
品名：洗濯用合成洗剤
液性：弱アルカリ性

用途：綿・麻・合成繊維用
使用量の目安：水30Lに対して10ｍL

すばやく溶けて、使いやすい濃縮液体洗剤。
部分汚れもしっかり落とします。

L

ネオエスエルは中性洗剤。毛・絹・生成りなど、デリケートな衣類用の洗剤です。

※洗濯洗剤は右表を参考に使い分けてください。

生分解性に優れた天然の植物系原料を使用しています。
河川を汚す心配が少なく、手肌にもやさしい使い心地
の無着色の液体洗剤です。

手と自然におだやかな植物系原料。

泥汚れに強い陰イオン界面活性剤と、油汚れに強い
非イオン界面活性剤。エックスワン独自の配合により、
多様な種類の汚れを落とします。

油分も泥も！ 多様な汚れに対応。

緑茶エキスがニオイのモトを分解します。また、部屋干
しのいやなニオイに着目した抗菌剤を配合。
JIS L 1902（繊維製品の抗菌性試験方法・抗菌効果）
に定めた抗菌性試験をクリアしました。　

部屋干しのいやなニオイを除去。

衣類の汚れの70％を占める皮脂汚れに強いリパーゼ
や、いろいろなニオイの原因となるたんぱく質汚れを
分解するプロテアーゼなど、4種類の酵素※のはたらき
により、襟・袖口などの頑固な汚れもしっかり落とし
ます。
※４種類の酵素：プロテアーゼ（たんぱく質分解酵素）、アミラーゼ（でんぷん
　分解酵素）、リパーゼ（脂質分解酵素）、セルラーゼ（セルロース分解酵素）

バイオテトラ酵素が汚れを分解。

低温でも水にサッと溶け、洗濯物にくまなくしみわたる
ので、衣類残りの心配がありません。そのため、すすぎ
は1回でも大丈夫です。節水・節電にもつながる省エネ
洗剤です。

低泡性で泡切れがよい、節水タイプ。

（800ｍL）ネオランドリーL 詰替用
本体価格 1,715円（税込み価格 1,886円）

【商品番号775】

配合成分 はたらき

ポリオキシアルキレンアルキルエーテル
（非イオン界面活性剤）

・油汚れに強い洗浄力を発揮
・低温、水質に影響されない高い洗浄力
・低泡性ですすぎがスピーディー

ポリオキシアルキレンアルキルアミン
（非イオン界面活性剤）

・繊維と汚れの隙間に浸透し、衣類に付着した油汚れを
 剥がす力を発揮    ・泡切れがスピーディー

脂肪酸エタノールアミン ・優れた洗浄力を発揮   ・泡切れがスピーディー

バイオテトラ酵素
・4種類の酵素※が襟、袖口の汚れ、繊維に入り
 込んだ汚れ、食べこぼしの汚れを分解

アルキル硫酸エステルナトリウム
（陰イオン界面活性剤）

・幅広い汚れに強力な洗浄力を発揮
・水中に汚れを分散

再付着防止剤（分散剤）
・洗浄水中に分散した汚れが再び衣類に付着
 することを防止

抗菌剤 ・部屋干し臭を強力に除去

緑茶エキス ・ニオイのモトを分解

香料 ・フローラルグリーンの香り

ブリーチ・ブリーチを使えば、
さらに効果アップ！
さらに白さを求める時は、色・柄ものにも安心な、
酸素系漂白剤のブリーチ・ブリーチを一緒にご使用ください。

ブリーチ・ブリーチ

フローラルグリーン

フローラルグリーン フローラルグリーン

洗濯洗剤用 詰替ボトルを
ご利用ください。
本体価格 855円（税込み価格 940円）

【商品番号491】

ブリーチ・ブリーチ
（750g）

本体価格 900円
（税込み価格 990円）
【商品番号768】

ミストパーシモン
（500mL）

本体価格 1,500円
（税込み価格 1,650円）

【商品番号787】

本体価格 1,715円
（税込み価格 1,886円）

本体価格 2,000円
（税込み価格 2,200円）

（1.5kg） （800mL）

布・衣料用消臭剤

濃縮液体
洗濯洗剤

（800mL）

【商品番号755】

商品の詳細は「お掃除編」リーフレットをご覧ください。

ネオランドリーL 詰替用

【商品番号775】

ネオエスエル 詰替用

【商品番号491】

洗濯洗剤用 詰替ボトル
（500mL）

本体価格 855円
（税込み価格 940円）

ボトル

［用途］洗濯洗剤および柔軟剤等、
詰替パウチ用ボトル

詰替パウチ商品のシール付きです

本体価格 1,200円
（税込み価格 1,320円）

【現金返済保証制度】 飲食料品・一部商品を除き、現金返済保証制度を設けております。返品または交換を承りますので、お求めになったライフクリエーターにお申し出ください。

記載事項の無断使用を禁ず。XAW  6756  00822  1000（CS）

【商品番号724】

ネオランドリーＤギフトセット

本体価格 4,286円
（税込み価格 4,714円）

ネオランドリーＤ 1.5kg×3個

いやなニオイをモトから
シャットアウトします。

やさしく、爽やかな香り。
フローラルグリーン

4 582437 924075

〒107‐0062 東京都港区南青山5‐4‐27 BARBIZON104 5F Tel 03‐6822‐3570（代）

フルーティで甘い香り。
フローラルフルーティ

衣類をしんからふんわり
やわらかに仕上げます。

柔軟性

ソフナーAC 詰替用
（800mL）

本体価格 1,215円
（税込み価格 1,336円）

【商品番号776】

柔軟仕上げ剤

［用途］肌着、ストッキング、ランジェリー、セーター、
ブラウス、つけおき、乾燥機でも

柔軟性
フローラルフルーティ

快適な暮らしを、大切なあの方へ。
エックスワンギフト
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ブリーチ・ブリーチ（750g）
本体価格 900円
（税込み価格 990円）

【商品番号768】（計量スプーン付）

ポリオキシエチレンアルキルエーテル

用途：衣類・台所雑貨・台所備品・排水パイプ・全自動洗濯機の洗濯槽

いやなニオイやバイ菌にパワフル効果。

※ 使用目安量をまもってお使いください。
　 使用目安量を超えて使用すると、熱を発するおそれがあります。

・除菌や消臭効果に優れ、黄ばみ、黒ずみも分解、漂白過炭酸ナトリウム（酸素系漂白剤）

。

。

。

ネオエスエル 詰替用 
本体価格 2,000円
（税込み価格 2,200円）
【商品番号755】

（800mL）

たんぱく質汚れ、脂質ジミ、入り込んだ
汚れを除去

洗濯前に汚れ部分を水で湿らせて、原液を十分しみ込むように塗ります。

高分子化合物配合により、高い防シワ・防縮効果を
発揮。衣類の型くずれをおこしにくくします。また
陽イオン界面活性剤のはたらきで衣類をふんわり
仕上げ、静電気を防止します。

バイオトリプル酵素※

・水またはぬるま湯を使い、熱湯は使わないでください。

生成り製品

生成りのデリケートな衣類に

植物系のマイルドな界面活性剤を選りすぐっているので、
デリケートな繊維もいためません。また生分解性に優れて
いるので環境にやさしく、手肌にもおだやかです。

頑固な汚れや食べこぼし、血液の汚れなどの洗濯前の
部分洗いにも効果的。じっくり汚れ部分に浸透します
ので、シミ抜きにも使えます。

※バイオトリプル酵素：たんぱく質分解酵素、セルロース分解酵素、脂質分解
　酵素

※

。

。

。ネオランドリーD （1.5kg）
本体価格 1,200円
（税込み価格 1,320円）

部屋干しのいやなニオイを除去。
緑茶エキスの効果で優れた消臭力・除菌力を発揮。洗濯だ
けでは落ちにくいニオイや、部屋干しのいやなニオイを抑え
ます。

頑固なシミを取り除く
独自の漂白システム。
再付着防止剤とアクティベーターの相乗効果により、低温
でも強力な漂白力で黄ばみ・黒ずみを取り除き、白いものは
より白く、色・柄ものはより鮮やかに仕上げます。

泡立ちを抑えた節水タイプ。
優れた洗浄成分の特性をいかし、少ない泡立ちで、ドラム
式洗濯機にもご利用いただけます。すすぎも簡単。低泡性
で節水タイプの洗剤です。

人と自然への思いやり。
主原料は手にやさしい天然ヤシ油系。人間が育てることで
繰り返し利用できる植物系原料を選定しています。また、
界面活性剤は微生物に容易に分解されやすい環境適応型
の洗剤です。

バイオテトラ酵素で多様な汚れを
しっかり落とす。
汚れのパターンを考えて4種類の酵素※を配合。皮脂汚れや
泥汚れ、食べこぼしの汚れも強力に分解します。また、油
汚れに強い界面活性剤と、泥汚れに強い界面活性剤の組
み合わせで多様な種類の汚れをパワフルに落とします。
※４種類の酵素：プロテアーゼ（たんぱく質分解酵素）、アミラーゼ（でんぷん
　分解酵素）、リパーゼ（脂質分解酵素）、セルラーゼ（セルロース分解酵素）

・ニオイのモトを分解

洗うものの量に合わせた水量で洗濯し、
洗い終えたらすぐに干しましょう。

・フローラルグリーンの香り

多様な汚れや頑固な汚れをしっかり
落とし、シミ・黄ばみもスッキリきれいに。

抗菌剤配合。

植物由来の陽イオン界面活性剤を使用し、肌へのやさし
さと柔軟性を高め、肌着・タオルなどは一層ふんわりとや
わらかに。ストッキング・ランジェリーはしなやかに仕上げ
ます。

菌の増殖を防ぎ、いやなニオイを抑えます。

気になる静電気を抑える。
合成繊維のセーターやブラウスなどに静電気がたまって
パチパチやまとわりつきがおこるのを防ぎ、ホコリの吸着
による毛玉などをできにくくします。

優れた吸水性。

ふっくらやわらかな肌触り。

柔軟仕上げ後の衣類やタオルは水や汗をよく吸い取り、
そのうえベタつかずに肌触りもさっぱり。

ソフナーAC 詰替用（800ｍL）
本体価格 1,215円（税込み価格 1,336円）

【商品番号776】

香料

陽イオン界面活性剤
（エステルタイプ）

・優れた吸水性
・繊維の表面に付着し、優れた柔軟性、静電気防止効果を与える
・植物由来の陽イオン界面活性剤

・フローラルフルーティ
各洗剤の使い分けはネオランドリーLの

【ソフナーAC】

柔軟性と吸収性に優れた
衣類をやさしくいたわるトリートメント

ポリオキシアルキレン
　アルキルエーテル
（非イオン界面活性剤）

・洗浄水中に分散した汚れを再び衣類に付着
  することを防止

・強力な漂白力を発揮（低温でも高い効果）

※

・低温、水質に影響されない高い洗浄力

ラウリル硫酸ナトリウム
（陰イオン界面活性剤）

再付着防止剤（分散剤）

・除菌や消臭効果に優れ、
黄ばみ、黒ずみも分解、漂白

過炭酸ナトリウム
（酸素系漂白剤）

香料

※寸法：150×90×195mm

フローラルグリーン

使用量の目安：水10Lに対して2ｍL
品名：柔軟仕上げ剤
液性：弱酸性

用途：衣料品用（綿・毛・合成繊維用）

毛

フローラルフルーティ
柔軟性

洗濯洗剤用 詰替ボトルを
ご利用ください。
本体価格 855円（税込み価格 940円）

【商品番号491】

。

洗濯洗剤用 詰替ボトルを
ご利用ください。
本体価格 855円（税込み価格 940円）

【商品番号491】
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ブリーチ・ブリーチ（750g）
本体価格 900円
（税込み価格 990円）

【商品番号768】（計量スプーン付）

ポリオキシエチレンアルキルエーテル

用途：衣類・台所雑貨・台所備品・排水パイプ・全自動洗濯機の洗濯槽

いやなニオイやバイ菌にパワフル効果。

※ 使用目安量をまもってお使いください。
　 使用目安量を超えて使用すると、熱を発するおそれがあります。

・除菌や消臭効果に優れ、黄ばみ、黒ずみも分解、漂白過炭酸ナトリウム（酸素系漂白剤）

。

。

。

ネオエスエル 詰替用 
本体価格 2,000円
（税込み価格 2,200円）
【商品番号755】

（800mL）

たんぱく質汚れ、脂質ジミ、入り込んだ
汚れを除去

洗濯前に汚れ部分を水で湿らせて、原液を十分しみ込むように塗ります。

高分子化合物配合により、高い防シワ・防縮効果を
発揮。衣類の型くずれをおこしにくくします。また
陽イオン界面活性剤のはたらきで衣類をふんわり
仕上げ、静電気を防止します。

バイオトリプル酵素※

・水またはぬるま湯を使い、熱湯は使わないでください。

生成り製品

生成りのデリケートな衣類に

植物系のマイルドな界面活性剤を選りすぐっているので、
デリケートな繊維もいためません。また生分解性に優れて
いるので環境にやさしく、手肌にもおだやかです。

頑固な汚れや食べこぼし、血液の汚れなどの洗濯前の
部分洗いにも効果的。じっくり汚れ部分に浸透します
ので、シミ抜きにも使えます。

※バイオトリプル酵素：たんぱく質分解酵素、セルロース分解酵素、脂質分解
　酵素

※

。

。

。ネオランドリーD （1.5kg）
本体価格 1,200円
（税込み価格 1,320円）

部屋干しのいやなニオイを除去。
緑茶エキスの効果で優れた消臭力・除菌力を発揮。洗濯だ
けでは落ちにくいニオイや、部屋干しのいやなニオイを抑え
ます。

頑固なシミを取り除く
独自の漂白システム。
再付着防止剤とアクティベーターの相乗効果により、低温
でも強力な漂白力で黄ばみ・黒ずみを取り除き、白いものは
より白く、色・柄ものはより鮮やかに仕上げます。

泡立ちを抑えた節水タイプ。
優れた洗浄成分の特性をいかし、少ない泡立ちで、ドラム
式洗濯機にもご利用いただけます。すすぎも簡単。低泡性
で節水タイプの洗剤です。

人と自然への思いやり。
主原料は手にやさしい天然ヤシ油系。人間が育てることで
繰り返し利用できる植物系原料を選定しています。また、
界面活性剤は微生物に容易に分解されやすい環境適応型
の洗剤です。

バイオテトラ酵素で多様な汚れを
しっかり落とす。
汚れのパターンを考えて4種類の酵素※を配合。皮脂汚れや
泥汚れ、食べこぼしの汚れも強力に分解します。また、油
汚れに強い界面活性剤と、泥汚れに強い界面活性剤の組
み合わせで多様な種類の汚れをパワフルに落とします。
※４種類の酵素：プロテアーゼ（たんぱく質分解酵素）、アミラーゼ（でんぷん
　分解酵素）、リパーゼ（脂質分解酵素）、セルラーゼ（セルロース分解酵素）

・ニオイのモトを分解

洗うものの量に合わせた水量で洗濯し、
洗い終えたらすぐに干しましょう。

・フローラルグリーンの香り

多様な汚れや頑固な汚れをしっかり
落とし、シミ・黄ばみもスッキリきれいに。

抗菌剤配合。

植物由来の陽イオン界面活性剤を使用し、肌へのやさし
さと柔軟性を高め、肌着・タオルなどは一層ふんわりとや
わらかに。ストッキング・ランジェリーはしなやかに仕上げ
ます。

菌の増殖を防ぎ、いやなニオイを抑えます。

気になる静電気を抑える。
合成繊維のセーターやブラウスなどに静電気がたまって
パチパチやまとわりつきがおこるのを防ぎ、ホコリの吸着
による毛玉などをできにくくします。

優れた吸水性。

ふっくらやわらかな肌触り。

柔軟仕上げ後の衣類やタオルは水や汗をよく吸い取り、
そのうえベタつかずに肌触りもさっぱり。

ソフナーAC 詰替用（800ｍL）
本体価格 1,215円（税込み価格 1,336円）

【商品番号776】

香料

陽イオン界面活性剤
（エステルタイプ）

・優れた吸水性
・繊維の表面に付着し、優れた柔軟性、静電気防止効果を与える
・植物由来の陽イオン界面活性剤

・フローラルフルーティ
各洗剤の使い分けはネオランドリーLの

【ソフナーAC】

柔軟性と吸収性に優れた
衣類をやさしくいたわるトリートメント

ポリオキシアルキレン
　アルキルエーテル
（非イオン界面活性剤）

・洗浄水中に分散した汚れを再び衣類に付着
  することを防止

・強力な漂白力を発揮（低温でも高い効果）

※

・低温、水質に影響されない高い洗浄力

ラウリル硫酸ナトリウム
（陰イオン界面活性剤）

再付着防止剤（分散剤）

・除菌や消臭効果に優れ、
黄ばみ、黒ずみも分解、漂白

過炭酸ナトリウム
（酸素系漂白剤）

香料

※寸法：150×90×195mm

フローラルグリーン

使用量の目安：水10Lに対して2ｍL
品名：柔軟仕上げ剤
液性：弱酸性

用途：衣料品用（綿・毛・合成繊維用）

毛

フローラルフルーティ
柔軟性

洗濯洗剤用 詰替ボトルを
ご利用ください。
本体価格 855円（税込み価格 940円）

【商品番号491】

。

洗濯洗剤用 詰替ボトルを
ご利用ください。
本体価格 855円（税込み価格 940円）

【商品番号491】
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ブリーチ・ブリーチ（750g）
本体価格 900円
（税込み価格 990円）

【商品番号768】（計量スプーン付）

ポリオキシエチレンアルキルエーテル

用途：衣類・台所雑貨・台所備品・排水パイプ・全自動洗濯機の洗濯槽

いやなニオイやバイ菌にパワフル効果。

※ 使用目安量をまもってお使いください。
　 使用目安量を超えて使用すると、熱を発するおそれがあります。

・除菌や消臭効果に優れ、黄ばみ、黒ずみも分解、漂白過炭酸ナトリウム（酸素系漂白剤）

。

。

。

ネオエスエル 詰替用 
本体価格 2,000円
（税込み価格 2,200円）
【商品番号755】

（800mL）

たんぱく質汚れ、脂質ジミ、入り込んだ
汚れを除去

洗濯前に汚れ部分を水で湿らせて、原液を十分しみ込むように塗ります。

高分子化合物配合により、高い防シワ・防縮効果を
発揮。衣類の型くずれをおこしにくくします。また
陽イオン界面活性剤のはたらきで衣類をふんわり
仕上げ、静電気を防止します。

バイオトリプル酵素※

・水またはぬるま湯を使い、熱湯は使わないでください。

生成り製品

生成りのデリケートな衣類に

植物系のマイルドな界面活性剤を選りすぐっているので、
デリケートな繊維もいためません。また生分解性に優れて
いるので環境にやさしく、手肌にもおだやかです。

頑固な汚れや食べこぼし、血液の汚れなどの洗濯前の
部分洗いにも効果的。じっくり汚れ部分に浸透します
ので、シミ抜きにも使えます。

※バイオトリプル酵素：たんぱく質分解酵素、セルロース分解酵素、脂質分解
　酵素

※

。

。

。ネオランドリーD （1.5kg）
本体価格 1,200円
（税込み価格 1,320円）

部屋干しのいやなニオイを除去。
緑茶エキスの効果で優れた消臭力・除菌力を発揮。洗濯だ
けでは落ちにくいニオイや、部屋干しのいやなニオイを抑え
ます。

頑固なシミを取り除く
独自の漂白システム。
再付着防止剤とアクティベーターの相乗効果により、低温
でも強力な漂白力で黄ばみ・黒ずみを取り除き、白いものは
より白く、色・柄ものはより鮮やかに仕上げます。

泡立ちを抑えた節水タイプ。
優れた洗浄成分の特性をいかし、少ない泡立ちで、ドラム
式洗濯機にもご利用いただけます。すすぎも簡単。低泡性
で節水タイプの洗剤です。

人と自然への思いやり。
主原料は手にやさしい天然ヤシ油系。人間が育てることで
繰り返し利用できる植物系原料を選定しています。また、
界面活性剤は微生物に容易に分解されやすい環境適応型
の洗剤です。

バイオテトラ酵素で多様な汚れを
しっかり落とす。
汚れのパターンを考えて4種類の酵素※を配合。皮脂汚れや
泥汚れ、食べこぼしの汚れも強力に分解します。また、油
汚れに強い界面活性剤と、泥汚れに強い界面活性剤の組
み合わせで多様な種類の汚れをパワフルに落とします。
※４種類の酵素：プロテアーゼ（たんぱく質分解酵素）、アミラーゼ（でんぷん
　分解酵素）、リパーゼ（脂質分解酵素）、セルラーゼ（セルロース分解酵素）

・ニオイのモトを分解

洗うものの量に合わせた水量で洗濯し、
洗い終えたらすぐに干しましょう。

・フローラルグリーンの香り

多様な汚れや頑固な汚れをしっかり
落とし、シミ・黄ばみもスッキリきれいに。

抗菌剤配合。

植物由来の陽イオン界面活性剤を使用し、肌へのやさし
さと柔軟性を高め、肌着・タオルなどは一層ふんわりとや
わらかに。ストッキング・ランジェリーはしなやかに仕上げ
ます。

菌の増殖を防ぎ、いやなニオイを抑えます。

気になる静電気を抑える。
合成繊維のセーターやブラウスなどに静電気がたまって
パチパチやまとわりつきがおこるのを防ぎ、ホコリの吸着
による毛玉などをできにくくします。

優れた吸水性。

ふっくらやわらかな肌触り。

柔軟仕上げ後の衣類やタオルは水や汗をよく吸い取り、
そのうえベタつかずに肌触りもさっぱり。

ソフナーAC 詰替用（800ｍL）
本体価格 1,215円（税込み価格 1,336円）

【商品番号776】

香料

陽イオン界面活性剤
（エステルタイプ）

・優れた吸水性
・繊維の表面に付着し、優れた柔軟性、静電気防止効果を与える
・植物由来の陽イオン界面活性剤

・フローラルフルーティ
各洗剤の使い分けはネオランドリーLの

【ソフナーAC】

柔軟性と吸収性に優れた
衣類をやさしくいたわるトリートメント

ポリオキシアルキレン
　アルキルエーテル
（非イオン界面活性剤）

・洗浄水中に分散した汚れを再び衣類に付着
  することを防止

・強力な漂白力を発揮（低温でも高い効果）

※

・低温、水質に影響されない高い洗浄力

ラウリル硫酸ナトリウム
（陰イオン界面活性剤）

再付着防止剤（分散剤）

・除菌や消臭効果に優れ、
黄ばみ、黒ずみも分解、漂白

過炭酸ナトリウム
（酸素系漂白剤）

香料

※寸法：150×90×195mm

フローラルグリーン

使用量の目安：水10Lに対して2ｍL
品名：柔軟仕上げ剤
液性：弱酸性

用途：衣料品用（綿・毛・合成繊維用）

毛

フローラルフルーティ
柔軟性

洗濯洗剤用 詰替ボトルを
ご利用ください。
本体価格 855円（税込み価格 940円）

【商品番号491】

。

洗濯洗剤用 詰替ボトルを
ご利用ください。
本体価格 855円（税込み価格 940円）

【商品番号491】
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品名：洗濯用合成洗剤
液性：弱アルカリ性

用途：綿・麻・合成繊維用
使用量の目安：水30Lに対して10ｍL

すばやく溶けて、使いやすい濃縮液体洗剤。
部分汚れもしっかり落とします。

L

ネオエスエルは中性洗剤。毛・絹・生成りなど、デリケートな衣類用の洗剤です。

※洗濯洗剤は右表を参考に使い分けてください。

生分解性に優れた天然の植物系原料を使用しています。
河川を汚す心配が少なく、手肌にもやさしい使い心地
の無着色の液体洗剤です。

手と自然におだやかな植物系原料。

泥汚れに強い陰イオン界面活性剤と、油汚れに強い
非イオン界面活性剤。エックスワン独自の配合により、
多様な種類の汚れを落とします。

油分も泥も！ 多様な汚れに対応。

緑茶エキスがニオイのモトを分解します。また、部屋干
しのいやなニオイに着目した抗菌剤を配合。
JIS L 1902（繊維製品の抗菌性試験方法・抗菌効果）
に定めた抗菌性試験をクリアしました。　

部屋干しのいやなニオイを除去。

衣類の汚れの70％を占める皮脂汚れに強いリパーゼ
や、いろいろなニオイの原因となるたんぱく質汚れを
分解するプロテアーゼなど、4種類の酵素※のはたらき
により、襟・袖口などの頑固な汚れもしっかり落とし
ます。
※４種類の酵素：プロテアーゼ（たんぱく質分解酵素）、アミラーゼ（でんぷん
　分解酵素）、リパーゼ（脂質分解酵素）、セルラーゼ（セルロース分解酵素）

バイオテトラ酵素が汚れを分解。

低温でも水にサッと溶け、洗濯物にくまなくしみわたる
ので、衣類残りの心配がありません。そのため、すすぎ
は1回でも大丈夫です。節水・節電にもつながる省エネ
洗剤です。

低泡性で泡切れがよい、節水タイプ。

（800ｍL）ネオランドリーL 詰替用
本体価格 1,715円（税込み価格 1,886円）

【商品番号775】

配合成分 はたらき

ポリオキシアルキレンアルキルエーテル
（非イオン界面活性剤）

・油汚れに強い洗浄力を発揮
・低温、水質に影響されない高い洗浄力
・低泡性ですすぎがスピーディー

ポリオキシアルキレンアルキルアミン
（非イオン界面活性剤）

・繊維と汚れの隙間に浸透し、衣類に付着した油汚れを
 剥がす力を発揮    ・泡切れがスピーディー

脂肪酸エタノールアミン ・優れた洗浄力を発揮   ・泡切れがスピーディー

バイオテトラ酵素
・4種類の酵素※が襟、袖口の汚れ、繊維に入り
 込んだ汚れ、食べこぼしの汚れを分解

アルキル硫酸エステルナトリウム
（陰イオン界面活性剤）

・幅広い汚れに強力な洗浄力を発揮
・水中に汚れを分散

再付着防止剤（分散剤）
・洗浄水中に分散した汚れが再び衣類に付着
 することを防止

抗菌剤 ・部屋干し臭を強力に除去

緑茶エキス ・ニオイのモトを分解

香料 ・フローラルグリーンの香り

ブリーチ・ブリーチを使えば、
さらに効果アップ！
さらに白さを求める時は、色・柄ものにも安心な、
酸素系漂白剤のブリーチ・ブリーチを一緒にご使用ください。

ブリーチ・ブリーチ

フローラルグリーン

フローラルグリーン フローラルグリーン

洗濯洗剤用 詰替ボトルを
ご利用ください。
本体価格 855円（税込み価格 940円）

【商品番号491】

ブリーチ・ブリーチ
（750g）

本体価格 900円
（税込み価格 990円）
【商品番号768】

ミストパーシモン
（500mL）

本体価格 1,500円
（税込み価格 1,650円）

【商品番号787】

本体価格 1,715円
（税込み価格 1,886円）

本体価格 2,000円
（税込み価格 2,200円）

（1.5kg） （800mL）

布・衣料用消臭剤

濃縮液体
洗濯洗剤

（800mL）

【商品番号755】

商品の詳細は「お掃除編」リーフレットをご覧ください。

ネオランドリーL 詰替用

【商品番号775】

ネオエスエル 詰替用

【商品番号491】

洗濯洗剤用 詰替ボトル
（500mL）

本体価格 855円
（税込み価格 940円）

ボトル

［用途］洗濯洗剤および柔軟剤等、
詰替パウチ用ボトル

詰替パウチ商品のシール付きです

本体価格 1,200円
（税込み価格 1,320円）

【現金返済保証制度】 飲食料品・一部商品を除き、現金返済保証制度を設けております。返品または交換を承りますので、お求めになったライフクリエーターにお申し出ください。

記載事項の無断使用を禁ず。XAW  6756  00822  1000（CS）

【商品番号724】

ネオランドリーＤギフトセット

本体価格 4,286円
（税込み価格 4,714円）

ネオランドリーＤ 1.5kg×3個

いやなニオイをモトから
シャットアウトします。

やさしく、爽やかな香り。
フローラルグリーン

4 582437 924075

〒107‐0062 東京都港区南青山5‐4‐27 BARBIZON104 5F Tel 03‐6822‐3570（代）

フルーティで甘い香り。
フローラルフルーティ

衣類をしんからふんわり
やわらかに仕上げます。

柔軟性

ソフナーAC 詰替用
（800mL）

本体価格 1,215円
（税込み価格 1,336円）

【商品番号776】

柔軟仕上げ剤

［用途］肌着、ストッキング、ランジェリー、セーター、
ブラウス、つけおき、乾燥機でも

柔軟性
フローラルフルーティ

快適な暮らしを、大切なあの方へ。
エックスワンギフト

2022.07.29（23:31:53）302466592_3
【Laundly 表面 .ai】



品名：洗濯用合成洗剤
液性：弱アルカリ性

用途：綿・麻・合成繊維用
使用量の目安：水30Lに対して10ｍL

すばやく溶けて、使いやすい濃縮液体洗剤。
部分汚れもしっかり落とします。

L

ネオエスエルは中性洗剤。毛・絹・生成りなど、デリケートな衣類用の洗剤です。

※洗濯洗剤は右表を参考に使い分けてください。

生分解性に優れた天然の植物系原料を使用しています。
河川を汚す心配が少なく、手肌にもやさしい使い心地
の無着色の液体洗剤です。

手と自然におだやかな植物系原料。

泥汚れに強い陰イオン界面活性剤と、油汚れに強い
非イオン界面活性剤。エックスワン独自の配合により、
多様な種類の汚れを落とします。

油分も泥も！ 多様な汚れに対応。

緑茶エキスがニオイのモトを分解します。また、部屋干
しのいやなニオイに着目した抗菌剤を配合。
JIS L 1902（繊維製品の抗菌性試験方法・抗菌効果）
に定めた抗菌性試験をクリアしました。　

部屋干しのいやなニオイを除去。

衣類の汚れの70％を占める皮脂汚れに強いリパーゼ
や、いろいろなニオイの原因となるたんぱく質汚れを
分解するプロテアーゼなど、4種類の酵素※のはたらき
により、襟・袖口などの頑固な汚れもしっかり落とし
ます。
※４種類の酵素：プロテアーゼ（たんぱく質分解酵素）、アミラーゼ（でんぷん
　分解酵素）、リパーゼ（脂質分解酵素）、セルラーゼ（セルロース分解酵素）

バイオテトラ酵素が汚れを分解。

低温でも水にサッと溶け、洗濯物にくまなくしみわたる
ので、衣類残りの心配がありません。そのため、すすぎ
は1回でも大丈夫です。節水・節電にもつながる省エネ
洗剤です。

低泡性で泡切れがよい、節水タイプ。

（800ｍL）ネオランドリーL 詰替用
本体価格 1,715円（税込み価格 1,886円）

【商品番号775】

配合成分 はたらき

ポリオキシアルキレンアルキルエーテル
（非イオン界面活性剤）

・油汚れに強い洗浄力を発揮
・低温、水質に影響されない高い洗浄力
・低泡性ですすぎがスピーディー

ポリオキシアルキレンアルキルアミン
（非イオン界面活性剤）

・繊維と汚れの隙間に浸透し、衣類に付着した油汚れを
 剥がす力を発揮    ・泡切れがスピーディー

脂肪酸エタノールアミン ・優れた洗浄力を発揮   ・泡切れがスピーディー

バイオテトラ酵素
・4種類の酵素※が襟、袖口の汚れ、繊維に入り
 込んだ汚れ、食べこぼしの汚れを分解

アルキル硫酸エステルナトリウム
（陰イオン界面活性剤）

・幅広い汚れに強力な洗浄力を発揮
・水中に汚れを分散

再付着防止剤（分散剤）
・洗浄水中に分散した汚れが再び衣類に付着
 することを防止

抗菌剤 ・部屋干し臭を強力に除去

緑茶エキス ・ニオイのモトを分解

香料 ・フローラルグリーンの香り

ブリーチ・ブリーチを使えば、
さらに効果アップ！
さらに白さを求める時は、色・柄ものにも安心な、
酸素系漂白剤のブリーチ・ブリーチを一緒にご使用ください。

ブリーチ・ブリーチ

フローラルグリーン

フローラルグリーン フローラルグリーン

洗濯洗剤用 詰替ボトルを
ご利用ください。
本体価格 855円（税込み価格 940円）

【商品番号491】

ブリーチ・ブリーチ
（750g）

本体価格 900円
（税込み価格 990円）
【商品番号768】

ミストパーシモン
（500mL）

本体価格 1,500円
（税込み価格 1,650円）

【商品番号787】

本体価格 1,715円
（税込み価格 1,886円）

本体価格 2,000円
（税込み価格 2,200円）

（1.5kg） （800mL）

布・衣料用消臭剤

濃縮液体
洗濯洗剤

（800mL）

【商品番号755】

商品の詳細は「お掃除編」リーフレットをご覧ください。

ネオランドリーL 詰替用

【商品番号775】

ネオエスエル 詰替用

【商品番号491】

洗濯洗剤用 詰替ボトル
（500mL）

本体価格 855円
（税込み価格 940円）

ボトル

［用途］洗濯洗剤および柔軟剤等、
詰替パウチ用ボトル

詰替パウチ商品のシール付きです

本体価格 1,200円
（税込み価格 1,320円）

【現金返済保証制度】 飲食料品・一部商品を除き、現金返済保証制度を設けております。返品または交換を承りますので、お求めになったライフクリエーターにお申し出ください。

記載事項の無断使用を禁ず。XAW  6756  00822  1000（CS）

【商品番号724】

ネオランドリーＤギフトセット

本体価格 4,286円
（税込み価格 4,714円）

ネオランドリーＤ 1.5kg×3個

いやなニオイをモトから
シャットアウトします。

やさしく、爽やかな香り。
フローラルグリーン

4 582437 924075

〒107‐0062 東京都港区南青山5‐4‐27 BARBIZON104 5F Tel 03‐6822‐3570（代）

フルーティで甘い香り。
フローラルフルーティ

衣類をしんからふんわり
やわらかに仕上げます。

柔軟性

ソフナーAC 詰替用
（800mL）

本体価格 1,215円
（税込み価格 1,336円）

【商品番号776】

柔軟仕上げ剤

［用途］肌着、ストッキング、ランジェリー、セーター、
ブラウス、つけおき、乾燥機でも

柔軟性
フローラルフルーティ

快適な暮らしを、大切なあの方へ。
エックスワンギフト
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