Enrich your life!
PRODUCT CATALOG 2021

“Enrich your Life” , Keeping this concept in mind, we seek to continue
oﬀering alluring products from all over the world, which tell stories of
“Health & Beauty” , “Nature & Organic Origins”

COMPANY PROFILE
会社概要

会社名称

ダイショートレーディング株式会社

事業内容

Daisho Trading Corp.

下記品目の輸出入および卸売、企画・製造・販売
・化粧品（主にナチュラル＆オーガニックコスメ）
・食品 （主にヘルスケアフード）
・日用品

本社所在地

〒561-0872

・環境配慮型製品

大阪府豊中市寺内 2 丁目 8 番 1-102 号
TEL. 06-6866-1382

EC サイトおよび実店舗「Itʼs My Thing」の運営

FAX. 06-6864-6600
WEB site. http://www.daishotrading.co.jp/
E-commerce site. https://www.itsmything.jp/

主要取引先
株式会社 ACME
株式会社アダストリア
株式会社アミング

会社設立

1986 年 4 月 1 日

株式会社アーバンリサーチ
株式会社イオンボディ
株式会社ウェルカム

資本金

1,000 万円

株式会社 JTB 商事
株式会社ジュン
スポーツクラブ NAS 株式会社

代表者

代表取締役社長

氏家

武嗣

株式会社ストライプインターナショナル
株式会社東急ハンズ
日本リビング株式会社

取引銀行

関西みらい銀行

株式会社阪急スタイルレーベルズ

三井住友銀行

ビオセボン・ジャポン株式会社
株式会社ビショップ

決算期

3 月（年 1 回）

株式会社ビームス
株式会社フィル・エ・クチーレ
株式会社ベイクルーズ
株式会社マグスタイル

国内外 他多数（50 音順）
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自然豊かな南フランスで生まれたマルセイユソープブランド
オリーブオイルを運んでいた船の名称を由来に持つ “ラ・コルベット” は、

本物のマルセイユソープ「サボン・ド・マルセイユ」を作り続けて 120 年以

上の歴史を重ねてきた、“Savonnerie du Midi（サボネリー・デュ・ミディ社）”
が展開するナチュラル＆オーガニック ライフスタイルブランド。大釜でオリー
ブオイルを炊き上げる伝統製法を守りながら、今もなお、世界中にマルセイ
ユソープの魅力を発信しています。

Savon de marseille
サボン・ド・マルセイユ

伝統的な釡炊きけん化法により
つくられた、正真正銘本物のマ
ルセイユソープ。天然植物オイ

ルを “72%” 以上配合しなければ

ならないなど、300 年以上前か

ら続く厳しい基準を満たした無
添加オリーブ石鹸です。皮脂の
汚れをほどよく洗い流し、しっ
とりとした洗い上がり。乾燥肌
や洗顔におすすめ。

サボン・ド・マルセイユ

サボン・ド・マルセイユ

オリーブ 300G

オリーブ 100G

定価：

4

¥ 900

発注単位：

16

定価：

¥ 600

発注単位：

サボン・ド・マルセイユ

オリーブ 100G
12

定価：

¥ 450

発注単位：

24

Savon de Provence
サボン・ド・プロヴァンス

120 年以上前から本物のマルセ
イユ石鹸を作り続けるサボネ

リー・デュ・ミディ社製のナチュ

ラルフレグランスソープ。皮脂
の汚れをしっかりと落としなが
らも、パームオイルやグリセリ
ンがお肌に潤いを与えます。お
肌をさっぱりと洗い上げたい、
オリーブ石鹸の香りが苦手、オ
リーブオイルが肌に合わない、
タンスや靴の中の香り付けに、
フレッシュな香りで気分転換し
たいときにおすすめ。

サボン・ド・プロヴァンス

サボン・ド・プロヴァンス

サボン・ド・プロヴァンス

ラベンダー 100G

マリン 100G

ゴートミルク 100G

定価：

¥ 450

発注単位：

24

定価：

¥ 450

発注単位：

24

定価：

¥ 450

発注単位：

サボン・ド・プロヴァンス

レッドベリー 100G
24

定価：

¥ 450

発注単位：

24

Savon LIQUIDE
サボン・リキッド

植物性油脂 100% でつくられた
ナチュラルなハンド & ボディ

ソープ。きめ細かい泡が、お肌

の汚れをしっかりと洗い落とし、
グリセリンなど数種類の天然保
湿成分がなめらかなお肌へと導
きます。美肌へと導く天然由来
のクエン酸も配合。

- 植物由来の洗浄成分配合

- 天然保湿成分グリセリン配合
- 天然美肌成分クエン酸配合

- 天然保湿成分オリーブ油配合

サボン・リキッド

サボン・リキッド

サボン・リキッド

オリーブ 500ML

ラベンダー 500ML

バーベナレモン 500ML

定価： ¥ 1,500

発注単位：

12

定価： ¥ 1,500

発注単位：

12

定価： ¥ 1,500

発注単位：

12
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HAND CREAM 30ML
ハンドクリーム

地中海沿岸で採れたオーガニッ
ク由来のピュアオリーブオイル
や「保湿の王様」ともいわれる
シアバターなど天然由来の高保
湿成分を配合したこだわりのハ
ンドクリーム。べたつかず、手
肌にしっかりとうるおいを与え

ます。パラベン /EDTA/ シリコ

ンフリー。

- 高保湿成分シアバター配合

- 天然保湿成分グリセリン配合
- 有機オリーブ油配合

ハンドクリーム 30ML

ハンドクリーム 30ML

ハンドクリーム 30ML

ハンドクリーム 30ML

オリーブブロッサム

ドンキーミルク

ラベンダー

ヴィンヤードピーチ

定価：

¥ 700

発注単位：

20

HAND CREAM 75ML

¥ 700

発注単位：

20

定価：

オーガニック由来のオリーブオ

われるシアバターなど、天然由

種類の天然保湿成分を配合した

オイルや「保湿の王様」ともい

20

定価：

¥ 700

発注単位：

20

イルや天然シアバターなど、数

来の高保湿成分を配合したこだ

ボディクリーム。べたつかず、

わりのハンドクリーム。べたつ

お肌にしっかりとうるおいを与

かず、手肌にしっかりとうるお

えます。フローラルで落ち着い

いを与えます。パラベン /EDTA/

た香り。

シリコンフリー。

- 有機農法由来のオリーブ油配合

- 有機農法由来のオリーブ油配合
- 天然保湿成分グリセリン配合

発注単位：

ボディクリーム

有機農法由来のピュアオリーブ

- 高保湿成分シアバター配合

¥ 700

BODY CREAM

ハンドクリーム

- 高保湿成分シアバター配合

- 天然保湿成分グリセリン配合

ハンドクリーム 75ML

- 天然カモミールエキス配合

オリーブブロッサム
定価： ¥ 1,500

6

定価：

発注単位：

8

- 天然アロエベラエキス配合

ボディクリーム

オリーブ＆シアバター 200ML
定価： ¥ 2,500

発注単位：

12

SAVON DOUCEUR BIO
サボン・ドゥスール・ビオ

フランス語で “心地よい石鹸” と
いう意のサボン・ドゥスール・

ビオ。有機農法由来成分 75% 以

上のお肌と地球にやさしいオー
ガニックソープです。美肌成分
クエン酸を配合。

- 天然保湿成分グリセリン配合
- 天然美肌成分クエン酸配合

サボン・ドゥスール・ビオ

サボン・ドゥスール・ビオ

サボン・ドゥスール・ビオ

サボン・ドゥスール・ビオ

フィグリーフ 100G

ラベンダー 100G

アルガンオイル 100G

ヴィンヤードピーチ 100G

定価：

¥ 700

SAVON LIQUIDE BIO

発注単位：

12

定価：

¥ 700

発注単位：

12

定価：

発注単位：

12

天然由来成分 99% 無着色無香料

古くからマルセイユ石鹸を製造

お肌に水分補給を与え、やわら

来のオリーブオイルとココナッ

ディ社が長年かけて開発したこ

モンドオイルをたっぷり配合し

し続けるサボネリー・デュ・ミ

ツオイルが、洗い上がりのお肌

たつかず、のびがよく、お肌に

セリンがお肌にうるおいを与え、

さしく、美肌成分である有機カ

快適感を与えてくれます。

敏感肌や赤ちゃんも全身洗えま

モミールウォーターを配合。

12

た贅沢な BIO ボディミルク。べ

ソープ。天然ロバミルクとグリ

す。低刺激性でお肌と地球にや

発注単位：

かな肌へと導くスウィートアー

だわりのオーガニックボディ

に深いうるおいを与えてくれま

¥ 700

ボディローション・ビオ

ヘア＆ボディウォッシュ・ビオ

のリキッドソープ。有機栽培由

定価：

BODY LOTION BIO

HAIR & BODY WASH BIO

サボン・リキッド・ビオ

¥ 700

COSMEBIO コスモスオーガニッ
ク認証取得。

す。美肌成分クエン酸配合。

サボン・リキッド・ビオ

ヘア＆ボディウォッシュ・ビオ

ボディローション・ビオ

フレグランスフリー 500ML

フィグリーフ 500ML

アーモンドオイル 200ML

定価： ¥ 1,800

発注単位：

12

定価： ¥ 2,000

発注単位：

12

定価： ¥ 2,800

発注単位：

12
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SAVON LIQUIDE BIO

HAIR & BODY WASH BIO

La Corvette とフランス海軍がコ

La Corvette とフランス海軍がコ

リキッドソープ。有機栽培由来

クヘア＆ボディソープ。天然ロ

サボン・リキッド・ビオ

ヘア＆ボディウォッシュ・ビオ

ラボした、天然由来成分 99% の

ラボした、こだわりのオーガニッ

のオリーブオイルとココナッツ

バミルクとグリセリンがお肌に

オイルが、洗い上がりのお肌に

うるおいを与え、敏感肌や赤ちゃ

深いうるおいを与えてくれます。

んも全身洗えます。美肌成分ク

COSMEBIO コスモスオーガニッ

エン酸配合。

ク認証取得。

サボン・リキッド・ビオ 500ML

ヘア＆ボディウォッシュ・ビオ 500ML

マリーンナショナル
定価： ¥ 1,800

発注単位：

マリーンナショナル

12

ALEPP SOAP

発注単位：

12

ALEPPO LIQUID SOAP BIO

アレッポソープ

アレッポリキッドソープ・ビオ

オリーブオイルとシリアで収穫

石鹸の産地として名高いアレッ

たローレルオイルのみで作られ

られたフランス生まれのリキッ

された月樹の果実から抽出され

ポの伝統的なレシピに基づき作

たアレッポソープ。伝統的な釜

ドソープ。有機農法由来のロー

炊製法や天日による 9 ヶ月の乾

レルオイルとオリーブオイルが

燥など、アレッポ石鹸特有の製

お肌をやさしく洗い上げ、うる

造方法で今もシリアで製造され

おいを与えてくれます。敏感肌

ています。

や洗顔にもおすすめ。

アレッポソープ

アレッポリキッドソープ・ビオ

200G
定価： ¥ 1,000

8

定価： ¥ 2,000

発注単位：

500ML
12

定価： ¥ 1,800

発注単位：

12

SAVON LIQUIDE BIO
サボン・リキッド・ビオ

自然由来の原材料から作られ、
お肌や自然に優しい有機成分が
豊富に含まれた、贅沢なオーガ
ニック液体ソープ。洗練された
天然由来のフレグランスは、香
水のメッカとして知られるフラ
ンスの南東部に位置するグラー
スで調合されています。

COSMEBIO オーガニック認証取

得。

サボン・リキッド・ビオ 500ML

サボン・リキッド・ビオ 500ML

サボン・リキッド・ビオ 500ML

サボン・リキッド・ビオ 500ML

サボン・リキッド・ビオ 500ML

メディテレーニアン ディライト

ランドオブガリーグ

ガーデンインプロヴァンス

シークレットオブカランク

イースタントリートメント

定価： ¥ 3,000

発注単位：

12

定価： ¥ 3,000

発注単位：

12

定価： ¥

3,000

発注単位：

12

定価： ¥ 3,000

発注単位：

12

定価： ¥ 3,000

発注単位：

12

HAND CREAM BIO
ハンドクリーム・ビオ

自然由来の原材料から作られ、
お肌や自然に優しい有機成分が
豊富に含まれた、贅沢なオーガ
ニックハンドクリーム。洗練さ

れた天然由来のフレグランスは、
香水のメッカとして知られるフ
ランスの南東部に位置するグ
ラースで調合されています。

COSMEBIO オーガニック認証取

得。

ハンドクリーム・ビオ 75ML

ハンドクリーム・ビオ 75ML

ハンドクリーム・ビオ 75ML

ハンドクリーム・ビオ 75ML

ハンドクリーム・ビオ 75ML

メディテレーニアン ディライト

ランドオブガリーグ

ガーデンインプロヴァンス

シークレットオブカランク

イースタントリートメント

定価： ¥ 2,400

発注単位：

12

定価： ¥ 2,400

発注単位：

12

定価： ¥ 2,400

発注単位：

12

定価： ¥ 2,400

発注単位：

12

定価： ¥ 2,400

発注単位：

12
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SAVON NOIR MIRACLE

Savon Noir Ecologique
サボンノワール・エコロジー

サボンノワール・ミラクル

古くからフランスで愛される天

古くからフランスで愛される天

ん。汚れを落としながらも、オ

強い汚れを落としながらも、オ

然由来成分 100% の住居用石け

然由来成分 99% の住居用石けん。

リーブオイルが洗浄面に光沢を

リーブオイルが洗浄面に光沢を

与えて保護してくれます。エコ

与えて保護してくれます。エコ

サート洗剤認証取得。小さなお

サート洗剤認証取得。溶剤、染料、

子様やペットがいるご家庭でも

合成香料は一切使用していませ

安心してお使い頂けます。

ん。

用途：床材・カーペット・タイル・
ガラス窓・木製家具・観葉植物・

洗濯機・換気扇・鍋・銀 / 銅製品・
革製品・衣服など

サボンノワール・エコロジー

サボンノワール・エコロジー

サボンノワール・ミラクル

ブラックソープ 1L

ブラックソープスプレー 750ML

ブラックソープペースト 250ML

定価： ¥ 1,800

Dishwashing KIT

12

定価： ¥ 1,500

発注単位：

定価： ¥ 1,200

10

LAUNDRY KIT

ディッシュウォッシングキット

お肌と地球にやさしい、天然由

古くから南仏マルセイユで愛さ

こすり洗いできるスポンジのサ

こすり洗いできるスポンジのサ

用フレーク石鹸。ひとつかみ洗

来成分 100% の衣服用石けんと

れる天然由来成分 100% の洗濯

ステナブルなキット。生分解性

マルセイユ石鹸に重曹をプラス。

濯機に入れるだけで、ふんわり

テスト済み。ECOCERT 洗剤認

生分解性テスト済み。ECOCERT

とした洗い上がり。特にデリケー

証取得。フランス製。

洗剤認証取得。フランス製。

トなベビー服やウール、シルク、
麻などの素材は手洗いがおすす
めです。

- 植物由来の純石けん分を使用

- 植物由来の純石けん分を使用

- 着色料 / 香料不使用

- 着色料 / 香料不使用

- パーム由来の純石けん分を使用

ディッシュウォッシング

ランドリー

キット

キット

定価：

¥ 900

発注単位：

6

12

ランドリーチップス

お肌と地球にやさしい、天然由

ステナブルなキット。伝統的な

発注単位：

LAUNDRY CHIPS

ランドリーキット

来成分 100% の食器用石けんと

10

発注単位：

定価： ¥ 1,000

発注単位：

- 着色料 / 香料不使用

ランドリーチップス

エクストラピュア 750G
8

定価： ¥ 1,800

発注単位：

6

Vegetale Sponges

Vegetal Scrubbing Sponges

ベジタルスポンジ

ベジタルスクラビングスポンジ

再生木材からつくられたセル

植物由来原料からつくられた食

カルな家庭用スポンジ。スポン

ツ由来のスクラブ面がやさしく

ロースを主原料としたエコロジ

器洗いに最適なスポンジ。フルー

ジにはプラスチック不使用、パッ

こすり洗いを可能にします。フ

ケージにはリサイクルフィルム

ランス製。

を使用。吸水性と耐久性に優れ、
身体も食器もやさしく洗い上げ
る万能スポンジです。

ベジタルスポンジ

ベジタルスクラビングスポンジ

3 個入り
定価：

¥ 600

発注単位：

4 個入り
7

Recycled Fiber Cloth

定価：

¥ 800

発注単位：

20

Recycled Fiber Mop

リサイクルファイバークロス

リサイクルファイバーモップ

環境にやさしく耐久力に優れた

環境にやさしく耐久力に優れた

乾拭きやクロスを濡らして拭き

乾拭きやモップを濡らして拭き

リサイクルファイバークロス。

リサイクルファイバーモップ。

取るなどあらゆる場面で使用で

取るなどあらゆる場面で使用で

きます。使用の前後によくすす

きます。バスマットや電化製品

いで下さい。最大 40℃で洗濯機

のカバーとしても使用可能。最

で洗濯可能。フランス製。

大 40℃で洗濯機で洗濯可能。フ
ランス製。

※ステッチの色は予期なく変更
となる可能性があります。リサ
イクル製品の為、予めご了承を
お願いします。

リサイクルファイバー

リサイクルファイバー

クロス
定価：

¥ 600

発注単位：

モップ
25

定価： ¥ 1,000

発注単位：

25
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Scrubbing Brush

Metal SOAP Box

スクラビングブラシ

メタルソープボックス

持続可能な木材を使用したサス

Savon de Marseille（サボン・ド・

戸棚などのインテリアやテラス、

た、キューブ形のマルセイユ石

ティナブルなエコブラシ。床や

マルセイユ）の正規ロゴが入っ

自転車などのエクステリアなど

鹸にぴったりな金属製のソープ

多目的に使用できます。ブーツ

ボックス。インド製。

やスニーカーなどのお手入れに
もおすすめ。フランス製。

スクラビング

マルセイユソープ

ブラシ

メタルボックス

定価： ¥ 1,500

発注単位：

定価： ¥ 1,300

6

BAMBOO SOAP DISH

発注単位：

6

ORGANIC COTTON BAG

バンブーソープディッシュ

オーガニックコットンバッグ

La Corvette のブランドロゴが

La Corvette のブランドロゴが

ナブルなソープディッシュ。

オーガニックコットン 100% の

入った、竹材を使用したサステ

入ったオリジナルのエコバッグ。
ため、環境汚染から自然や資源
を守ります。

ラ・コルベット

ラ・コルベット

バンブーソープディッシュ

オーガニックコットンバッグ

定価： ¥ 1,000

12

発注単位：

6

定価： ¥ 1,000

発注単位：

6

Gift Selection

Organic Selection

ギフトセレクション

オーガニックセレクション

古くから南フランスのプロヴァ

伝統的な製法によって本物のマ

ラベンダーのソリッドソープと

「ラ・コルベット」が贈る、お肌

ニック由来のオリーブオイルや

とオーガニックコットンタオル

ンス地方の名産品として有名な

ルセイユ石鹸を製造し続ける

リキッドソープ、さらにオーガ

にやさしいオーガニックソープ

シアバターなどを配合したハン

を詰め合わせたギフトセット。

ドクリームを詰め合わせたギフ

お肌と地球にやさしいオーガ

トセレクションです。

ニック認証 COSMEBIO を取得し
ています。

ラ・コルベット

ラ・コルベット

ギフトセレクション

オーガニックセレクション

定価： ¥ 3,500

発注単位：

10

Hand Cream Quartet

定価： ¥ 3,500

発注単位：

8

MARSEILLE SOAP BIG BAR

ハンドクリーム カルテット

マルセイユソープ ビッグバー

オーガニック由来のピュアオ

天然保湿成分オリーブオイルを

ともいわれるシアバター、こだ

のピュアオリーブソープ。付属

リーブオイルや「保湿の王様」

たっぷり配合した、バータイプ

わりのオーガニック原料など、

のカットワイヤーで、お好きな

天然由来の高保湿成分を配合し

大きさにカットして使用できま

た人気のハンドクリームを詰め

す。サボン・ド・マルセイユ正

合わせた 4 種セット。

規認証 /ECOCERT コスモスナ
チュラル認証取得。

ラ・コルベット

マルセイユソープ

ハンドクリーム カルテット

オリーブ ビッグバー 2KG

定価： ¥ 3,000

発注単位：

7

定価： ¥ 4,000

発注単位：

12

13

伝説のソープマスターの名称を冠するオーガニックブランド
“メートル・オーガスティン” は、1894 年に設立された最後の Soap Maker

の 1 つである “Savonnerie du Midi（サボネリー・デュ・ミディ社）” によっ

てマルセイユでデザインされた製品です。環境、地球、そしてそこに住む人々
を尊重することが私たちの鍵です。それぞれの開発プロジェクトで、この理

IC
ORGAN

想と行動の流れに合わせてイノベーションを製造し商品化するよう努めてい
ます。

Savon de PROVENCE BIO
サボン・ド・プロヴァンス・ビオ

パームオイル不使用のオーガ

ニック石鹸。ヒマワリオイルと
ココナッツオイルが、しっとり
とした潤いのあるお肌へと導き
ます。洗顔など全身洗いに。美
肌へと導くクエン酸をたっぷり

配合。COSMEBIO コスモスオー

ガニック認証取得。

サボン・ド・プロヴァンス・ビオ

サボン・ド・プロヴァンス・ビオ

サボン・ド・プロヴァンス・ビオ

ラベンダー 100G×2

ドンキーミルク 100G×2

ポメグラネイト 100G×2

定価：

14

¥ 800

発注単位：

12

定価：

¥ 800

発注単位：

12

定価：

¥ 800

発注単位：

12

Savon de Provence BIO
サボン・ド・プロヴァンス・ビオ

パームオイル不使用のオーガ

ニック石鹸。ヒマワリオイルと
ココナッツオイルが、しっとり
とした潤いのあるお肌へと導き
ます。洗顔など全身洗いに。美
肌へと導くクエン酸をたっぷり

配合。COSMEBIO コスモスオー

ガニック認証取得。

サボン・ド・プロヴァンス・ビオ

サボン・ド・プロヴァンス・ビオ

サボン・ド・プロヴァンス・ビオ

ローズ 100G

フィグ 100G

アロエベラ 100G

定価：

¥ 500

発注単位：

12

定価：

¥ 500

発注単位：

12

定価：

¥ 500

発注単位：

サボン・ド・プロヴァンス・ビオ

ピーチ 100G
12

定価：

¥ 500

発注単位：

12

Savon Doux Exfoliant BIO
サボン・ドゥ・エクスフォリアント・ビオ

オーガニックベジタブルオイル
とエッセンシャルオイルを配合

した、パームオイル不使用のオー

ガニックスクラブ石鹸。オリー
ブパウダーがお肌からやさしく
汚れや不純物を取り除き、やわ
らかく健康的なお肌へと導きま

す。COSMEBIO コスモスオーガ
ニック認証取得。

サボン・ドゥ・エクスフォリアント・ビオ

サボン・ドゥ・エクスフォリアント・ビオ

ラベンダー 100G

シトラス 100G

定価：

¥ 600

発注単位：

24

定価：

¥ 600

発注単位：

サボン・ドゥ・エクスフォリアント・ビオ

タイム 100G
24

定価：

¥ 600

発注単位：

24
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Savon Liquide BIO
サボン・リキッド・ビオ

サボネリー・デュ・ミディ社製

のオーガニックリキッドソープ。
有機栽培由来のオリーブ油とコ
コヤシ油が、洗い上がりのお肌
に深いうるおいを与えてくれま
す。お肌と地球にやさしい、

COSMEBIO コスモスオーガニッ

ク認証取得。

サボン・リキッド・ビオ

サボン・リキッド・ビオ

サボン・リキッド・ビオ

ラベンダー 500ML

カモミール 500ML

アーモンド 500ML

定価： ¥ 1,600

発注単位：

12

定価： ¥ 1,600

発注単位：

12

定価： ¥ 1,600

発注単位：

12

Hair & Body Wash BIO
ヘア＆ボディウォッシュ・ビオ

サボネリー・デュ・ミディ社が
長年かけて開発したこだわりの
オーガニックボディソープ。天
然ロバミルクとグリセリンがお
肌にうるおいを与え、敏感肌や
赤ちゃんも全身洗えます。美肌

成分クエン酸配合。COSMEBIO

オーガニック認証取得。

ヘア＆ボディウォッシュ・ビオ

ヘア＆ボディウォッシュ・ビオ

シトラス 500ML

アーモンド 500ML

定価： ¥ 1,800

16

発注単位：

12

定価： ¥ 1,800

発注単位：

ヘア＆ボディウォッシュ・ビオ

ピーチ 500ML
12

定価： ¥ 1,800

発注単位：

12

フランス発マスマーケット向けのマルセイユソープブランド
マルセイユソープマスターという意をもち、古くからシンプルなライフスタ

イルを提案してきた “メートル・サボン・ド・マルセイユ”。毎日使うものだ
からカラダにも環境にもやさしいものを。地中海の自然の恵みや伝統的な製
法を活かした製品を通し、シンプルでエコロジカルなライフスタイルを 100
年以上提案し続けています。

Savon de marseille
サボン・ド・マルセイユ

伝統的な釡炊きけん化法により
つくられた、正真正銘本物のマ
ルセイユソープ。天然植物オイ

ルを “72%” 以上配合しなければ

ならないなど、300 年以上前か

ら続く厳しい基準を満たした無
添加石鹸です。皮脂の汚れをほ
どよく洗い流し、しっとりとし
た洗い上がり。乾燥肌や洗顔に
おすすめ。

サボン・ド・マルセイユ

サボン・ド・マルセイユ

サボン・ド・マルセイユ

オリーブ 100G

オリーブ 100G×5

オリーブ 300G

定価：

¥ 398

発注単位：

24

定価： ¥ 1,200

発注単位：

20

定価：

¥ 598

発注単位：

サボン・ド・マルセイユ

パーム 300G
16

定価：

¥ 598

発注単位：

16

17

Savon de Provence
サボン・ド・プロヴァンス

120 年以上前から本物のマルセ
イユ石鹸を作り続けるサボネ

リー・デュ・ミディ社製のナチュ

ラルフレグランスソープ。皮脂
の汚れをしっかりと落としなが
らも、パームオイルやグリセリ
ンがお肌に潤いを与えます。お
肌をさっぱりと洗い上げたい、
オリーブ石鹸の香りが苦手、オ
リーブオイルが肌に合わない、
タンスや靴の中の香り付けに、
フレッシュな香りで気分転換し
たいときにおすすめ。

サボン・ド・プロヴァンス

サボン・ド・プロヴァンス

サボン・ド・プロヴァンス

サボン・ド・プロヴァンス

ラベンダー 100G

ローズ 100G

ジャスミン 100G

アルガンオイル 100G

定価：

¥ 398

発注単位：

24

定価：

¥ 398

発注単位：

24

定価：

¥ 398

発注単位：

24

定価：

¥ 398

発注単位：

Savon de Provence BIO
サボン・ド・プロヴァンス・ビオ

有機農法由来成分 75% 以上のお
肌と地球にやさしいオーガニッ
ク石鹸。低刺激で生分解性が高

く、洗顔やメイク落としにも◎。
美肌へと導くクエン酸をたっぷ
り配合。合成香料 / 合成色素フ

リー。ECOCERT コスモスオー
ガニック認証取得。

サボン・ド・プロヴァンス・ビオ

サボン・ド・プロヴァンス・ビオ

ラベンダー 100G

シアバター 100G

定価：

18

¥ 498

発注単位：

12

定価：

¥ 498

発注単位：

サボン・ド・プロヴァンス・ビオ

バーベナ 100G
12

定価：

¥ 498

発注単位：

12

24

Savon Liquide

Dishwashing Liquid

サボン・リキッド

ディッシュウォッシング・リキッド

植物性油脂 100% でつくられた

可能な限り植物由来原料でつく

ソープ。きめ細かい泡が、お肌

器用洗剤。しつこい油汚れをしっ

ナチュラルなハンド & ボディ

られた天然由来成分 99.3% の食

の汚れをしっかりと洗い落とし、

かり落としながらも、お肌にや

天然グリセリンがなめらかなお

さしく肌荒れを防ぎます。植物

肌へと導きます。美肌へと導く

由来の界面活性剤を使用。爽や

クエン酸配合。パラベン /EDTA/

かなレモンの香り。環境にやさ

動物性油脂不使用。

しいエコサート洗剤認証取得。

- 植物由来の洗浄成分配合

- 天然保湿成分グリセリン配合
- 天然美肌成分クエン酸配合

- 天然保湿成分オリーブ油配合

サボン・リキッド

サボン・リキッド

ディッシュウォッシング・リキッド

オリーブ 500ML

ラベンダー 500ML

レモン 500ML

定価： ¥ 1,200

発注単位：

12

定価： ¥ 1,200

発注単位：

12

定価：

¥ 598

発注単位：

エコサート 1L
12

Multi Cleaner

Kitchen & Bath Cleaner

天然由来成分 99.4% のお肌と地

天然由来成分 99.9% のお肌と地

99.5% が天然由来成分で構成さ

住居のあらゆる汚れをしっかり

リーナー。植物由来のクエン酸

低アレルギー性の洗濯用液体石

球にやさしいマルチクリーナー。

濃度配合。ショードロンと呼ば
れる大釜で、伝統的製法によっ

汚れ、水垢などに効果的。お肌

ラの香り。お肌と地球にやさし

と地球にやさしい ECOCERT ナ

て製造されています。無香料タ

チュラル洗剤認証取得。

いエコサート洗剤認証取得。

イプ。エコサート洗剤認証取得。

マルチクリーナー

キッチン＆バスクリーナー

エコサート 750ML

エコサート 750ML

定価：

¥ 998

発注単位：

10

12

鹸。本物のマルセイユ石鹸を高

チンや浴室の石鹸カス、カルキ

ん分を配合。爽やかなシトロネ

発注単位：

れた、カラダと環境にやさしい

を配合した弱酸性洗剤です。キッ

ぎます。ココヤシ由来の純石け

¥ 998

ランドリーデタージェント

球にやさしいキッチン＆バスク

と落としながらも、手荒れを防

定価：

Laundry Detergent

キッチン & バスクリーナー

マルチクリーナー

ディッシュウォッシング・リキッド

定価： ¥ 1,090

発注単位：

ランドリーデタージェント

エコサート 1.5L
10

定価： ¥ 1,950

発注単位：

6
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サステナブルな製品の開発を推進する自然派ホームケアブランド
ル・シェンヌ・エ・ル・ロゾーは、南仏ニースのほど近く、サンローラン＝デュ
＝ヴァールという都市で生まれた自然派ホームケアブランド。環境保全やリ
サイクル推進などの社会的責任に対し、積極的に取り組む E+E

（Entrepreneurs + Engages）に参画し、売上の 1% は、貧しい人々を支援す
る団体に寄付するなど、未来の世代にとってより良い世界を創造することを
使命に、エコロジカルな製品の開発と製造を推進しています。

VEGETAL SPONGES

SCOURING SPONGES

ベジタルスポンジ

スカーリングスポンジ

再生木材からつくられたセル

しっかりとこすり洗いできる再

カルな家庭用スポンジ。スポン

ルな家庭用スポンジ。吸水性と

ロースを主原料としたエコロジ

生繊維の面を施したエコロジカ

ジにはプラスチック不使用、パッ

耐久性に優れ、フライパンなど

ケージにはリサイクルフィルム

にこびりついた汚れもしっかり

を使用。吸水性と耐久性に優れ、

落とせます。パッケージもリサ

身体も食器もやさしく洗い上げ

イクルフィルムを使用。フラン

る万能スポンジです。

ス製。

ベジタルスポンジ

スカーリングスポンジ

3 個入りパック
定価：

20

¥ 500

発注単位：

2 個入りパック
7

定価：

¥ 400

発注単位：

20

Dishwashing Liquid

Grease Remover

天然由来成分 99.4% のフランス

天然由来成分 99.3% のフランス

つこい油汚れを落としながらも、

剤。キッチンまわりのコンロや

ディッシュウォッシング・リキッド

グリースリムーバー

生まれの食器用弱酸性洗剤。し

生まれの台所用弱アルカリ性洗

お肌にやさしく肌荒れを防ぎま

換気扇などのしつこい油汚れを

す。爽やかなレモンタイムの香

しっかり除去します。お肌と地

り。環境にも配慮した製品に与

球にやさしい ECOCERT ナチュ

えられる ECOCERT ナチュラル

ラル洗剤認証取得。

洗剤認証取得。

ディッシュウォッシング・リキッド

グリースリムーバー

ナチュラル 500ML

ナチュラル 500ML

定価：

¥ 900

発注単位：

6

BLACK SOAP

定価：

¥ 900

発注単位：

6

HOUSEHOLD VINEGAR

ブラックソープ

ハウスホールドビネガー

天然由来成分 99.6% の弱アルカ

天然由来成分 100% の水まわり

ぎ、マルチに洗浄したあともツ

チンのシンクなどの水カビやカ

リ性住居用石けん。手荒れを防

用酸性洗剤。浴室や洗面台、キッ

ヤを与えて保護してくれます。

ルキ汚れをしっかりと落としま

アブラムシやクモなどの虫よけ

す。ビート（テンサイ）糖由来

にも効果的。お肌と地球にやさ

の酢を使用。お肌と地球にやさ

しい ECOCERT ナチュラル洗剤

しい ECOCERT ナチュラル洗剤

認証取得。

認証取得。

ブラックソープ

ハウスホールドビネガー

ナチュラル 500ML

ナチュラル 500ML

定価：

¥ 900

発注単位：

6

定価：

¥ 900

発注単位：

6
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乳酸で除菌もできる高品質クリーナーブランド
高い生分解性で地球にやさしく、天然由来の乳酸で除菌もできるフランス生
まれの高品質クリーナーブランド。全ての製品に採用されている乳酸は、砂
糖から自然発酵プロセスによって得られる植物由来の消毒物質で、細菌の

99.999％を排除します。1 つまたは複数の界面活性剤に関連して、家のすべて

の表面を洗浄および消毒することができます。また、全ての製品が漂白剤 /
染料 / 防腐剤フリー、エコサートナチュラル洗剤認証を取得しています。

4 in 1 CLEANER

Toilet Gel Cleaner

4in1 クリーナー

トイレジェルクリーナー

地球にやさしく、天然由来の乳

高い生分解性で地球にやさしく、

クリーナー。これ 1 本であらゆ

トイレジェルクリーナー。衛生

酸で除菌もできる 4-in-1 マルチ

天然由来の乳酸で除菌もできる

る表面の汚れを洗浄、脱脂、水

的で使いやすいジェルが水垢を

垢を除去し、除菌します。天然

除去し、除菌します。天然香料

香料ユーカリの清涼感のある香

ユーカリの清涼感のある香り。

り。漂白剤 / 染料 / 防腐剤フリー。

漂白剤 / 染料 / 防腐剤フリー。

エコサート洗剤認証取得。

エコサート洗剤認証取得

4in1 クリーナー

4in1 クリーナー

トイレジェルクリーナー

ユーカリプタス 500ML

ユーカリプタス 1L

ユーカリプタス 750ML

定価： ¥ 1,200

22

発注単位：

6

定価： ¥ 1,500

発注単位：

6

定価： ¥ 1,200

発注単位：

6

地球にやさしい ECO カーメンテナンスブランド
Nénette（ネネット）は、1947 年にフランスで誕生したカーメンテナンスブ
ランドです。現在ではオーガニック認証を取得したカークリーナーや植物由

来のスポンジなど環境に配慮したサスティナブルな製品を取り揃えています。

Nénette

Nénetol

カーポリッシャー ネネット

ネネトル

1947 年にフランスで生まれたネ

洗浄剤と光沢剤をミックスした

したコットンフリンジモップで

す。ネネットが乾燥してきたら、

ネットは、洗浄剤と光沢剤を浸

オリジナルのポリッシャー液で

す。汚れやホコリをフリンジに

リチャージャーとしてご使用下

吸着させ、同時に車体や車内の

さい。

ダッシュボードを瞬時に輝かせ

ます。2 度拭きも必要ありません。

フランス生まれのカーポリッシャー

液体リチャージャー

ネネット
定価： ¥ 1,800

発注単位：

ネネトル
6

定価：

¥ 800

発注単位：

12
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Plastic Cleaner

Windows Cleaner

Wheels Cleaner

天然由来成分 100% でつくられ

天然由来成分 99.5% でつくられ

天然由来成分 99.3% でつくられ

プレーして拭くだけで、新車の

てのガラス面を洗浄＆脱脂しな

ミ・メッキ・鉄素材のホイール、

プラスチッククリーナー

ウィンドウクリーナー

た車内用マルチクリーナー。ス

ホイールクリーナー

たウィンドウ用クリーナー。全

ような輝きを取り戻します。速

たホイール用クリーナー。アル

がらも、手荒れを防ぎます。速

乾性ノンシリコン処方で 2 度拭

ブレーキダストなどの汚れを強

乾性ノンシリコン処方。

力洗浄。環境にもやさしい

ECOCERT ナチュラル洗剤認証

き不要。ECOCERT ナチュラル
洗剤認証取得。

ECOCERT ナチュラル洗剤認証

取得。

取得。

プラスチッククリーナー

ウィンドウクリーナー

ホイールクリーナー

エコサート 500ML

エコサート 500ML

エコサート 500ML

定価： ¥ 1,100

発注単位：

定価： ¥ 1,100

6

Car Body Cleaner

発注単位：

定価： ¥ 1,200

6

Vegetable Sponge

カーボディクリーナー

ベジタブルスポンジ

天然由来成分 99.35% でつくられ

植物繊維セルロースからつくら

ゆる種類の汚れを洗浄 / 脱脂し

ンジ。吸収性と耐久性が高く、

た車両洗浄用クリーナー。あら

れた環境にやさしい洗車用スポ

ます。生分解性が高く、環境に

車のメンテナンスに効果的です。

もやさしい ECOCERT ナチュラ

お風呂など住居のあらゆる洗浄

ル洗剤認証取得。

にも使用可能。フランス製。

カーボディクリーナー

エコサート 1L
定価： ¥ 1,600
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発注単位：

ベジタブルスポンジ
6

定価：

¥ 600

発注単位：

6

発注単位：

6

SIMPLE
LIVING
ECO

脱プラを掲げる革新的なクリーニングブランド
脱プラスチックをコンセプトに掲げる、イギリス生まれのサステナブルな洗
剤ブランド。パッケージにはプラスチックは一切使用していません。シート
状の洗剤にはココナッツオイルや、天然香料を使用しており、原料にもこだ
わっています。

Multi Purpose SheetS

LAUNDRY DETERGENT SHEETS
ランドリーデタージェントシート

マルチパーパスシート

パッケージにプラスチックを使

パッケージにプラスチックを使

テナブルなシート状洗濯洗剤。

テナブルなシート状多目的洗剤。

用してない、英国生まれのサス

用してない、英国生まれのサス

洗濯機に洗濯シートを入れるだ

食洗機にシートを入れるだけで

けで簡単に洗浄可能です。ココ

簡単に洗浄可能です。市販のボ

ナッツオイルなどの植物原料を

トルに入れれば、家のあらゆる

豊富に配合。

お掃除にもご利用頂けます。植
物原料を配合。爽やかなレモン
フレッシュの香り。

ランドリーデタージェントシート

ランドリーデタージェントシート

マルチパーパスシート

無香料 32 シート

フレッシュリネン 32 シート

レモンフレッシュ 30 シート

定価： ¥ 2,500

発注単位：

6

定価： ¥ 2,500

発注単位：

6

定価： ¥ 2,700

発注単位：

6
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革新的でサスティナブルなオーラルケアブランド
"HYDROPHIL（ハイドロフィル）" は、全ての製品に対して、Waterneutral

（ウォーターニュートラル）/Vegan（ヴィーガン）/Fair（フェア）の 3 つの
コンセプトを追求した、ドイツ生まれの衛生用品ブランドです。我々のコン
セプトはバスルームの全ての製品をサスティナブル（持続可能）にすること

です。また、インドのオリッサ州にある Climate Partner 社による飲料水プロ
ジェクトを支援しています。

Toothbrush MEDIUM
トゥースブラシ ミディアム

竹で作られたサスティナブルな
歯ブラシ。ブラシにはヒマシ油

由来のナイロンを使用しており、
石油や BPA は一切使用していま

せん。ドイツ北部の自然塗料の
パイオニアメーカーとして世界

的に有名な AURO（アウロ）社

製の自然塗料を使用しています。
＜大人用 >

毛の硬さ：普通

素材：ブラシ = ヒマシ湯
ハンドル = 孟宗竹
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サスティナブル トゥースブラシ

サスティナブル トゥースブラシ

サスティナブル トゥースブラシ

ライトブルー ミディアム

レッド ミディアム

グリーン ミディアム

定価：

¥ 600

発注単位：

12

定価：

¥ 600

発注単位：

12

定価：

¥ 600

発注単位：

12

サスティナブル トゥースブラシ

ナチュラル ミディアム
定価：

¥ 600

発注単位：

12

Toothbrush SOFT

Toothbrush SUPER SOFT

トゥースブラシ ソフト

トゥースブラシ スーパーソフト

竹で作られたサスティナブルな

竹で作られたサスティナブルな

由来のナイロンを使用しており、

由来のナイロンを使用しており、

歯ブラシ。ブラシにはヒマシ油

歯ブラシ。ブラシにはヒマシ油

石油や BPA は一切使用していま

石油や BPA は一切使用していま

せん。ドイツ北部の自然塗料の

せん。ドイツ北部の自然塗料の

パイオニアメーカーとして世界

パイオニアメーカーとして世界

的に有名な AURO（アウロ）社

的に有名な AURO（アウロ）社

製の自然塗料を使用しています。

製の自然塗料を使用しています。

＜大人用 >

＜大人用 >

毛の硬さ：やわらかめ

毛の硬さ：超やわらかめ

サスティナブル トゥースブラシ

素材：ブラシ = ヒマシ湯

素材：ブラシ = ヒマシ湯

ダークブルー ソフト

ハンドル = 孟宗竹

定価：

¥ 600

発注単位：

ハンドル = 孟宗竹

12

サスティナブル トゥースブラシ

バイオレット スーパーソフト
定価：

¥ 600

発注単位：

12

Toothbrush Case

Kids Toothbrush SOFT

トゥースブラシケース

キッズトゥースブラシ ソフト

竹で作られたサスティナブルな

モウソウチクと呼ばれる竹で作

由来のナイロンを使用しており、

シケース。軽くて丈夫で持ち運

歯ブラシ。ブラシにはヒマシ油

られたサスティナブルな歯ブラ

石油や BPA は一切使用していま

びに便利。石油やプラスチック

せん。ドイツ北部の自然塗料の

製造に使用される BPA（ビスフェ
ノール A）は一切使用していま

パイオニアメーカーとして世界

的に有名な AURO（アウロ）社

せん。

製の自然塗料を使用しています。
＜女性・子ども用 >

毛の硬さ：やわらかめ

素材：ブラシ = ヒマシ湯
ハンドル = 孟宗竹

サスティナブル キッズトゥースブラシ

サスティナブル キッズトゥースブラシ

サスティナブル

ダークブルー ソフト

レッド ソフト

トゥースブラシケース

定価：

¥ 600

発注単位：

12

定価：

¥ 600

発注単位：

12

定価： ¥ 1,300

発注単位：

12

27

Interdental Stick

インターデンタルスティック

プラスチックを一切使用してい
ないサスティナブルな歯間ブラ
シ。ブラシ部分は、有名な米国
デュポン社製の丈夫なナイロン

612(Tynex®) を使用。石油やプ

ラスチック製造に使用される

BPA は一切使用していません。

1 本で最大で 14 日間使用可能。

インターデンタルスティック

インターデンタルスティック

インターデンタルスティック

0.40mm 6 ピース

0.45mm 6 ピース

0.50mm 6 ピース

定価：

¥ 600

Dental Floss Picks

発注単位：

10

定価：

¥ 600

発注単位：

10

定価：

Tongue Cleaner

デンタルフロスピックス

¥ 600

発注単位：

インターデンタルスティック

0.60mm 6 ピース
10

定価：

竹で作られたサスティナブルな

プラスチックを一切使用してい

モウソウチクと呼ばれる竹由来

マシ油由来のナイロンを使用し

ウソウチクと呼ばれる竹由来の

タンクリーナー。ブラシにはヒ

ないサスティナブルな綿棒。モ

ており、石油や BPA は一切使用

使用。石油やプラスチック製造に

軸とオーガニックコットンを使

していません。ドイツ北部の自

使用される BPA（ビスフェノー

用。石油やプラスチック製造に

然塗料のパイオニアメーカーと

ル A）は使用していません。

10

コットンスワッブ

プラスチックを一切使用してい

の軸とオーガニックコットンを

発注単位：

Cotton Swabs

タンクリーナー

ないサスティナブルな糸ようじ。

¥ 600

使用される BPA（ビスフェノー

して世界的に有名な AURO（ア

ル A）は使用していません。

ウロ）社製の自然塗料を使用し
ています。

デンタルフロスピックス

サスティナブル

20 ピース

タンクリーナー

定価：
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¥ 700

発注単位：

10

定価：

¥ 600

発注単位：

コットンスワッブ

100 ピース
12

定価：

¥ 450

発注単位：

10

Toothbrush Mug
トゥースブラシマグ

セルロース由来の革新的な素材

である Arboblend® で作られたサ

スティナブルなマグ。BPA とメ
ラミンを含まず、天然ワックス
やデンプン、天然樹脂、天然脂

肪酸、有機 PA、および有機添加
物などで構成されています。

トゥースブラシマグ

トゥースブラシマグ

ナチュラル (0.33l)

グリーン (0.25l)

定価： ¥ 1,200

発注単位：

12

Toothpaste

定価： ¥ 1,200

発注単位：

トゥースブラシマグ

ブルー (0.25l)
12

定価： ¥ 1,200

発注単位：

12

Toothpaste Tabs

トゥースペースト

トゥースペーストタブ

ユーカリとクローブ、アニスな

ペパーミントやレモン、モンク

ガキ粉。健康的な歯と歯茎へと

を配合したハミガキタブ。健康

どの天然ハーブを配合したハミ

フルーツなどの天然植物エキス

導きます。容器の 95% は PEFC

的な歯と歯茎へと導きます。パッ

認証取得を取得した、持続可能

ケージにはプラスチックを一切

な森林管理による木材を使用。

使用していません。130 タブ入

ドイツ製。

り（約 1.5-2 ヶ月分）。ドイツ製。

トゥースペースト

トゥースペーストタブ

スウィートハーブ 75ML
定価： ¥ 1,350

発注単位：

12

130 タブ
定価： ¥ 1,500

発注単位：

8
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革新的でサスティナブルなオーラルケアブランド
アルゴールは、ポーランドの古都ポズナンにおいて 100 年以上の歴史を重ね

るアルバタイメント社が、歴史的なカルメライトエッセンスのレシピを基に、
厳選された植物原料を独自にブレンドした植物エッセンスです。ヨーロッパ
では医薬品に登録され、植物由来のハーブを使用した家庭的な万能薬として
古くから愛され続けています。

Essenza Balsamica
DROP

Essenza Balsamica
Mouth & Body Spray

エッセンザバルサミカ
ドロップ

エッセンザバルサミカ
マウス＆ボディスプレー

歴史的なカルメライトエッセン

歴史的なカルメライトエッセン

植物原料を独自にブレンドした

植物原料を独自にブレンドした

スのレシピを基に、厳選された

スのレシピを基に、厳選された

植物エッセンス。ヨーロッパで

植物エッセンス。ヨーロッパで

は医薬品に登録され、植物由来

は医薬品に登録され、植物由来

のハーブを使用した家庭的な万

のハーブを使用した家庭的な万

能薬として古くから愛され続け

能薬として古くから愛され続け

ています。

ています。
アルゴール

アルゴール

エッセンザバルサミカ 50ML

エッセンザバルサミカ 8ML

定価： ¥ 1,350
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発注単位：

18

定価：

¥ 800

発注単位：

24

Chest Rub

Lip Balm

チェストラブ

リップバーム

ユーカリとニアウリオイル、

ティーツリーとユーカリ、ゼラ

を配合したボディクリーム。お

ンザバルサミカを配合した贅沢

ARGOL™エッセンザバルサミカ

ニウムオイル、ARGOL™エッセ

肌をやさしく温めるとともに、

なハーバルリップバーム。唇に

お肌に潤いを与え、爽やかに保

ツヤと潤いを与えるとともに、

ちます。胸や背中のボディマッ

しっかり保護し、爽やかで美し

サージ、冷え込んだ手足のマッ

くキープします。心地よい天然

サージにおすすめ。心地よい天

ハーブの香り。

然ハーブの香り。

アルゴール

アルゴール

チェストラブ 50G

リップバーム 10G

定価： ¥ 2,000

定価： ¥ 1,000

9

発注単位：

発注単位：

72

Skin Jelly

Muscle Salve

スキンゼリー

マッスルサルヴ

ローズマリーとカヤプテオイル、

石油系成分を一切含まない植物

を配合した筋肉用のボディバー

ンゼリー。お肌にやさしく潤い

ARGOL™エッセンザバルサミカ

由来成分 100% の植物性のスキ

ム。お肌に潤いとリラクゼーショ

を与え、水分の喪失を防ぎ、柔

ンを与えるとともに、過度の運

らかくなめらかなお肌へと導き

動によって引き起こされる不快

ます。赤ちゃんやデリケート肌

感を和らげます。トレーニング

の方におすすめ。極度の乾燥に

後やデスクワーク、スマートフォ

も役立ちます。

ンを長時間使用した後、旅行時
におすすめ。心地よい天然ハー
ブの香り。

アルゴール

アルゴール

マッスルサルヴ 40G

スキンゼリー 50G

定価： ¥ 1,600

発注単位：

24

定価： ¥ 1,600

発注単位：

24
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ギリシャ生まれのオーガニックコスメブランド
Mythos（ミトス）は、古くはワインやオリーブオイルなどの液体を主に運ぶ
ために使用されていた、古代ギリシャの「アンフォレア」と呼ばれる、楕円
形の本体と両側に垂直のグリップを備えた特大の花瓶からインスピレーショ

ンを受けています。何年にもわたって存続しているその壊れた断片は、さまざ
まな製品カテゴリを表しています。

Body Butter

Body Mousse

ボディバター

ボディムース

こだわりのギリシャ産 BIO オ

こだわりの BIO オリーブオイル

然保湿成分アーモンドオイルな

合した、柔らかくなめらかなボ

リーブオイルやシアバター、天

や数種類の植物性保湿成分を配

どを配合した高保湿ボディバ

ディムース。素早くうるおいを

ター。しっかりと角質層までう

与え、アロエベラエキスが健康

るおいを与え、やわらかく、な

的なハリのあるお肌へと導きま

めらかなお肌へ。日差しや潮風

す。天然香料の優雅な香りがお

によるお肌の乾燥への水分補給

肌と身体を癒してくれます。パ

にも。パラベン /BHT/ シリコン

ラベン / ミネラルオイル / 合成

/ ミネラルオイル /EDTA/GMO/
合成着色料不使用。

着色料 /EDTA/BHT/ シリコン不
ボディバター 150ML

ボディバター 150ML

ジューシーポメグラネイト

ホワイトムスク

定価： ¥ 1,600
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発注単位：

12

定価： ¥ 1,600

発注単位：

使用。
12

ボディムース 200ML

ボディムース 200ML

ワイルドローズガーデン

ナイトブルーミングジャスミン

定価： ¥ 2,000

発注単位：

12

定価： ¥ 2,000

発注単位：

12

Massage Oil

Hand Cream

マッサージオイル

ハンドクリーム

高品質なギリシャ産コロネイキ

こだわりのギリシャ産 BIO オ

オイルと数種類のエッセンシャ

然保湿成分レシチンなどを配合

品種の一番搾りの BIO オリーブ

リーブオイルやシアバター、天
した高保湿ハンドクリーム。素

ルオイルを配合した贅沢なマッ

早くうるおいを与え、やわらか

サージオイル。心身の緊張を解

く、なめらかな手肌へ。さらに

き、活気づけてくれます。毎日

アラントインが、美しい手肌へ

の入浴後に贅沢なセルフスパを。

と導き、爪を保護します。パラ

拭き取り不要。パラベン /BHT/

ベン /BHT/ シリコン / ミネラル

シリコン / ミネラルオイル

/EDTA/GMO/ 合成着色料不使
用。

オイル /EDTA/GMO/ 合成着色
料不使用。

マッサージオイル 150ML

マッサージオイル 150ML

リラクシング＆スティミュレイティング

ファーミング＆リシェイピング

定価： ¥ 1,800

発注単位：

定価： ¥ 1,800

12

発注単位：

シアバター

12

定価：

After Sun Balsam

発注単位：

12

スージングジェル

有機農法由来のアロエベラエキ

有機農法由来のアロエベラエキ

＆亜麻仁油など数種類の保湿成

ル＆トウゴマオイルを配合した

スやオリーブオイル、シアバター

スやオリーブエキス、パンテノー

分を贅沢に配合したボディク

爽やかなジェル。一年を通して

リーム。一年を通して太陽の日

太陽の日差しが降り注ぐ地中海

差しが降り注ぐギリシャで生ま

沿岸のギリシャで生まれた日焼

れた日焼け肌用の保湿クリーム

け後用のジェルです。お肌に心

です。日焼け後の脱水したお肌

地よい冷涼感とうるおいを与え、

にうるおいとハリを取り戻し、

しっとりとなめらかなお肌へと

艶のある健康的なお肌へと導き
め。

¥ 950

Soothing Gel

アフターサンバルサム

ます。入浴後のお肌にもおすす

ハンドクリーム 100ML

導きます。毎日の外出後や入浴
後、運動後のお肌の水分補給に

アフターサンバルサム

定価： ¥ 1,000

発注単位：

スージングジェル

も◎。

アロエ 100ML
12

アロエ 100ML
定価：

¥ 800

発注単位：

12
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天然素材を使用したボディ用ナチュラルスポンジブランド
ライフォプラスは、厳選された天然植物素材を使用し、人間工学に基づき開
発されたギリシャ生まれのナチュラルスポンジブランドです。エジプト産の
ルーファー（ヘチマ）や地中海産の天然海綿など大自然の恵みより生まれた
こだわりの素材を使用しています。

Mitt Classic

Belt Classic

ミットクラシック

ベルトクラシック

ルーファー（ヘチマ）とコット

ルーファー（ヘチマ）とコット

ディ用スポンジ。ルーファーが

用スポンジ。ルーファーが皮脂

ンから作られた植物由来のボ

ンから作られた植物由来の背中

皮脂の汚れや余分な角質などの

の汚れや余分な角質などの不純

不純物をしっかりと落とします。

物をしっかりと落とします。裏

裏地は 100％コットンのタオル

地は 100％コットンのタオル素

素材でやさしくお肌を洗い上げ

材でやさしくお肌を洗い上げま

ます。ギリシャ製。

す。ギリシャ製。

定価：
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ミット

ベルト

クラシック

クラシック

¥ 600

発注単位：

24

定価：

¥ 800

発注単位：

24

Raw Natural Loofah

Natural Sea Sponge

ロウナチュラルルーファー

ナチュラルシースポンジ

ギリシャの特産品として有名な

吸水性がよくお肌をやさしく洗

プルなボディ洗浄用ヘチマスポ

ルシースポンジ。まるでベルベッ

100% ルーファーで作られたシン

い上げる海綿 100% のナチュラ

ンジ。不要な細胞を除去し、皮

トに触れているような質感で、

脂の汚れと余分な角質をしっか

お肌に深いリラクゼーションを

りと落とします。血行促進やお

与えてくれます。敏感肌の方や

肌の弾力アップにも役立ちます。

洗顔用として、赤ちゃんのお肌

ギリシャ製。

にもおすすめです。

定価：

ロウナチュラル

ナチュラルシースポンジ

ルーファー

スモール

¥ 600

発注単位：

6

定価：

¥ 600

発注単位：

ナチュラルシースポンジ

レギュラー
定価： ¥ 1,500

12

発注単位：

6

BABY SPONGE
ベビースポンジ

キュートなデザインとカラーが
特徴のベビー＆キッズ用のボ

ディスポンジ。きめ細かい泡が、
敏感なお肌や髪をやさしく洗い
上げます。子どもたちが自分で
身体を洗う習慣を楽しく身につ
けることができます。

ベビースポンジ

ベビースポンジ

ベビースポンジ

パープルモンキー

グリーンフロッグ

イエローダック

定価： ¥ 1,000

発注単位：

12

定価： ¥ 1,000

発注単位：

12

定価： ¥ 1,000

発注単位：

12
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140 年以上の歴史を重ねるボディウォッシュブランド
140 年以上の歴史を重ねる “パポタニス”。エーゲ海に浮かぶギリシャ・レス

ヴォス島のプロマーリという港町で 1870 年に創立された老舗化粧品メーカー
です。長きにわたり、オリーブをはじめとした地中海特有の植物原料を使用
したナチュラルな製品を、世界中に提供し続けています。

Pure Olive Oil Soap

Pure Vegetal White Soap

ピュアオリーブオイルソープ

ピュアベジタルホワイトソープ

140 年以上変わらない、天然成

ギリシャ産の有機オリーブオイ

プ。ギリシャ産のこだわりのオ

天然成分 100% の無添加植物性

分 100% の無添加オリーブソー

ルとパームオイルを配合した、

リーブオイルのみを 85% 以上も

ソープ。マイルドでクリーミー

贅沢に配合。余分な皮脂を落と

な泡が、余分な皮脂を落とさず、

さず、お肌に格別なうるおいを

お肌に格別なうるおいを与えて

与えてくれます。洗顔・クレン

くれます。無香料タイプ。洗顔・

ジング・洗髪にもおすすめ。

クレンジング・洗髪にもおすす
め。

パポタニス

パポタニス

ピュアオリーブオイルソープ 125G

ピュアベジタルホワイトソープ 125G

定価：
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¥ 300

発注単位：

48

定価：

¥ 300

発注単位：

48

Pure Soap

Pure Soap Chamomile

ピュアソープ

ピュアソープ カモミール

RSPO 認証を取得したパームオ

RSPO 認証を取得したパームオ

98% 以上のピュア植物性ソープ。

98% 以上のピュア植物性ソープ。

イルを配合した、天然由来成分

イルを配合した、天然由来成分

マイルドでクリーミーな泡が、

マイルドでクリーミーな泡が、

余分な皮脂を落とさず、お肌に

余分な皮脂を落とさず、お肌に

格別なうるおいを与えてくれま

格別なうるおいを与えてくれま

す。爽やかな柑橘系の香り。

す。フローラルでやさしい香り。

カラヴァキ

カラヴァキ

ピュアソープ 125G

ピュアソープ カモミール 125G

定価：

¥ 250

発注単位：

48

Foam Bath

定価：

¥ 250

発注単位：

48

Foam Bath Chamomile

フォームバス

フォームバス カモミール

お肌にやさしいギリシャ生まれ

お肌にやさしいギリシャ生まれ

リーミーな泡が、余分な皮脂を

リーミーな泡が、余分な皮脂を

のボディソープ。マイルドでク

のボディソープ。マイルドでク

落とさず、お肌に格別なうるお

落とさず、お肌に格別なうるお

いを与えてくれます。浴槽に入

いを与えてくれます。浴槽に入

れて泡風呂もお楽しみ頂けます。

れて泡風呂もお楽しみ頂けます。

爽やかな柑橘系の香り。

フローラルでやさしい香り。

カラヴァキ

カラヴァキ

フォームバス 850ML

フォームバス カモミール 850ML

定価：

¥ 850

発注単位：

8

定価：

¥ 850

発注単位：

8
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香りにこだわった、オーストラリア生まれのスキンケアブランド
ハクスターは、品質とフレグランス、さらにはアートまでこだわり抜いたオー
ストラリア生まれのスキンケアブランド。現在では、オーストラリアをはじ

めとした、アジア、北米、ニュージーランド、ヨーロッパなど 2000 店舗を超
えるマーケットで販売されています。

Room & Linen Spray
ルーム＆リネンスプレー

あらゆるスペースに香り付けが
できる多目的なフレグランスス
プレー。お部屋や枕などにスプ

レーするだけで、癒しとリフレッ

シュをもたらしてくれます。パ
ラベン・合成色素・硫酸塩・ミ
ネラルオイルフリー。

ルーム＆リネンスプレー 125ML

ルーム＆リネンスプレー 125ML

ルーム＆リネンスプレー 125ML

ファーンリーフピオニー

レモン＆ジンジャー

アールグレイ＆ベルガモット

定価： ¥ 2,300
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発注単位：

9

定価： ¥ 2,300

発注単位：

9

定価： ¥ 2,300

発注単位：

9

Hand Cream 35ML
ハンドクリーム 35ML

アーモンドオイル、ココナッツ
オイル、シアバター、ココアバ
ターなど、数種類の植物由来成
分や天然香料を配合した贅沢な
ハンドクリーム。パラベン・合
成色素・硫酸塩・ミネラルオイ
ルフリー。

ハンドクリーム 35ML

ハンドクリーム 35ML

ハンドクリーム 35ML

ファーンリーフピオニー

レモン＆ジンジャー

アールグレイ＆ベルガモット

定価：

¥ 900

発注単位：

36

定価：

¥ 900

発注単位：

36

定価：

¥ 900

発注単位：

36

Hand Cream 100ML
ハンドクリーム 100ML

アーモンドオイル、ココナッツ
オイル、シアバター、ココアバ
ターなど、数種類の植物由来成
分や天然香料を配合した贅沢な
ハンドクリーム。パラベン・合
成色素・硫酸塩・ミネラルオイ
ルフリー。

ハンドクリーム 100ML

ハンドクリーム 100ML

ハンドクリーム 100ML

ファーンリーフピオニー

レモン＆ジンジャー

アールグレイ＆ベルガモット

定価： ¥ 2,000

発注単位：

9

定価： ¥ 2,000

発注単位：

9

定価： ¥ 2,000

発注単位：

9
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Bath Soak 120G
バスソーク 120G

マグネシウムやカルシウム、カ
リウム、ヨウ素など、豊富なミ
ネラル分を含むエプソムソルト
とマレーリバーソルトを配合し
たバスソルト。運動後などの疲
れた身体を穏やかに癒し、お肌
にハリを与えてくれます。入浴
約 4-5 回分。

バスソーク 120G

バスソーク 120G

バスソーク 120G

ファーンリーフピオニー

レモン＆ジンジャー

アールグレイ＆ベルガモット

定価： ¥ 1,200

発注単位：

8

定価： ¥ 1,200

発注単位：

8

定価： ¥ 1,200

発注単位：

8

Bath Soak 500G
バスソーク 500G

マグネシウムやカルシウム、カ
リウム、ヨウ素など、豊富なミ
ネラル分を含むエプソムソルト
とマレーリバーソルトを配合し
たバスソルト。運動後などの疲
れた身体を穏やかに癒し、お肌
にハリを与えてくれます。入浴
約 16-17 回分。

バスソーク 500G

バスソーク 500G

バスソーク 500G

ファーンリーフピオニー

レモン＆ジンジャー

アールグレイ＆ベルガモット

定価： ¥ 2,800
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発注単位：

4

定価： ¥ 2,800

発注単位：

4

定価： ¥ 2,800

発注単位：

4

Hand & Body Soap
ハンド＆ボディソープ

天然由来の植物エキスをたっぷ
りと配合した、やさしいハンド
＆ボディソープ。手肌への深い
水分補給に役立ち、しっとりと
美しい手肌へと導きます。パラ
ベンフリー・合成色素フリー・
硫酸塩フリー・ミネラルオイル
フリー。

ハンド＆ボディソープ 500ML

ハンド＆ボディソープ 500ML

ハンド＆ボディソープ 500ML

ファーンリーフピオニー

レモン＆ジンジャー

アールグレイ＆ベルガモット

定価： ¥ 3,600

発注単位：

4

定価： ¥ 3,600

発注単位：

4

定価： ¥ 3,600

発注単位：

4

Hand & Body Lotion
ハンド＆ボディローション

アーモンド油などの天然植物成
分を配合した、贅沢なハンド＆
ボディローション。柔らかく、
うるおいのある、なめらかな手
肌へと導きます。パラベン・合
成色素・硫酸塩・ミネラルオイ
ルフリー。

ハンド＆ボディローション 500ML

ハンド＆ボディローション 500ML

ハンド＆ボディローション 500ML

ファーンリーフピオニー

レモン＆ジンジャー

アールグレイ＆ベルガモット

定価： ¥ 3,600

発注単位：

4

定価： ¥ 3,600

発注単位：

4

定価： ¥ 3,600

発注単位：

4
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豪州生まれのサステナブルなパーソナルケアプロダクト
ヌーサ・ベーシックスは、オーストラリア東海岸にあるヌーサという小さな
町でナチュラル＆オーガニックなパーソナルケアプロダクトを製造していま
す。すべての製品は、ビーガン、パームオイルフリーの認定を受けており、
添加物や増粘剤は一切使用していません。また、可能な限りプラスチックを
使用しないパッケージオプションを提供し、海洋浄化活動を積極的にサポー
トしています。

DEODORANT BUTTER
デオドラントバター

アルミニウムフリーのサステナ
ブルなセンティッドボディバ

ター。お肌を保湿しながらも、
天然精油のナチュラルな香りが
お肌を包みます。敏感肌におす
すめ。動物性成分は一切使用し
ていません。パラベン / パーム

オイルフリー。

デオドラントボディバター 50G

デオドラントボディバター 50G

デオドラントボディバター 50G

ローズ＆フランキンセンス

レモンマートル

オレンジ＆ラベンダー

定価： ¥ 1,800
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発注単位：

24

定価： ¥ 1,800

発注単位：

24

定価： ¥ 1,800

発注単位：

24

デオドラントボディバター 50G

ココナッツ＆ライム
定価： ¥ 1,800

発注単位：

24

DEODORANT SPRAY
デオドラントスプレー

パームオイルフリー / クルエル

ティフリー（動物実験未実施）/
ビーガンな天然成分配合の非エ
アゾールのデオドラントスプ

レー。わきの下のニオイを効果
的に抑え、一日中フレッシュな
気分を保ちます。

デオドラントスプレー 100ML

デオドラントスプレー 100ML

ローズ＆フランキンセンス

レモンマートル

定価： ¥ 2,400

発注単位：

9

定価： ¥ 2,400

発注単位：

デオドラントスプレー 100ML

サンダルウッド
9

定価： ¥ 2,400

発注単位：

9

LIP BALM

リップバーム

合成香料不使用 / パーム油フリー
/ クルエルティフリー（動物実験

未実施）なナチュラルなリップ
クリーム。堆肥化・生分解可能
なサステナブルなパッケージを
採用。

リップバーム 15G

リップバーム 15G

バニラ

ココナッツ

定価： ¥ 1,000

発注単位：

36

定価： ¥ 1,000

発注単位：

リップバーム 15G

ミント
36

定価： ¥ 1,000

発注単位：

36

43

コロナ禍に使いたい、天然由来の抗菌消毒液
グリーンケミストリーを使用した長年にわたる研究開発を通じて、エリプト
ルは、コロナ禍以前より、病院へ提供可能なグレードの衛生製品を製造して
きました。オーストラリアの特産品であるユーカリや、同様に天然の消毒成
分であるサトウキビとトウモロコシに由来する純粋なエタノールを組み合わ
せ、100％天然成分で作られた次世代の抗菌消毒液を製造しています。

HAND SANITISER GEL

COVIDGEN CARE 24

ハンドサニタイザージェル

コビッドゲンケア 24

天然由来 100%、アルコール濃度

敏感肌向けに作られたアルコー

ハンドジェル。ユーカリの力で

フォーム。99% 以上の細菌を除

70% のオーストラリア生まれの

ルフリーのハンドサニタイザー

除菌しながらも、植物由来のグ

去します。効率的な泡状のフォー

リセリンがお肌の乾燥を防ぎ、

ムタイプ。速乾性でベタつかず、

うるおいを与えてくれます。ト

最大 24 時間まで手肌を保護しま

ウモロコシやサトウキビ由来の

す。手洗いやタオル乾燥後でも

エタノールを使用。

持続します。

定価：

44

ハンドサニタイザー

プロテクティング

プロテクティング

ジェル 60ML

ハンドフォーム 50ML

ハンドフォーム (B&C) 50ML

¥ 950

発注単位：

24

定価： ¥ 1,200

発注単位：

12

定価： ¥ 1,200

発注単位：

12

インドネシアのお土産に人気なアロマデザインブランド
SAFE CARE（セーフケア）は、2006 年にインドネシアで生まれたアロマデ

ザインブランド。アロマテラピーに基づきながらも、今までにない革新的な
製品を創り続けています。2012 年には TOP BRAND AWARD、2017 年には
INDONESIA WOW BRAND 2017 において金賞を受賞するなど、輝かしい賞

を受賞しています。また、全ての製品は、Majelis Ulama Indonesia からハラー
ル認証を取得しています。

Refreshing Oil

3 Point Oil

リフレッシングオイル

Euca Oil

3 ポイントオイル

ユーカオイル

5 種類の精油をブレンドした天然

赤ちゃんも使える天然由来成分

アウトドアや運動後に最適なブ

メントール配合でスーッとリフ

バオイルやオリーブオイルが乾

どの植物由来の保湿成分が乾燥

由来成分 100% の無添加オイル。

100% の保湿＆保護オイル。ホホ

レッシュできます。オフィスワー

レンドオイル。ホホバオイルな

燥したお肌にうるおいを与え、

クや運転中の気分転換や、アウ

したお肌にうるおいを与え、ユー

フェンネルやカユプテ、ラベン

トドア時の肌バリアに。マスク

カリ＆カユプテオイルが夏のト

ダーオイルなどのハーブが心身

などに塗布して花粉症対策にも

ラブルからお肌を保護してくれ

を整えます。アウトドア時の肌

◎。ハラール認証取得。

ます。運動後の身体の疲れにも

バリアにも◎。ハラール認証取

おすすめ。ハラール認証取得。

得。

リフレッシングオイル

3 ポイントオイル

ユーカオイル

ロールオン 10ML

ロールオン 10ML

ロールオン 10ML

定価：

¥ 650

発注単位：

12

定価：

¥ 650

発注単位：

12

定価：

¥ 650

発注単位：

12
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Haussmann
Essence Of Delight

専門家が厳正してブレンドしたフレグランスオイル
オスマンリードディフューザーは、家に華やかで素晴らしい香りを与える最

Haussmann
Essence Of Delight

もシンプルな方法です。専門家が厳正してブレンドしたフレグランスオイル

が、お部屋中に華やかな香りを漂わせます。空気清浄機やキャンドル、電気ディ
フューザーとは異なり、リードディフューザーは炎や電気また、過度なプラ
スチックを必要としません。最大で 3 ヶ月使用可能。

Haussmann
Essence Of Delight

Reed Diffuser

リードディフューザー

インドネシア生まれのオスマン
リードディフューザーは、家に
華やかで素晴らしい香りを与え
る最もシンプルな方法です。専
門家が厳正してブレンドしたフ
レグランスオイルが、お部屋中
に華やかな香りを漂わせます。
空気清浄機やキャンドル、電気

ディフューザーとは異なり、リー

ドディフューザーは炎や電気ま
た、過度なプラスチックを必要

としません。最大で 3 ヶ月使用
可能。
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リードディフューザー

リードディフューザー

リードディフューザー

サマーブラッシュ

センシュアルブラック

コフィアアラビカ

定価： ¥ 3,600

発注単位：

12

定価： ¥ 3,600

発注単位：

12

定価： ¥ 3,600

発注単位：

リードディフューザー

ウッドソウル
12

定価： ¥ 3,600

発注単位：

12

ORDER SHEET

2110

FAX 専用 注文書 兼 見積依頼書

右のどちらかにチェック ⇨

ご注文のお客様

お見積依頼のお客様

送信日

月

日 送信

納品希望日

貴社名

日着

ご担当者名

納品先名

ご担当者名

E-MAIL

ご住所

TEL

FAX

TEL

JAN コード

見
本

月

* ご希望の納品日がある場合
のみご記入ください。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

テス
ター

T

数量

〒
FAX

テスター / 香りサンプルについて
テスター / 香りサンプルをご要望の際は、もう一行ご使用の上、同様の JAN コードにてテスター欄

6
1

に「 T 」を必ずご記入ください。

JAN コード

テス
ター

発注について
・メールでのご発注も承っております。メールでのご発注をご希望されるお客様は、営業担当者までお問い合わせ下さい。

数量

営業担当者が不明の場合、その旨を本オーダーシートの備考欄にご記入の上、FAX にて送信をお願いします。また、
FAX でのご発注の際は必ず専用の FAX オーダーシートにてお願いいたします。

１

21

2

22

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

8

28

9

29

10

30

返品について

11

31

・商品は完全買取制の為、不良品以外のご返品に関しましてはお受けいたしかねます。不良品などがございましたら、

12

32

13

33

14

34

納品について

15

35

・通常、平日 ( 土日祝を除く )12：00 までの受注は翌日出荷、それ以降は翌々日出荷となります。

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40

・送料につきましては、下代合計 2 万円 ( 税抜 ) 以上は弊社負担。（沖縄・北海道・一部離島は除く。）
・社会情勢や天候などにより、商品到着まで時間がかかる場合もございます。

発注単位について
・原則、カタログ記載の「発注単位」が最低発注単位数となっております。ご発注の際は厳守をお願いします。なお、
「発注単位」以上のご発注の際は、「発注単位」の倍数にてお願いします。
・カタログに「ケース入数」の記載がない場合は、「 1 」点よりご発注可能です。
・発注単位についてのご相談は、営業担当者までお願いします。

商品到着後１週間以内にご連絡をお願いいたします。

・土日祝日のご注文につきましては、翌営業日受注扱いとなります。
・中国、四国、九州、北海道地区は到着までプラス 1 日、一部の離島は到着までに 3 日以上かかる場合がございますので
予めご了承ください。

お問い合わせ先

ダイショートレーディング株式会社

備考欄

〒561-0872 大阪府豊中市寺内 2-8-1-102

http://www.daishotrading.co.jp
order@daishotrading.co.jp

TEL ：06 - 6866 - 1382
FAX：06 - 6864 - 6600

OOKINI!

http://daishotrading.co.jp/

561-0872 Terauchi2-8-1-102, Toyonaka-shi, Osaka, Japan
Health Food and Cosmetics, Daily Necessities Business

+81 (0) 6-6866-1382

9:00 - 18:00

