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ひとひとつ上のサービ上のサービスのご提供を。を。

人と環境への配慮をお客様と人と環境への配慮をお客様とともともに・・・・・・

爽やか爽やかでゆったりとした使い心地の良いゆったりとした使い心地の良いアメニメニティ。ティ。

それそれは厳選された素材や使用感だけでなく厳選された素材や使用感だけでなく、使うこと自身が自然にやさしい使うこと自身が自然にやさしい心遣い心遣い。

使いながら使いながら人と環境にやさしくできるという心の満足感。と環境にやさしくできるという心の満足感。

「ひとつ上のサービスのご提供を「ひとつ上のサービスのご提供を・・・・・・」

サラヤは衛生・環境・健康に配慮したコンセプトのもと、サラヤは衛生・環境・健康に配慮したコンセプトのもと、

人にやさしく安にやさしく安全なものを安心してご使用いただけるというだけでなくなものを安心してご使用いただけるというだけでなく

環境にもやさしい製品の開発を行っています。環境にもやさしい製品の開発を行っています。

C o n tn t e n t sn t s
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マリンホイップ

Marine Whip
洗顔・手洗い用石けん液

06

ラシュヴェール

Lachevert
ルーム用シャンプー・コンディショナー・ボディソープ

ラシュヴェール ファーノ

Lachevert Fano
ルーム用シャンプー・コンディショナー・ボディソープ

サニピュア

Sanipure
消臭・除菌剤

07

08

11Hand soap
手洗い石けん液

Hand soap container
手洗い石けん液専用容器



ラシュヴェールLLacachevert

環境と人にやさしいひとつ上の環境と人にやさしいひとつ上のアメニティメニティ厳選されたミネラルと太陽の恵みたっぷりのハーブエキスで厳選されたミネラルと太陽の恵みたっぷりのハーブエキスで
さっぱりとしたやさしい洗いあがりさっぱりとしたやさしい洗いあがり

ラシュヴェール 
詰替容器

商品コード：26746  
規格：350ｍＬ ポンプ付 シャンプー用  入数：20
サイズ：W62×D62×H224mm（ポンプアップ時）

ラシュヴェール 容器トレー

商品コード：26749  
入数：20 サイズ：W204×D76×H10mm

環境負荷低減を考えたアメニティを提案。
ラシュヴェールは植物由来の原料を厳選することで、より優れた
生分解性を示し、人にやさしく・水にやさしく・土にやさしく・
地球にやさしい商品です。

ハーブエキスと天然精油のナチュラル成分で輝く髪と素肌へ導きます。
グリーンフローラルの香りに包まれ、贅沢で心地のよい時間を…。　

日 数

■ラシュヴェール生分解性試験

生
分
解
度
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ルーム用シャンプー・コンディショナー・ボディソープ

●チャ葉エキス
●ブドウ葉エキス
●ローマカミツレ
花エキス

●ローヤルゼリー
エキス

保湿成分
●ダマスクバラエキス
●ローズマリー油
●オニサルビア油

香り成分
（天然香料配合）
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ラシュヴェール 
シャンプー

商品コード：26732  
規格：10Ｌ（B.I.B.）  入数：1

ラシュヴェール 
コンディショナー

商品コード：26735  
規格：10Ｌ（B.I.B.）  入数：1

ラシュヴェール 
ボディソープ

商品コード：26734 
規格：10Ｌ（B.I.B.）  入数：1

ラシュヴェール 
詰替容器

商品コード：26747
規格：350ｍＬ ポンプ付 コンディショナー用  入数：20
サイズ：W62×D62×H224mm（ポンプアップ時）

ラシュヴェール 
詰替容器

商品コード：26748  
規格：350ｍＬ ポンプ付 ボディソープ用  入数：20
サイズ：W62×D62×H224mm（ポンプアップ時）

環境
対応

減容容器

環境
対応

減容容器

環境
対応

減容容器

※OECD準拠：
　２８日以内で６０％を
　超えた場合、易生分
　解性とみなす。

大容量ボトル

商品コード：26753
規格：1Ｌ ポンプ付

シャンプー用
入数：20 
サイズ：W98×D78×H220mm 

大容量ボトル

商品コード：26754
規格：1Ｌ ポンプ付

コンディショナー用
入数：20 
サイズ：W98×D78×H220mm 

大容量ボトル

商品コード：26755
規格：1Ｌ ポンプ付

ボディソープ用
入数：20 
サイズ：W98×D78×H220mm 

※ラシュヴェール詰替容器３本セット時（ボトルトレー含む）のサイズ：W204× 
D76×H229mm（ポンプアップ時）※内容液は当社指定のラシュヴェールをお使
いください。他社の製品を使用した場合、トラブルが生じる恐れがあります。※詰替
容器には液剤は入っていません。ラシュヴェール10L（B.I.B.）をお求めください。

時間と共にうつろうグリーンフローラルの時間と共にうつろうグリーンフローラルの
香りの変化をお楽しみください。香りの変化をお楽しみください。

髪と地肌にうるおい・ツヤを髪と地肌にうるおい・ツヤを
与えます。与えます。

Top note
Middle note
Base note

バイオレット、グリーン
ジャスミン、フリージア、シャクヤク
シダーウッド、アンバー、ムスク

異物混入
などの
いたずらを
防止！

チャ
イル
ドロック付き

Lacheve r t［ラシュヴェール］とは"緑の休息"を表した造語。
「緑の温もりと爽やかさ」、「緑輝く地球に還る」というコンセプトでつくられたシャンプー・コンディショナー・ボディソープです。
グリーンフローラルの香りとともに、さっぱりとした爽快感を与えてくれます。

人にやさしにやさしい厳選された天然エキス、天然精厳選された天然エキス、天然精油へのこだわり・・・へのこだわり・・・
グリーンフローラルの香りが心地よいバスグリーンフローラルの香りが心地よいバスアメニメニティです。ィです。

（日）

（％）

シャンプー

ボディーソープ
コンディショナー



ラシュヴェール 容器トレー

商品コード：26749  
入数：20 サイズ：W204×D76×H10mm

※ラシュヴェールファーノ詰替容器３本セット時（ボトルトレー含む）のサイズ：
W204×D76×H229mm（ポンプアップ時）※内容液は当社指定のラシュヴェールを
お使いください。他社の製品を使用した場合、トラブルが生じる恐れがあります。※詰替
容器には液剤は入っていません。ラシュヴェール10L（B.I.B.）をお求めください。

ラシュヴェール ファーノ 
詰替容器

商品コード：26750  
規格：350ｍＬ ポンプ付 シャンプー用  入数：20
サイズ：W62×D62×H224mm（ポンプアップ時）

ラシュヴェール 
ファーノ 
シャンプー

商品コード：26736  
規格：10Ｌ（B.I.B.）  入数：1

ラシュヴェール 
ファーノ
コンディショナー

商品コード：26737
規格：10Ｌ（B.I.B.）  入数：1

ラシュヴェール
ファーノ 
ボディソープ

商品コード：26738 
規格：10Ｌ（B.I.B.）  入数：1

ラシュヴェール ファーノ  
詰替容器

商品コード：26751  
規格：350ｍＬ ポンプ付 コンディショナー用  入数：20
サイズ：W62×D62×H224mm（ポンプアップ時）

ラシュヴェール ファーノ  
詰替容器

商品コード：26752  
規格：350ｍＬ ポンプ付 ボディソープ用  入数：20
サイズ：W62×D62×H224mm（ポンプアップ時）

ラシュヴェール ファーノLacLachevhevert ert FanFano ルーム用シャンプー・コンディショナー・ボディソープ

環境
対応

減容容器

環境
対応

減容容器

環境
対応

減容容器

タヒチ産の黒蝶貝（Pinctada Margaritihera）やアコヤ貝を
使用し、その真珠層から得る動物性タンパク質を含んだ液体
です。（主成分はポリペプチドとアミノ酸）

世界中から集めた褐藻類（コンブ・ワカメ
など）の混合抽出液（特に水溶性成分を
中心に抽出）です。

収斂
・

保湿成分

肌ストレスを軽減。髪にツヤと肌ストレスを軽減。髪にツヤと潤いを与え、与え、
キューティクルのダメージを補修します。キューティクルのダメージを補修します。

毛穴を引き締め、髪の毛穴を引き締め、髪の
キューティクルを保護します。キューティクルを保護します。

●加水分解コンキオリン保湿成分 ●褐藻エキス

人と自然にやさしいひとつ上のアメニティ人と自然にやさしいひとつ上のアメニティ肌ダメージに配慮したクリーミーな泡立ちのノンシリコンシャンプー肌ダメージに配慮したクリーミーな泡立ちのノンシリコンシャンプー

ラシュヴェールファーノは原料のほとんどに植物由来のものを
使用することで、優れた生分解性を実現、人と自然にやさしい
商品です。

アドリア海の透き通った海岸線と悠久の自然が織り成す、魅力的なリゾート地「Fano」。
輝く海の鼓動をイメージした「マリンフローラル」の香りとともに穏やかな心地よさとさわやかさを演出します。

きめ細かい泡が髪と髪の間に入り込み、クッションの役割で髪が痛むのを防ぎます。
また、コンディショニング効果のある植物由来成分がすすぎ時のきしみを抑え、二種類の
海洋エキスが髪の潤いを守ります。

■ラシュヴェール ファーノ生分解性試験

異物混入
などの
いたずらを
防止！

チャ
イル
ドロック付き
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チャ
イル
ドロック付き

※10日間で50％の
生分解度を示しま
した。

※タラソテラピーは海洋性気候のも
と、海水、海藻などの海の資源を用
いて、運動・栄養・休養をバランスよく
活用する総合的な療法です。近年で
はストレス解消や美容など幅広い目
的で親しまれています。

タラソテラピタラソテラピー      で注目の海洋由来エキスが、で注目の海洋由来エキスが、
髪と素髪と素肌に潤肌に潤いを与えます。を与えます。

※

大容量ボトル

商品コード：26753
規格：1Ｌ ポンプ付

シャンプー用
入数：20 
サイズ：W98×D78×H220mm 

大容量ボトル

商品コード：26754
規格：1Ｌ ポンプ付

コンディショナー用
入数：20 
サイズ：W98×D78×H220mm 

大容量ボトル

商品コード：26755
規格：1Ｌ ポンプ付

ボディソープ用
入数：20 
サイズ：W98×D78×H220mm 

日 数

生
分
解
度

0

20

40

60

80

0 2 4 6 8 10（日）

（％）

シャンプー

ボディーソープ
コンディショナー



1

2
3

異物混入
などの
いたずらを
防止！

チャ
イル
ドロック付き

マリンホイップMarinMarine Whipip 洗顔・手洗い用石けん液 サニピュアSanSanipureure 多機能消臭・除菌剤

布についたニオイに直接スプレー布についたニオイに直接スプレー
気になるニオイをすばやく消臭・除菌します。気になるニオイをすばやく消臭・除菌します。

布製品のシワを布製品のシワを
軽減します。軽減します。

静電気を静電気を
防止します。防止します。

お部屋に潜むタバコ（ニコチン、アセトアルデヒドな
ど）や靴のニオイ、エアコンの他、布製品などのニ
オイに消臭効果を発揮します。除菌成分配合で雑
菌の繁殖も防ぎ、清潔をキープ。さわやかな柑橘系
の香りです。

超微細で豊かな泡立ちは、やさしくお顔や手肌を包み込み保湿成
分が使用後の満足感を満たしてくれます。保湿成分としてPGA
（ポリグルタミン酸）を配合。着色料や鉱
物油、防腐剤などは使用せず低刺激性
の原料で作られています。さわやかなマ
リンフローラルの香りで、上質な雰囲気
を演出。よりしっとりと滑らかなお肌へと
導きます。

チェックアウト時にすっきりとした気持ちでお出かけいただきたい
との要望に応え、客室用の消臭・除菌剤を用意しました。お客様の
洋服からカーテン、ベッドマット、エアコンフィルターなど気になる
ニオイをすばやく取り除きます。また消臭・除菌ができるためベッド
メイク時はもちろん部屋置きにもご使用いただけます。

洗浄成分にはすべて植物由来成分を厳選し、高い生分解性で、
排出後もすばやく分解されます。

環境にもやさしい植物由来成分の使用環境にもやさしい植物由来成分の使用

※詳しくはお問い合わせください。黒　緑　青　金

対応容器：SB-400FF型
印字範囲：H85×W40～45mm
対 応 色：

洗顔・手洗い用容器

Face & Hand soap 
PET容器

商品コード：21264  
規格：400ｍＬ SB-400FF型 泡ポンプ付
入数：12  サイズ：W72×D72×H190mm

スプレーボトル

商品コード：45059
規格：400ｍＬ サニピュア布製品の消臭用 
入数：16  サイズ：W103×D95×H236mm

マリンホイップ

商品コード：23489
規格：5kg  入数：3 サニピュア 布製品の消臭

商品コード：45058
規格：10Ｌ（B.I.B.）  入数：1

ホテル名やロゴ等、ご希望の名入れを
承ります。ブランディングなど、オリジナル
石けん液容器としてご利用ください。

フォーミングハンドソープが超微細な泡で吐出されるので、より豊かな泡立ちになり、手指からこぼれることなく、すみずみまで行きわたります。
また、少量の薬液で泡ができるので、使用量も少なく経済的です。

Face & Hand soap 
PET容器

商品コード：21263  
規格：400ｍＬ SB-400F角型 泡ポンプ付
入数：12  サイズ：W72×D75×H189mm

環境
対応

減容容器

環境
対応

減容容器

名 入 れ を 承 りま す

手肌にやさしい保湿成分手肌にやさしい保湿成分

●PGA（ポリグルタミン酸）

保湿成分
※ポリグルタミン酸は、バイオ技術によって納豆のネバネバ成分から抽出
されたアミノ酸ポリマーで、皮膚の保湿に欠かせないNMF成分（天然保
湿因子）を活性化すると言われています。安全性が高く、優れた保湿
機能を併せ持つ画期的な成分です。

OptionOption

３０分 ６０分

0

20

40

60

80

100
（％）

■検知管法で測定した「サニピュア布製品の消臭」
　及び他社製品のイソ吉草酸に対する消臭効果

蒸
留
水
と
比
較
し
た
と
き
の

相
対
的
臭
気
残
存
率

サニピュア
布製品の消臭

Ａ社製品 Ｂ社製品 蒸留水

未使用時 使用時

未使用時 使用時
※サニピュア スプレーボトルには液は含まれません。別売りとなります。　
※当社指定のサニピュア 布製品の消臭をお使いください。他社の製品を使用した場合、トラブルが生じる恐れがあります。

PRTR制度対応品

滑らかで超微細な泡立ちと高い保湿性で滑らかで超微細な泡立ちと高い保湿性で
一つ上の満足感を…一つ上の満足感を…

ゆったりと寛ぎたい空間。ゆったりと寛ぎたい空間。
さわやかな香りで快適にすごしていただきたい…。さわやかな香りで快適にすごしていただきたい…。
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マリン
フローラル
の香り

さわやかな
柑橘系の香り
天然精油配合 

  

液 状



パブリックトイレ対応  手洗い石けん液専用容器

容器容量

550ｍＬ
容器容量

600ｍＬ
容器容量

400ｍＬ

容器容量

1000ｍＬ

容器容量

500ｍＬ

インテリインテリア性豊かなＰＥＴ樹脂製ア性豊かなＰＥＴ樹脂製
ポンプ式容器です。ポンプ式容器です。

ウォシュボン有田焼容器

独特の質感と艶感を持つ伝統工芸品の有田焼に、独特の質感と艶感を持つ伝統工芸品の有田焼に、
スタイリッシュなテイストをプラスした手洗い容器の逸品です。スタイリッシュなテイストをプラスした手洗い容器の逸品です。
洗面台を豪華に演出します。洗面台を豪華に演出します。

有田焼やま型 ウォシュボン容器

商品コード：24042
規格：550mL 

ML-550SFNやま型 泡ポンプ付 白
入数：6  サイズ：W122×D94×H197mm

有田焼つぼみ型 ウォシュボン容器

商品コード：24044
規格：600mL 

ML-600SFNつぼみ型 泡ポンプ付 白 
入数：6  サイズ：W116×D116×H197mm

ウォシュボン陶器製容器 
ホワイト

商品コード：21905 
規格：1000mL MD-１ ホワイトツイスト
入数：6  サイズ：W152×D152×H168mm

ウォシュボン陶器製容器 
ホワイト

商品コード：21908 
規格：500mL MB-500BS ホワイト 
入数：6  サイズ：W117×D117×H143mm

ウォシュボン陶器製容器 
マリンブルー

商品コード：21906 
規格：500mL MB-500BS マリンブルー 
入数：6  サイズ：W117×D117×H143mm

ウォシュボン陶器製容器 
ワインレッド

商品コード：21907 
規格：500mL MB-500BS ワインレッド 
入数：6  サイズ：W117×D117×H143mm

ウォシュボン陶器製容器 
マリンブルー

商品コード：21903 
規格：1000mL MF-１ マリンブルー 
入数：6  サイズ：W147×D147×H175mm

ウォシュボン陶器製容器 
ワインレッド

商品コード：21904
規格：1000mL MF-１ ワインレッド 
入数：6  サイズ：W147×D147×H175mm

ウォシュボン陶器製容器

手洗い石けん液ウォシュボン専用のポンプ式容器です。高い質感の陶器製。個性の出しづらい洗面台を豪華に演出します。手洗い石けん液ウォシュボン専用のポンプ式容器です。高い質感の陶器製。個性の出しづらい洗面台を豪華に演出します。

ウォシュボン陶器製容器
ホワイト

商品コード：21902  
規格：1000mL MD-１F 泡ポンプ付 ホワイトツイスト
入数：6  サイズ：W152×D152×H168mm

ウォシュボンPET容器

商品コード：23956
規格：400mL 
入数：8 
サイズ：W97×D97×H126mm

ウォシュボン陶器製容器
マリンブルー

商品コード：21901  
規格：1000mL MF-１F 泡ポンプ付 マリンブルー
入数：6  サイズ：W147×D147×H162mm
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何気ない「手を洗う」という行為への満足感の追求は、手洗いからはじまったサラヤの歴史でもあります。何気ない「手を洗う」という行為への満足感の追求は、手洗いからはじまったサラヤの歴史でもあります。
使い心地やデザイン性にこだわった石けん容器は、客室やパブリックトイレなど、使い心地やデザイン性にこだわった石けん容器は、客室やパブリックトイレなど、
個性が出しづらいアメニティ空間を演出します。個性が出しづらいアメニティ空間を演出します。

アメニティ空間に華やかに演出を。アメニティ空間に華やかに演出を。
シーンに応じた多彩なラインナップをご用意。シーンに応じた多彩なラインナップをご用意。

専用トレー付き

専用トレー付き

専用トレー付き

ウォシュボンＰＥＴ容器W W

W

※石けん液容器には薬液は含まれません。
　別売りとなります。　
※当社指定のウォシュボンをお使いください。
　他社の製品を使用した場合、トラブルが
　生じる恐れがあります。



容器容量

500ｍＬ

容器容量

500ｍＬ

ウォシュボンＳフォーム

商品コード 規格 入数

23910
23947

18kg

5kg

1

3

商品コード 規格 入数

23466
23469
23659

18kg

5kg

2kg

1

3

6

商品コード 規格 入数

23468 5kg 3

ウォシュボンG

香料配合タイプ。白色泡状手洗い石けん液。
さわやかなシトラスの香りです。

香料配合タイプ。殺菌・消毒ができる白色泡状
手洗い石けん液。やさしいフローラルの香りです。

ヤシ油からつくった乳液状の石けん液。
カシミヤのような泡立ちでフローラルノートの香りです。

ウォシュボン シトラスフォームC

シャボネット フォーミングハンドソープ
グリーンフォレスト

シャボネット フォーミングハンドソープ
シトラス

ウォシュボンシリーズ 

手洗い石けん液専用容器

シャボネット フォーミングハンドソープ
グリーンアップル

商品コード 規格 入数

23018 5kg 3

商品コード 規格 入数

23028 5kg 3

商品コード 規格 入数

23017 5kg 3

さわやかな柑橘系の香りで気分をリフレッシュ!甘くみずみずしいグリーンアップルの香り。
手洗い後のリラックス感を演出。

すっきりさわやかな香りで、森林浴気分を手軽に
お楽しみいただけます。

シャボネットシリーズ

シノワ白磁風ボトル
青花柄

商品コード：21140  
規格：500mL 

SB-500DB 泡ポンプ付 
シノワ青花

入数：20 
サイズ：W97×D75×H186mm

シノワ白磁風ボトル
ジャパネスク春草柄

商品コード：21142  
規格：500mL 

SB-500DB 泡ポンプ付 
ジャパネスク春草 

入数：20 
サイズ：W97×D75×H186mm

シャボネット フォーミングハンドソープPET容器

手洗い石けん液シャボネット専用のポンプ式容器です。手洗い石けん液シャボネット専用のポンプ式容器です。
白磁のような風合とヨーロッパ風の花模様がかわいらしさと高級感を演出。カフェ、レストランなどのパウダールームにも。白磁のような風合とヨーロッパ風の花模様がかわいらしさと高級感を演出。カフェ、レストランなどのパウダールームにも。

シャボネット フォーミングハンドソープ磁器製容器

商品コード：21872  
規格：500mL 

MM-500F 泡ポンプ付 青花
入数：6 サイズ：W106×D77×H214mm

磁器製容器  青花柄

商品コード：21873  
規格：500mL 

MM-500F 泡ポンプ付 アラベスク
入数：6 サイズ：W106×D77×H214mm

磁器製容器  アラベスク柄

手洗い石けん液シャボネット専用のポンプ式容器です。質感の高い磁器製で、洗面台を豪華に演出します。手洗い石けん液シャボネット専用のポンプ式容器です。質感の高い磁器製で、洗面台を豪華に演出します。

※石けん液容器には薬液は含ま
　れません。別売りとなります。
※当社指定のシャボネットをお使
　いください。他社の製品を使用
　した場合、トラブルが生じる恐れ
　があります。

商品コード：21870  
規格：500mL 

MM-500F 泡ポンプ付 バラ
入数：6 サイズ：W106×D77×H214mm

磁器製容器  バラ柄

商品コード：21871  
規格：500mL 

MM-500F 泡ポンプ付 アリス
入数：6 サイズ：W106×D77×H214mm

磁器製容器  アリス柄

“香る”フレグランス石けん液
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P.8・9の容器でお使いいただけます。

P.10の容器でお使いいただけます。

S

S S

W

手洗い石けん液
ラインナップ

Line Up 手洗い石けん液ウォシュボン、シャボネットはそれぞれ、手洗い石けん液ウォシュボン、シャボネットはそれぞれ、
手洗いと同時に殺菌・消毒もできる医薬部外品タイプや泡状・液状のラインナップをお選びいただけます。手洗いと同時に殺菌・消毒もできる医薬部外品タイプや泡状・液状のラインナップをお選びいただけます。

環境
対応

減容容器

環境
対応

減容容器

環境
対応

減容容器

環境
対応

減容容器

環境
対応

減容容器

環境
対応

減容容器
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327×262×257

327×262×257

327×262×257

210×210×90

243×243×240

243×243×240

243×243×240

327×262×257

327×262×257

327×262×257

210×210×90

243×243×240

243×243×240

243×243×240

445×420×260

445×420×260

445×420×260

293×236×200

313×265×204

410×238×304

395×390×260

243×243×240

465×315×230

465×315×230

389×197×133

464×282×192

464×282×192

464×282×192

530×360×200

530×360×200

530×360×200

530×360×200

530×360×200

26746

26747

26748

26749

26732

26735

26734

26750

26751

26752

26749

26736

26737

26738

26753

26754

26755

21263

21264

23489

45059

45058

24042

24044

23956

21908

21906

21907

21902

21901

21904

21905

21903

ラシュヴェール 02-03

04-05

02-05

06

ラシュヴェール ファーノ

ラシュヴェール／
ラシュヴェール ファーノ
共通 大容量ボトル

Face＆Hand Soap 
PET容器

ウォシュボン有田焼容器

サニピュア

ウォシュボン陶器製容器

ウォシュボンPET容器

詰替容器 350mL ポンプ付 シャンプー用

詰替容器 350mL ポンプ付 コンディショナー用

詰替容器 350mL ポンプ付 ボディソープ用

容器トレー

シャンプー 10L（B.I.B.）

コンディショナー 10L（B.I.B.）

ボディソープ 10L（B.I.B.）

詰替容器 350mL ポンプ付 シャンプー用

詰替容器 350mL ポンプ付 コンディショナー用

詰替容器 350mL ポンプ付 ボディソープ用

容器トレー

シャンプー 10L（B.I.B.）

コンディショナー 10L（B.I.B.）

ボディソープ 10L（B.I.B.）

詰替容器 1L ポンプ付 シャンプー用

詰替容器 1L ポンプ付 コンディショナー用

詰替容器 1L ポンプ付 ボディソープ用

400mL SB-400F角型 泡ポンプ付

400mL SB-400FF型 泡ポンプ付

5kg

詰替容器 400mL スプレー付 布製品の消臭用

10L（B.I.B.）

550mL ML-550SFN やま型 泡ポンプ付 白

600mL ML-600SFN つぼみ型 泡ポンプ付 白

400mL ポンプ付

500mL MB-500BS ポンプ付 ホワイト

500mL MB-500BS ポンプ付 マリンブルー

500mL MB-500BS ポンプ付 ワインレッド

1L MD-1F 泡ポンプ付 ホワイト

1L MF-1F 泡ポンプ付 マリンブルー

1L MF-1 ポンプ付 ワインレッド

1L MD-1 ポンプ付 ホワイト

1L MF-1 ポンプ付 マリンブルー

20

20

20

20

1

1

1

20

20

20

20

1

1

1

20

20

20

12

12

3

16

1

6

6

8

6

6

6

6

6

6

6

6

ITF：1-49-87696-26746-3

ITF：1-49-87696-26747-0

ITF：1-49-87696-26748-7

ITF：1-49-87696-26749-4

JAN：49-87696-26732-9

JAN：49-87696-26735-0

JAN：49-87696-26734-3

ITF：1-49-87696-26750-0

ITF：1-49-87696-26751-7

ITF：1-49-87696-26752-4

ITF：1-49-87696-26749-4

JAN：49-87696-26736-7

JAN：49-87696-26737-4

JAN：49-87696-26738-1

JAN：49-87696-26753-4

JAN：49-87696-26754-1

JAN：49-87696-26755-8

ー

ー

JAN：49-87696-23489-5

JAN：49-87696-45059-2

JAN：49-87696-45058-5

JAN：49-87696-24042-1

JAN：49-87696-24044-5

JAN：49-73512-23956-4

JAN：49-87696-21908-3

JAN：49-87696-21906-9

JAN：49-87696-21907-6

JAN：49-87696-21902-1

JAN：49-87696-21901-4

JAN：49-87696-21904-5

JAN：49-87696-21905-2

JAN：49-87696-21903-8

62×62×224 

62×62×224

62×62×224

204×76×10

243×243×240

243×243×240

243×243×240

62×62×224

62×62×224 

62×62×224

204×76×10 

243×243×240

243×243×240

243×243×240

98×78×220

98×78×220

98×78×220

72×75×190

72×75×190

230×120×284

103×95×236

243×243×240

122×94×197

116×116×197

97×97×126

117×117×143

117×117×143

117×117×148

152×152×168

147×147×162

147×147×175

152×152×168

147×147×175

商品コードページ ページ商 品 名 称 規　　格 入数 流通関連コード 単品サイズ（mm）
W×D×H

外装サイズ（mm）
W×D×H

単品サイズ（mm）
W×D×H

外装サイズ（mm）
W×D×H

360×180×231

360×180×231

360×180×231

360×180×231

494×310×198

494×310×198

240×240×350

410×238×304

450×310×244

410×238×304

240×240×350

410×238×304

410×238×304

410×238×304

410×238×304

21870

21871

21872

21873

21140

21142

23466

23469

23659

23468

23910

23947

23028

23018

23017

500mL MM-500F 泡ポンプ付 バラ

500mL MM-500F 泡ポンプ付 アリス

500mL MM-500F 泡ポンプ付 青花

500mL MM-500F 泡ポンプ付 アラベスク

500mL SB-500DB 泡ポンプ付 シノワ青花

500mL SB-500DB 泡ポンプ付 ジャパネスク春草

18kg

5kg

2kg

5kg

18kg

5kg

グリーンアップル 5kg

シトラス 5kg

グリーンフォレスト 5kg

6

6

6

6

20

20

1

3

6

3

1

3

3

3

3

ITF：1-49-87696-21870-0

ITF：1-49-87696-21871-7

ITF：1-49-87696-21872-4

ITF：1-49-87696-21873-1

ITF：1-49-87696-21140-4

ITF：1-49-87696-21142-8

JAN：49-73512-23466-8

JAN：49-73512-23469-9

JAN：49-87696-23659-2

JAN：49-73512-23468-2

JAN：49-73512-23910-6

JAN：49-73512-23947-2

JAN：49-87696-23028-6

JAN：49-87696-23018-7

JAN：49-87696-23017-0

106×77×214

106×77×214

106×77×214

106×77×214

97×75×186

97×75×186

240×240×350

230×120×284

150×89×225

230×120×284

240×240×350

230×120×284

230×120×284

230×120×284

230×120×284

10

11

フォーミングハンドソープ
磁器製容器

フォーミングハンドソープ
PET容器

ウォシュボンSフォーム

ウォシュボンG

ウォシュボンシトラスフォームC

シャボネット
フォーミングハンドソープ

商品コード 商品名称 規　　格 入数 流通関連コード

W=幅 D=奥行き H=高さ W=幅 D=奥行き H=高さ

マリンホイップ

07

08

09

掲載商品一覧表
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