士渡邊隆司先生の協力を得て開
発された糸で、この繊維は汚れた血液を正常に戻す『マイナスイオン』と、体を温め血行の促進を促す『遠
赤外線』の２つの効果をもたらす成分がナノテクノロジーによりバランスよく配合されています。
この繊維を使った衣料品を着用することにより、マイナスイオンと遠赤外線の相乗効果で体内の崩れたイ
オンバランスを正常にし、血液や細胞が活性化方向に導かれるため、病気や疲労の原因となる免疫力の低
下を改善することが確認されております。

NANO MIX 素材は、乾燥性敏感肌、肌荒れのある方にお勧めです。 
●抗菌・防臭……着用中に起こりやすい「イヤな」臭いを消します。
●吸汗・速乾……汗は大敵。弱った肌を刺激します。汗をしっかり吸収し、素早く拡散します。
●紫外線カット率 98.2%……お肌の大敵紫外線から、大切なお肌を守ります。

【表示価格はすべて税込です】
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ナノミックス コンフォータブル 婦人用半袖 T シャツ Mナノミックス コンフォータブル 婦人用半袖 T シャツ M

ナノミックス コンフォータブル 男性用半袖 T シャツ Sナノミックス コンフォータブル 男性用半袖 T シャツ S

ナノミックス コンフォータブル 男性用半袖 T シャツ Lナノミックス コンフォータブル 男性用半袖 T シャツ L

ナノミックス コンフォータブル 男性用半袖 T シャツ 3Lナノミックス コンフォータブル 男性用半袖 T シャツ 3L

ナノミックス コンフォータブル 男性用長袖 T シャツ Mナノミックス コンフォータブル 男性用長袖 T シャツ M

ナノミックス コンフォータブル 男性用長袖 T シャツ LLナノミックス コンフォータブル 男性用長袖 T シャツ LL

ナノミックス コンフォータブル 婦人用長袖 T シャツ Sナノミックス コンフォータブル 婦人用長袖 T シャツ S

ナノミックス コンフォータブル 婦人用長袖 T シャツ Lナノミックス コンフォータブル 婦人用長袖 T シャツ Lナノミックス コンフォータブル 婦人用長袖 T シャツ Mナノミックス コンフォータブル 婦人用長袖 T シャツ M

ナノミックス コンフォータブル 婦人用長袖 T シャツ LLナノミックス コンフォータブル 婦人用長袖 T シャツ LL

ナノミックス コンフォータブル 婦人用半袖 T シャツ LLナノミックス コンフォータブル 婦人用半袖 T シャツ LL

ナノミックス コンフォータブル 婦人用半袖 T シャツ Lナノミックス コンフォータブル 婦人用半袖 T シャツ L

ナノミックス コンフォータブル 男性用半袖 T シャツ Mナノミックス コンフォータブル 男性用半袖 T シャツ M

ナノミックス コンフォータブル 男性用半袖 T シャツ LLナノミックス コンフォータブル 男性用半袖 T シャツ LL

ナノミックス コンフォータブル 男性用長袖 T シャツ Sナノミックス コンフォータブル 男性用長袖 T シャツ S

ナノミックス コンフォータブル 男性用長袖 T シャツ Lナノミックス コンフォータブル 男性用長袖 T シャツ L

サイズ M
バスト：79 ～ 87cm
ウエスト：64 ～ 70cm
ヒップ：87 ～ 95cm

サイズ S
胸囲：78 ～ 86cm
胴囲：60 ～ 74cm
身長：150 ～ 160cm

サイズ L
胸囲：90 ～ 98m
胴囲：78 ～ 88cm
身長：170 ～ 180cm

サイズ 3L
胸囲：102 ～ 110m
胴囲：94 ～ 104cm
身長：175 ～ 185cm

サイズ M
胸囲：84 ～ 92cm
胴囲：72 ～ 80cm
身長：160 ～ 170cm

サイズ LL
胸囲：96 ～ 104cm
胴囲：86 ～ 96cm
身長：175 ～ 185cm

サイズ S
バスト：72 ～ 80cm
ウエスト：58 ～ 64cm
ヒップ：82 ～ 90cm

サイズ L
バスト：86 ～ 94cm
ウエスト：69 ～ 77cm
ヒップ：92 ～ 100cm

サイズ M
バスト：79 ～ 87cm
ウエスト：64 ～ 70cm
ヒップ：87 ～ 95cm

サイズ LL
バスト：93 ～ 101cm
ウエスト：77 ～ 85cm
ヒップ：97 ～ 105cm

サイズ LL
バスト：93 ～ 101cm
ウエスト：77 ～ 85cm
ヒップ：97 ～ 105cm

サイズ L
バスト：86 ～ 94cm
ウエスト：69 ～ 77cm
ヒップ：92 ～ 100cm

サイズ M
胸囲：84 ～ 92cm
胴囲：72 ～ 80cm
身長：160 ～ 170cm

サイズ LL
胸囲：96 ～ 104cm
胴囲：86 ～ 96cm
身長：175 ～ 185cm

サイズ S
胸囲：78 ～ 86cm
胴囲：60 ～ 74cm
身長：150 ～ 160cm

サイズ L
胸囲：90 ～ 98m
胴囲：78 ～ 88cm
身長：170 ～ 180cm

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

【素材】ポリエステル 100%

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

4730 円

4730 円

4730 円

5280 円

5060 円

5060 円

5060 円

5060 円5060 円

5060 円

4730 円

4730 円

4730 円

4730 円

5060 円

5060 円

商品コード：522212

商品コード：522311

商品コード：522313

商品コード：522315

商品コード：522302

商品コード：522304

商品コード：522201

商品コード：522203商品コード：522202

商品コード：522204

商品コード：522214

商品コード：522213

商品コード：522312

商品コード：522314

商品コード：522301

商品コード：522303

ナノミックス コンフォータブル 男性用長袖 T シャツ 3Lナノミックス コンフォータブル 男性用長袖 T シャツ 3L
サイズ 3L
胸囲：102 ～ 110m
胴囲：94 ～ 104cm
身長：175 ～ 185cm

【素材】ポリエステル 100%
1 枚 5610 円
商品コード：522305

【表示価格はすべて税込です】
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ドクターミトンかゆいっこ WUドクターミトンかゆいっこ WU

ドクターミトンかゆいっこ WLドクターミトンかゆいっこ WL

ドクターミトンかゆいっこ WRドクターミトンかゆいっこ WR
３ヶ月～１５ヶ月前後の乳児向けのアトピー性皮膚炎対応二重構造ミトンです。掻いても二枚の
ミトンが空すべりし、皮膚を傷つけにくくなっています。
寝ている間に痒くて皮膚を掻き破ってしまうお子様におすすめです。
この肌に優しいミトンで「掻いても掻き破りにならない工夫」をしてあげてください 。

４歳前後～大人の方まで幅広くお使いいただけるアトピー性皮膚炎対応二重構造ミトンです。掻
いても二枚のミトンが空すべりし、皮膚を傷つけにくくなっています。
寝ている間に痒くて皮膚を掻き破ってしまうお子様におすすめです。
この肌に優しいミトンで「掻いても掻き破りにならない工夫」をしてあげてください 。

１５ヶ月～４歳前後の幼児向けのアトピー性皮膚炎対応二重構造ミトンです。掻いても二枚のミ
トンが空すべりし、皮膚を傷つけにくくなっています。
寝ている間に痒くて皮膚を掻き破ってしまうお子様におすすめです。
この肌に優しいミトンで「掻いても掻き破りにならない工夫」をしてあげてください 。

【素材】
　内側ミトン：綿70%、レーヨン（クラビオン）30% 
　外側ミトン：天然系繊維「キュプラ」

【素材】
　内側ミトン：綿70%、レーヨン（クラビオン）30% 
　外側ミトン：天然系繊維「キュプラ」

【素材】
　内側ミトン：綿70%、レーヨン（クラビオン）30% 
　外側ミトン：天然系繊維「キュプラ」
（内側ミトン親指付）

1 双

1 双

1 双1925 円

2750 円

2090 円
商品コード：500001

商品コード：500003

商品コード：500002

ドクターミトンかゆいっこドクターミトンかゆいっこ

寝ている間に痒くて皮膚をかき破ってしまう方におすすめです。
『ドクターミトンかゆいっこ』は、内側ミトンに肌に優しい天然系抗菌素材クラビオン　、外側ミトンには滑りのよい天然系繊維キュプラを使っ
た二重式のアトピー性皮膚炎対応ミトンです。
掻いても2枚のミトンが空すべりし、皮膚を傷つけにくくなっています。
『クラビオン』は、カニなどから採れるキチン・キトサンを初めて繊維化した100%天然系の繊維です。保湿性に優れ、カサつきがちなお肌に
も心地よい肌触りです。またキチン・キトサンのもつ天然の抗菌防臭効果で、繊維上の菌の繁殖を抑えます。天然系の繊維ですので、低刺激でお
肌の敏感な方にも安心です。

【表示価格はすべて税込です】
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【素材】
■掛けふとん(綿混タイプ)
　側地、中袋：綿100％
　中わた　　：綿70％、
　　　　　　  ポリエステル30％

■掛けふとん(軽量ポリエステルタイプ)
　側地 　　 ：綿100%
　中袋　　　：ポリエステル100％
　　　　　　　（静電防止側地）
　中わた　　：ポリエステル100％

■敷きふとん（固芯タイプ）
　側地、中袋：綿100％
　固芯　　　：ポリエステル100％
　巻きわた　：綿50％、
　　　　　　　ポリエステル50％

■わた枕
　側地、中袋：綿100％
　中材　枕中核部：ポリエステル100％
　　　　巻きわた：綿42％、ポリエステル58％

■掛けカバー：綿100％ 
■敷きカバー：綿100％ 
■枕カバー　：綿100％

ご購入の際はご注意ください

★1枚ごとの受注生産ですので、ご注文をいただいてから
（前払いの場合はご入金を確認させて頂いてから）お
届けまでに約3週間かかります。（納期がわかり次第ご
連絡を差し上げます）

なぜ「布団の中にダニがいない」ことが必要？
ダニの体長は成虫で約0.3～0.4mmと非常に小さく、高温多湿（温
度20～30℃、湿度60～80％）の環境を好み、条件がいいと脱皮を
繰り返して半年で数万匹にも増えるといわれます。

またダニアレルギーは、生きているダニだけでなく､卵や脱皮殻や
糞や死骸などにも反応します。布団の中でダニが繁殖し続ける限
り、脱皮殻や糞や死骸などのアレルゲンが蓄積していくのです。
そして、乾燥した脱皮殻や糞や死骸などは次第に粉々になります。

その破砕片は、成虫の大きさとは比べ物にならないほど小さくな
り、生地の目を通り抜け、布団に包まれて眠る私たちの呼吸器を
通して体内に取り込まれて感作（アレルゲンとして反応してしま
う状態）を起こしてしまいます。

「ダニの入り込むことが出来ない布団」を「布団の中に生きてい
るダニがいない」状態で製造→お届けすることで、はじめて布団
の中でのダニの繁殖を防ぐことが出来るのです。

防ダニ剤等の化学薬品を一切使用していません

生地はふとん側､カバー類ともに綿100％の
特殊高密度織物を使用しています。一般のふ
とん生地に比べ非常に目が詰んでいるので、
ダニだけでなく､その卵や幼虫も通しません｡
ダニ通過試験でも、１匹のダニも通過しない
ことが確認されています。▲一般の生地 ▲特殊高密度織

防ダニ剤等の化学薬品を一切使用していません
ダニ忌避剤や殺ダニ剤を、側生地や中綿に一切使用していません。
赤ちゃんやお肌の敏感な方にも安心してお使いいただけます。

ダニアレルギーによるアトピー、喘息等でお悩みの方に
オススメのふとんです。防ダニふとん　Dr.ダニゼロック　

熟練した職人によるこだわり特許製法 
布団表面から針穴をなくすためのこだわりの特許製法

（二重構造）は機械化できないため、すべて熟練した職
人が手作業で一点一点丁寧にお作りしています。 

特殊高熱処理で生きたダニが0！
製品完成時にコンピュータ制御による特殊高熱処
理を施して､ダニが一匹もいない、清潔な布団をお
届けします。 

ダニの侵入を防ぐためふとん
の表面の針穴をなくしました
ふとんにつきものの縫い目の針穴は､ダニが侵入する
のに絶好のポイント｡キルティングなど布団表面の針
穴をなくす為、側生地の内側で中綿を包み更に特殊製
法で固定することによって表面の針穴をなくしました。
そのため､側生地だけでなく、針穴からのダニの侵入も
ありません。

ナチュラル/ペールグリーン ブルーリバーシブル
★掛けカバー・枕カバーのみ　

ナチュラル/パールグレイ ナチュラル/ベージュ

ライトブルー

※防ダニ布団カバーの色柄は6種類の中からお選びいただけます。

※ダブルのセットには枕が2個入っています。

防ダニ布団 防ダニカバー色柄一覧

ピンク

【表示価格はすべて税込です】
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●防ダニふとん単品一覧●
内 容・サ イズ商 品 名 [商品コード]　　販売価格

36,300円
30,800円
25,300円
30,800円
27,500円
23,100円
42,220円

33,630円
27,500円

21,480円
19,390円
16,240円

Dr.ダニゼロック
防ダニ掛けふとん
（綿混タイプ）

Dr.ダニゼロック
防ダニ敷きふとん
（固芯タイプ）

Dr.ダニゼロック
防ダニ掛けふとん

（軽量ポリエステルタイプ）

Dr.ダニゼロック
防ダニベッドパッド

【ダブルロング】190×210cm、総重量４．５kg 

【シングルロング】150×210cm、総重量3.8kg

【ジュニア】135×185cm、総重量３．０kg

【ダブルロング】190×210cm、総重量3.2kg

【シングルロング】150×210cm、総重量2.7kg

【ジュニア】135×185cm、総重量2.3kg

【ダブルロング】140×210cm、総重量7.2kg

【シングルロング】100×210cm、総重量5.1kg

【ジュニア】90×185cm、総重量3.9kg

【ダブル】140×200cm、中わた0.56kg

【セミダブル】120×200cm、中わた0.48kg

【シングル】100×200cm、中わた 0.4kg

[590101]

[590102]

[590103]

[590127]

[590128]

[590129]

[590106]

37,820円【セミダブルロング】120×210cm、総重量6.2kg [590107]

[590108]

[590109]

[590111]

24,620円【クイーン】160×200cm、中わた0.64kg [590110]

[590112]

[590113]

11,000円【ジュニア】135×185cm

※品名の後に（　）書きで必ず「サイズとカバーの色柄」をご記入ください。

●防ダニふとん掛けカバー単品一覧●
内 容・サ イズ [ 商 品コ ード] 　 色 　 柄商 品 名 販売価格

16,500円

13,200円
Dr.ダニゼロック防ダニ

掛けカバー

【ダブルロング】190×210cm 

【シングルロング】150×210cm

[590207] ナチュラル/パールグレイ
[590208] ナチュラル/ベージュ
[590209] ナチュラル/ペールグリーン
[590210] ブルーリバーシブル
[590211] ライトブルー

[590219] ナチュラル/パールグレイ
[590220] ナチュラル/ベージュ
[590221] ナチュラル/ペールグリーン
[590222] ブルーリバーシブル
[590223] ライトブルー

[590225] ナチュラル/パールグレイ
[590226] ナチュラル/ベージュ
[590227] ナチュラル/ペールグリーン
[590228] ブルーリバーシブル
[590229] ライトブルー
[590231] キッズベア

★「ブルーリバーシブル」の敷きカバーは、「ライトブルー」となります。

【表示価格はすべて税込です】
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[590132] 

[590134] 

[590135] 

※品名の後に（　）書きで必ず「サイズとカバーの色柄」をご記入ください。

14,300円

12,100円

9,900円

Dr.ダニゼロック防ダニ
敷きカバー

【ダブルロング】145×215cm

【シングルロング】105×215cm

【ジュニア】95×190cm

●防ダニふとん敷きカバー単品一覧●
内 容・サ イズ [ 商 品コ ード] 　 色 　 柄商 品 名 販売価格

●防ダニ肌掛けふとん単品一覧●
内 容・サ イズ商 品 名 [商品コード]　販売価格

62,651円

45,891円

41,330円

Dr.ダニゼロック防ダニ
2枚合わせ掛け布団

【ダブルロング】190×210cm （総重量）合掛け:3.17kg
　　　　肌掛け:2.57kg

（総重量）合掛け:2.5kg
　　　　肌掛け:1.9kg

（総重量）合掛け:1.8kg
　　　　肌掛け:1.4kg

【シングルロング】150×210cm

【ジュニア】135×185cm

布団表面から針穴を一切なくした特殊製法により、布団の中にダニが入れません。洗濯機で洗えるの
で気軽にお手入れでき、オールシーズンご使用になれます。
合掛けと肌掛けの2枚合わせ。2枚の布団のズレを防ぐホックが付いています。専用の洗濯ネットを使
用することで、丸洗い可能です。

人気の防ダニ2枚合わせ掛け布団もあります

【素材】側地：綿100％　中袋：ポリエステル100%　中わた：ポリエステル100％　洗濯ネット付き

[590232] ナチュラル/パールグレイ
[590233] ナチュラル/ベージュ
[590234] ナチュラル/ペールグリーン
[590236] ライトブルー

[590244] ナチュラル/パールグレイ
[590245] ナチュラル/ベージュ
[590246] ナチュラル/ペールグリーン
[590248] ライトブルー

[590250] ナチュラル/パールグレイ
[590251] ナチュラル/ベージュ
[590252] ナチュラル/ペールグリーン
[590254] ライトブルー
[590256] キッズベア

※敷ふとん、枕は付属しません

【表示価格はすべて税込です】
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※品名の後に（　）書きで必ず「サイズとカバーの色柄」をご記入ください。

● 防ダニ枕 ●
内 容・サ イズ商 品 名 [ 商 品コ ード] 　 価 格（ 税 別 ）

6,810円
4,200円

防ダニわた枕
【大】43×63cm、総重量0.63kg

【小】30×50cm、総重量0.4kg

【わた枕】側地・中袋：綿 100％
中材
枕中核部：ポリエステル100%
巻きわた：綿42%　ポリエステル58%

【パイプ枕】側生地：ポリエステル 100％
中材ポリエチレン 100%

【枕カバー】綿 100％

●その他付属の寝具も防ダニで・・・●
内 容・サ イズ [ 商 品コ ード]  色 　 柄商 品 名 販 売 価 格

2,750円

2,200円

Dr.ダニゼロック
防ダニ枕カバー

【大】43×63cm

【小】30×50cm

[590121]

[590122]

● パイプ枕 ●
内 容・サ イズ商 品 名 [ 商 品コ ード] 　 価 格（ 税 別 ）

4,950円
2,200円

パイプ枕
【大】43×63cm、重量2.1kg

【小】30×50cm、重量1.1kg

[590123]

[590124]

[590257] ナチュラル/パールグレイ
[590258] ナチュラル/ベージュ
[590259] ナチュラル/ペールグリーン
[590260] ブルーリバーシブル
[590261] ライトブルー
[590262] ピンク

[590264] ナチュラル/パールグレイ
[590265] ナチュラル/ベージュ
[590266] ナチュラル/ペールグリーン
[590267] ブルーリバーシブル
[590268] ライトブルー
[590269] ピンク

防ダニカバー色柄一覧

Dr.ダニゼロック　防ダニわた枕

ナチュラル/ペールグリーン ブルーリバーシブルナチュラル/パールグレイ ナチュラル/ベージュ ライトブルー ピンク

枕は口元に最も近いので、ダニ対策にはとても重要です。枕カバーと共に、お使い
いただくことをお勧めします。質の良い睡眠に、枕選びはとても大切です。
Dr.ダニゼロック 防ダニ綿（わた）枕は、防ダニ布団と同じ製法で作りました。とに
かくダニが気になる方に、お勧めの一品です。

パイプ枕
高さ調節が自在なので、小さなお子様にも手軽にご使用いただけます。プラスチッ
クで出来ているので、簡単に洗えます。中材はストローの輪切り状になっております。 
枕カバーと共に、お使いいただくことをお勧めします。

★掛けカバー・枕カバーのみ　

【表示価格はすべて税込です】



●販売者氏名 株式会社　アレルギーヘルスケア　(もぐもぐ共和国）

●所在地 奈良県桜井市谷63-1

●電話番号 0744-44-5558

●代表責任者名 岡田　由佳　（オカダ　ユカ）

●商品代金以外の 送料（別表「もぐもぐ共和国　送料一覧表」をご覧ください） 
　必要料金 代引き手数料
 決済手数料

●申込の有効期限 正式注文から14日間、場合によって延長

●お支払方法 ①代引き（商品配達時にお支払い。代引き手数料330円がかかります）
 ②コンビニ払い（後払い）（決済手数料440円がかかります）
 ③銀行振込（前払い）（振込手数料はお客様負担）
 【ご注意】③の場合は入金確認後の発送となります。

●引き渡し時期 注文後7営業日以内に発送中。ただし土・日・祝日は配送業務はお休みです。
 万が一遅れる場合はご連絡させていただきます。
 （銀行振込（前払い）をご選択いただいたお客様の場合は入金確認後
 7営業日以内の発送となります。）

●配送について ご注文を頂きました商品は、弊社指定の宅急便でお届けします。
 状況により、それ以外の宅急便を使用する場合がございます。

●不良品の取り扱い 商品の品質には、万全を期しておりますが、万が一「不良品」や「商品誤り」
 がございましたら7日以内にご連絡ください。
 無料で交換の手配をいたします。

●返品について ①お客様のご都合による返品、発送手続き後のキャンセルの場合返品に
　　　　　　　　　　　 　 かかる送料はお客様負担となりますのであらかじめご了承ください。
　 ②返品・交換は商品到着後7日以内にご連絡ください。
　 ③7日以上経過した商品の返品・交換は、ご容赦願います。
　 ④お客様のご都合による返品は未使用かつ未開封のものに限ります。
 ⑤食料品に関してはお客様のご都合による返品、発送手続き後の
　　　　　　　　　　　　  キャンセルはご容赦ください。

●お振込先1 南都銀行　桜井支店　普通　2141764
 口座名義　カ）アレルギーヘルスケア

●お振込先2 ゆうちょ銀行　記号 14530　番号 19033391
 ●他の金融機関からのお振込みの場合は以下の内容をご指定下さい。
 　銀行名:ゆうちょ銀行　店名・店番:458　普通預金　1903339
 口座名義 株式会社アレルギーヘルスケア

代金
引換

コンビニ払い
（後払い）

銀行振込
（前払い）

もぐもぐ共和国のカタログに表示されている
商品価格はすべて、税別金額です。表示価格は全て税別です。

https://www.mogumogu.jp/

もぐもぐ共和国

ご注文のご案内

※冷凍・冷蔵など温度帯の異なる商品は同梱できませんので、それぞれに送料及びクール料金がかかります。



もぐもぐ共和国 FAX専用注文書
アトピー＆アレルギーをもつ方のための
生活応援サイト

http://www.mogumogu.jp/

FAX:0744-44-5552
FAX頂きますと48時間以内確認FAXをお送りします。
（土・日祝祭日の場合は翌営業日になります。）

金　　額数　量ご 注 文 商 品 名商品コード

★【お名前】

★【お電話、FAX番号】

★【郵便番号】【ご住所】

　【メールアドレス】

★【決済方法】
（□チェック印）

★時間指定の有無

お電話番号：　　　　　　　　　　　　　FAX番号：

〒

□代引き（商品配達時にお支払い）　　　　　　　□コンビニ払い（後払い）

□銀行振込（前払い）（入金確認後の発送となります）
【お支払先】南都銀行　桜井支店　普通口座 2141764
　　　　　株式会社 アレルギーヘルスケア

ゆうちょ銀行　記号 14530　番号 19033391
●他の金融機関からのお振込みの場合は以下をご指定下さい。
銀行名 ゆうちょ銀行　店名・店番 四五八　普通預金 1903339
株式会社 アレルギーヘルスケア

□ 無　　□ 午前中　□14時～16時　□16時～18時　□18時～20時　□19時～２１時

○ご依頼人様（★は必ずご記入ください）

★【お名前】

★【お電話、FAX番号】

★【郵便番号】【ご住所】

　【メールアドレス】

お電話番号：　　　　　　　　　　　　FAX番号：

〒

○お届け先（ご依頼人様とお届け先が異なる場合必ずご記入ください。）

［送料］
 お買い上げの合計金額、お届け先および温度帯に
 応じて送料が異なります。詳細については裏面の
 送料一覧表をご確認ください。

［お支払いの際の手数料について］
「代引き」でお支払いの方は、代引き手数料330円がかかります。
「コンビニ払い（後払い）」でお支払いの方は、決済手数料440円がかかります。
「銀行振込」の手数料は、お客様負担でお願い致します。

FAXは２４時間受付中です

Copyright ©2006-2021 mogumogu.jp All Right Reserved.

このFAX専用注文用紙は、パソコンで文字入力して頂くことができます。文字入力には、Adobe Readerをご利用ください。

※常温商品と冷凍・冷蔵商品は同梱できませんので、それぞれに送料がかかります。



もぐもぐ共和国　送料一覧表

 10,000円未満 20,000円未満 20,000円以上
 1,540円 1,210円 660円

 880円 550円 送料無料

 880円 550円 送料無料

 660円 330円 送料無料

 660円 330円 送料無料

 660円 330円 送料無料

 660円 330円 送料無料

 660円 330円 送料無料

 770円 440円 送料無料

 770円 440円 送料無料

 880円 550円 送料無料

 880円 550円 送料無料

 2,420円 2,090円 1,540円

お買い上げ金額（税込商品合計額）

常温配送料 + クール便手数料 440円（税込）

配送地域

北海道

青森県・岩手県・秋田県

宮城県・山形県・福島県

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県
千葉県・東京都・神奈川県・山梨県

新潟県・長野県

富山県・石川県・福井県

岐阜県・静岡県・愛知県・三重県

滋賀県・京都府・大阪府
兵庫県・奈良県・和歌山県
鳥取県・島根県・岡山県
広島県・山口県

徳島県・香川県・愛媛県・高知県

福岡県・佐賀県・長崎県・大分県

熊本県・宮崎県・鹿児島県

沖縄県

常温配送料金

クール便手数料

冷凍・冷蔵配送料金

※税込価格


