
暮らし、人、地球環境。

それぞれがキレイに、

美しくなっていく。

それがエックスワンの

ホームケアです。

Home Care
ホームケア

71



◎1人1日当たり発生する有機汚濁負荷（BOD）
出典：環境庁 生

活
雑
排

水
…30g

約70%

BOD
有機物質
43g／人／日

し尿…13g

30%

風呂…9g

20%

洗濯等

10%

台所…17g

40%

…4g

水を汚す最大の要因は家庭の台所に…

生活の中で使う洗剤は環境に負荷をかけない天然原料のものを。

そして、使う人の健康のため、手肌にもやさしくなければならない。

それが、エックスワンが自らに課しているホームケア商品づくりの条件です。

枯渇する石油系原料ではなく、人間が再生産できる植物原料を使用。

河川を汚さないように生分解性のよい原料を選び、

手あれの原因にもならないように、安全性の高い配合にこだわりました。

製造過程や包装にも省資源と省エネルギーを心がけています。

排

水
…30g

約70%

●ネオランドリーD  ▶P73
●ネオランドリーL  詰替用 ▶P73
●ネオエスエル  詰替用 ▶P74
●ソフナーAC  詰替用 ▶P75
●ブリーチ･ブリーチ ▶P75

●ブリーチ･ブリーチ ▶P75
●フレ・シャス  ▶P76
●ネオキッチンW▶P77

●ブリーチ･ブリーチ ▶P75
●ネオホーム ▶P77
●ミストパーシモン ▶P78

Home
Care
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※使用量は洗濯洗剤用 詰替ボトルのキャップで計ってください。

●ネオランドリーD使用量の目安

・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）
・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）
・脂肪酸エタノールアミン　　・アルキル硫酸エステルナトリウム（陰イオン界面活性剤）
・バイオテトラ酵素　・再付着防止剤（分散剤）　・抗菌剤　・緑茶エキス　　・香料

植物由来成分です。●ネオランドリーLの配合成分

※ソフナーAC、ブリーチ・ブリーチを使用した場合は2回すすいでください。

一般のタイプ（例）

洗濯機の大きさ

8.0kg

6.0kg

4.2kg

2.2kg

水量の目安

65L

60L

45L

30L

洗濯物の目安

6.0kg

4.5kg

3.0kg

1.5kg

洗剤量の目安

50g

40g

30g

20g

ドラム式（例）

洗濯物
3Kgに対して、
洗剤20g

手洗い

水4Lに
3g

（調理用小さじ1杯）

洗剤量の目安 洗剤量の目安
ドラム式（例）

●ネオランドリーL使用量の目安 水30Lに対して10mLを使用する。水30Lに対して20gを使用する。

一般のタイプ（例）

6.0kg

5.0kg

4.0kg

2.0kg

洗濯機の大きさ

8.0kg

6.0kg

4.2kg

2.2kg

水量の目安

65L

55L

45L

30L

洗濯物の目安

6.0kg

4.5kg

3.0kg

1.5kg

25mL

20mL

15mL

10mL

洗剤量の目安

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
すっきり。

●ネオランドリーＤの配合成分●ネオランドリーＤ軽量の目安

・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）
・ラウリル硫酸ナトリウム（陰イオン界面活性剤）
・アクティベーター ・バイオテトラ酵素
・再付着防止剤（分散剤）　・蛍光増白剤
・緑茶エキス　　・香料

●税込み本体価格 1,320円

界面活性剤と、4つの酵素（バイオテトラ酵素）の組み合わせにより、多様な
種類の汚れを強力に落とします。さらに天然の消臭剤、緑茶エキスを配合し、
部屋干しのいやなニオイも抑えます。また、色・柄ものにも安心な独自の
漂白システムは、低温でも強い漂白力を発揮。泡立ちも少なく、ドラム式
洗濯機にもお使いいただけます。生分解性に優れた、地球と人にやさしい
環境適応型の粉末洗濯洗剤です。

すばやく溶けて、使いやすい
濃縮液体洗剤。

低温でも水にサッと溶け、洗濯物にくまなくしみわたる、使いやすい液体濃縮
洗剤です。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た本品には、部屋干しのいやなニオイに着目した
抗菌剤を配合しています。衣類残りの心配がなく、高い洗浄力を持ちながら
泡立ちも少ない、生分解性に優れた地球と人にやさしい環境適応型の液体
洗濯洗剤です。環境を考えた詰替用スタンディングパウチです。

●内容量：1.5kｇ

ネオランドリーＤ

粉末洗濯洗剤
（蛍光剤・漂白剤配合）770

商品番号

植物由来成分です。

すすぎは2回 すすぎは1回でもOK※

●税込み本体価格  1,886円

●内容量：800mL

ネオランドリーＬ 詰替用
洗濯用合成洗剤775

商品番号

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。

低泡性で泡切れがよい、節水タイプ
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。

油分も泥も！ 多様な汚れに対応
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。また、バイオテトラ酵素が、襟・袖口などの頑固な汚れにも
しっかり対応します。

頑固なシミを取り除く独自の漂白システム

●汚れを落とすメカニズム

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。

※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）

30g（水量45L）
20g（水量30L）

油汚れに強い
非イオン
界面活性剤

泥汚れに強い
陰イオン
界面活性剤

がんこな汚れを
すっきり落とす

漂白力を
高める

バイオテトラ酵素 アクティベーター

73
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●税込み本体価格 2,200円

ドライマーク衣料も洗える、
繊維にやさしい液体洗剤。

手肌をいたわる植物系成分配合
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
穏やかです。

毛・絹などのおしゃれ着も安心
天然素材を使用した界面活性剤をはじめ、落ちにくい汚れを分解する高性能の
トリプル酵素、オレンジオイルを配合。3つのパワーの相乗効果により、
ドライマーク衣料から合成繊維まで幅広く洗え、つけ込むだけで汚れを
スッキリ落とします。

部分洗いやシミ抜きもOK（P.79「シミ抜きのポイント」をご参照ください。）
気になるYシャツの襟や袖口などの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。

縮みやシワ、型くずれを防止
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。

●ネオエスエルの配合成分

・非イオン界面活性剤（ポリオキシエチレンアルキルエーテル）
・非イオン界面活性剤（脂肪酸アルカノールアミド）
・陰イオン界面活性剤（脂肪酸メチルタウリンナトリウム）
・陽イオン界面活性剤　　・オレンジオイル
・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）
・高分子化合物　・還元剤　・金属イオン封鎖剤

植物由来成分です。

●必ず常温水（15～25℃）をお使いください。●水につけるだけで、縮みやすいウール・レーヨンなどは
つけ置き時間5～10分として、生乾きでアイロン仕上げを。●毛・絹などは、洗い方・脱水・干し方・
仕上げによって縮みや型くずれがおこることがあるので衣類の絵表示などをお確かめのうえご使用
ください。●洗面器での手洗いと洗濯機（手洗い設定）での洗い方があります。初めは手洗いから
トライして熟練したら洗濯機洗い（手洗い設定）を試してください。

●ご使用上の注意

●内容量：800mL

ネオエスエル 詰替用
洗濯用合成洗剤755

商品番号

天然素材を使用した界面活性剤、オレンジオイルをはじめ、汚れを分解
するバイオトリプル酵素を配合した衣類にやさしい中性洗剤です。ドライ
マーク衣料から合成繊維、綿まで幅広く洗え、シミ抜きや部分洗いにも
優れた効果を発揮。また、高分子化合物のはたらきで、シワ・縮み・型
くずれを防ぎます。漂白剤、蛍光剤を含まないので、生成りや色柄の
衣料も安心です。環境を考えた、詰替用スタンディングパウチです。

洗えない衣類（取り扱い絵表示はP.80を参照ください。）

洗えるもの

※使用量は洗濯洗剤用 詰替ボトルのキャップで計ってください。

●ネオエスエル使用量の目安

◎毛　◎絹　◎アセテート　◎綿 　◎麻　◎合成繊維　◎生成り製品

・上記以外にも水洗いできない衣類がありますので衣類についている絵表示で確かめてください。
・水またはぬるま湯を使い、熱湯は使わないでください。

◎和服、和装小物 ◎毛倒れをおこすもの、起毛したもの
◎水や汗だけで色落ちする過剰染料のもの ◎色止めされていないシルク製品（和服・ネクタイ等）
◎濃色で色止めが確実にされていないもの ◎天然皮革
◎特殊染料使用のファッション性の高い衣類 ◎絵表示のない外国製品
◎ドライクリーニング不可マークのついているもの ◎芯地を使い、型くずれする製品
◎型くずれしやすく、仕上げにくい製品
◎特殊加工、装飾品付衣類（ラメ入りのもの、金属メッキのもの等）
◎水につけるだけで縮んだり、表面変化を起こしそうな生地（レーヨン、キュプラ、ポリノジックなど）

洗濯機の場合
つけ置きの場合

水量の目安
30L
20L

洗剤量の目安
20mL
10mL

30mL（目盛あり）
25mL（目盛あり）

20mL（目盛あり）

10mL（目盛あり）
7mL（目盛なし）

詰替パウチ用ボトル。

●サイズ：約幅60×高さ245mm

洗濯洗剤用
詰替ボトル（500mL）

ボトル491
商品番号

●税込み本体価格 940円

キャップで簡単に
計量できます。

※「洗濯洗剤用詰替ボトル」は現金返済保証制度対象外となります。 74

掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」 ＞＞＞詳しくはP81をご覧ください。
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●ブリーチ・ブリーチの配合成分

・過炭酸ナトリウム　・炭酸ナトリウム
・非イオン界面活性剤（ポリオキシエチレンアルキルエーテル）　　・酵素　・漂白活性化剤

植物由来成分です。

●肌の弱い方は、炊事用手袋を着用してください。●直射日光を避け、高温の所には置かないでください。

●ご使用上の注意

衣類、食器、
台所用品から、排水パイプまで、
幅広く使える
漂白剤。

●税込み本体価格

●内容量：750g

ブリーチ・ブリーチ
酸素系漂白剤768

商品番号

衣類・台所・住居用にと多目的に使える酸素系漂白剤。界面活性剤・
酵素・漂白活性化剤の優れた洗浄漂白効果で、素早く汚れに浸透・分解・
除去します。除菌・除臭効果もあります。塩素系漂白剤と異なり塩素臭が
なく、有害な塩素ガス発生の心配もありません。使いやすいチャック付
スタンディングパウチです。

洗濯機の時…通常の洗濯同様、洗剤と一緒に入れて使用する。
シミ抜きの時…ぬるま湯に溶かす。衣類をつけ込み（30分～1時間）後すすぐ。

ぬるま湯に溶かす。鍋やグリルには本品を直接入れる。小物や換気扇は洗い
桶やシンクに溶液を移してつけ込む。あとでスポンジなどでこすってから洗い流す。
（油汚れなどしつこい汚れには、ネオホームとの併用をおすすめします。）

ぬるま湯に溶かした液につけ込む。浴槽・タイルなどは溶液をブラシに
つけ黒ずみをこすり洗いしてから水ですすぐ。

衣類の
洗浄・漂白に

台所まわりの
汚れ物に

 プラスチック製品の
 黒ずみの漂白に

排水パイプに

洗濯槽（全自動）
洗浄に

ご使用方法（ブリーチ・ブリーチについて、よくあるご質問はP.79をご参照ください。）
必ずよく溶かしてから使用してください。汚れのひどい時には、温水（40℃前後）を
使い、浸す時間を長くすると効果的です。

排水パイプにふり入れてコップ1杯（約180mL）のぬるま湯または水を
注ぎ一晩置く。（2週間に1回が目安）

ぬるま湯または水を高水位まではり本品を入れて2～3分間回して2時間
つけ置き後、標準コースですすぐ。（ドラム式には使用できません。）
（1ヶ月に１回が目安）

使えないもの・材質
◎毛・絹の繊維製品
◎水や洗濯用洗剤で色が出るもの
◎含金属染料で染めた繊維製品
◎鉄（フライパン・中華鍋・包丁など）

◎銅（銅鍋など）　          ◎真鍮
◎亜鉛鋼板（腐食する） ◎銀食器、金線・銀線入りの食器
◎塗装品やお椀などの塗り物（塗装がはげることがある）
◎換気扇やミキサーのモーター部

しんちゅう

※漂白に使う容器はプラスチック製が理想的です。金属製容器は使わないでください。

※計量スプーン1杯は約5g、料理用大さじ1杯は約13g、200mLのコップ1杯は約150g

レンジまわり

食器類

排水パイプ

洗濯槽（50L）

用　途 使用量

●使用量の目安

（食器・浴槽など）

（計量スプーン付）

衣類
洗濯機

5g水1Lあたりシミ抜き

水30Lあたり 10g

9g水1Lあたり

4g水1Lあたり

18g1回あたり

180g1回あたり

990円

・陽イオン界面活性剤（エステルタイプ）　

やわらかな風合いと
肌ざわりを保つ
自然派志向の
柔軟剤。

●税込み本体価格 1,336円

植物由来成分です。

●内容量：800mL

ソフナーAC 詰替用
柔軟仕上げ剤776

商品番号

植物由来の陽イオン界面活性剤を使用し、タオルや肌着はふっくら
やわらかに仕上げ、吸水性にも優れ、さらにストッキング、ランジェリーは
静電気を抑えます。また、抗菌剤配合で菌の増殖を防ぎ、いやなニオイを
抑えます。植物系原料の自然派志向だから、環境にもやさしく、手肌
にも安心。環境を考えた詰替用のスタンディングパウチです。

●ソフナーACの配合成分

30mL（目盛あり）
25mL（目盛あり）

20mL（目盛あり）

10mL（目盛あり）
7mL（目盛なし）

詰替パウチ用ボトル。

●サイズ：約幅60×高さ245mm

洗濯洗剤用
詰替ボトル（500mL）

ボトル491
商品番号

●税込み本体価格 940円

キャップで簡単に
計量できます。

※使用量は洗濯洗剤用 詰替ボトルのキャップで計ってください。

●ソフナーAC使用量の目安（ソフナーACについて、よくあるご質問はP.79をご参照ください。）

洗濯機の場合

つけ置きの場合

すすぎ水量の目安

30L

10L

柔軟剤量の目安

7mL

2mL

時間の目安

約3分間回す

約3分間浸す

ふっくらやわらかな肌触り
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。

優れた吸水性
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。

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
つきが起こるのを防ぎ、ホコリの吸着による毛玉などをできにくくします。

抗菌剤配合
菌の増殖を防ぎ、いやなニオイを抑えます。

※「洗濯洗剤用詰替ボトル」は現金返済保証制度対象外となります。75
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焼成カルシウムを主原料とした除菌・洗浄・鮮度保持剤。3～4振り
（約1.2ｇ）を２Ｌの水に溶かして野菜や果実を２～１０分つけ込むだけで、
汚れや農薬、環境ホルモン、腐敗を促す細菌類を除去し、野菜・果物
本来のおいしさを取り戻して、鮮度を保ちます。環境問題と食の健康を
考えた一品です。

●税込み本体価格 3,773円

●内容量：90g

フレ・シャス（FRESH & DELICIOUS）
除菌・洗浄・鮮度保持剤705

商品番号

●本品は食べられません。除菌・洗浄・鮮度保持を目的としてご使用ください。●敏感肌の
方、アレルギー体質の方は手袋をご使用ください。●品質保持のため直射日光や湿度の
多いところは避けて保存してください。●誤飲した場合は２～３杯の水を飲んだ後、目に入った
場合はすぐに洗い流した後、医師にご相談ください。●幼児の手の届かないところに保管
してください。●この商品はアルカリ性です。

●ご使用上の注意

●フレ・シャスの配合成分

・焼成カルシウム

野菜や果物の洗浄・除菌と鮮度保持も
兼ね備えた食材用洗剤 特長 1

特長 3

特長 2

3つの特長 
食材の鮮度が
イキイキ長持ち

野菜や果物を
しっかり洗浄、
安心

健康を損なう
有害汚染物質や
細菌を除去

さらに、気になるニオイの消臭効果も！
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キッチン周りで使用するものは清潔に保ちたいものです。貝殻でできている
フレ・シャスだから安心して除菌・消臭を行なえます。

まな板や包丁などの調理器具の除菌・防カビ効果も！

まな板やスポンジは細菌の
温床です。一日の終わりには
フレ・シャス水をかけて10分
置いてからさっと水で流して
毎日清潔を保ちましょう。

●まな板・ふきん・台所スポンジなどの除菌・防カビ

まな板除菌や、野菜を洗浄した後のフレ・シャス水で
シンク・排水溝の除菌・防カビができます。流した後は
10分放置してください。そのまま河川をきれいに
しながら自然に還ります。

●シンク・排水溝の除菌・防カビ

水500ｍＬに対して3～
4振り（約1.2g）を溶か
します。

フレ・シャス水の
つくりかた

※フレ・シャス水溶液は、使い
切れる量をつくり、24時間以内に
ご使用ください。

抗カビ効果
経過日数2日経過日数2日 経過日数5日経過日数5日 経過日数2日経過日数2日 経過日数5日経過日数5日

黒コウジカビ胞子を植え付けたシャーレの変化

貝殻焼成
カルシウム
添加量

0g 0.3g/200ml
（約0.15%）

貝殻焼成
カルシウム
添加量

水道水 フレ・シャス水

フレ・シャスの主成分は貝殻を高温処理した「焼成カルシウム」です。水に溶かす
だけで、高い除菌効果と鮮度保持力が得られます。

◎焼成カルシウムとは

ご使用方法
❶ 水に溶かす
   ボウルに３～４振り（約1.2g）程度振り出し、水2Lを入れてよくかき混ぜます。
❷ 野菜や果物を数分つけ置き
    ２～１０分間つけ置きします。（食材は切ってつけ置きしても問題ありません。）

❸ 水でさっと洗い流すだけ
    野菜や果物を軽くすすぎ洗いしてお召し上がりください。すすぎ液はその
    まま家庭の排水溝から流せます。またつけ置き後、そのまますすがずに
   水気を切ってポリ袋などに入れ、冷蔵庫で保存すると鮮度が長持ちします。
   （召し上がる前に水ですすいでください。）
※根菜類・きのこ類へのご使用はお避けください。※米へのご使用は短時間（15秒程度）にしてください。

●トマト、なす、きゅうりなど

つけ置き時間10分
●りんご、レモン、オレンジなど

つけ置き時間10分
●イチゴなど傷みやすい果実

つけ置き時間2～3分

●大葉、レタスなど葉の薄いもの

つけ置き時間3～5分
野
菜

果
実

玉ねぎの腐ったニオイ

酢のニオイ 魚の腐ったニオイ

卵の腐ったニオイ

菌種

大腸菌

サルモネラ菌

黄色ブドウ球菌

O‐157

腸炎ビブリオ菌

ウィルス種

ノロウィルス

初期ウィルス感染価
（logTCID50/mL）

7.0

除ウィルス後の感染価
（logTCID50/mL）

1.5未満（検出感度以下）

試験依頼先

（財）日本食品分析センター

除菌後の菌数 試験依頼先初期菌数
（cfu/mL）

30以下（検出感度以下）

30以下（検出感度以下）

40

10未満（検出感度以下）

10未満（検出感度以下）

東京都立食品技術センター

（財）日本食品分析センター

（社）京都微生物研究所

320,000

230,000

270,000

400,000

120,000

フレ・シャスならではの除菌効果
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掲載されているすべての商品（販売終了商品、販売終了予定商品は除く）にマンスリーパックが設定できます。
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自然環境にもやさしく、
手肌をいたわる台所用洗剤。

※1週間で使いきれる量をつくってお使いください。
※1袋（450mL）で15本の薄め液がつくれます。（1本約 46円）税込み標準販売価格より換算

●2～3倍に薄めた時に最も粘度が高くなり、4倍以上に薄めると急速に粘度が低下し、
サラサラの液になります。●手におだやかですが、体質などにより肌あれを起こすことがあります。
あれ性の方や、長時間使われる場合には、炊事用手袋をご使用ください。●薄めた液を
長時間保存すると変質することがありますので、約1週間分を目安に薄め液にしてください。
●食洗機にはお使いいただけません。

●ご使用上の注意

一緒に使うと便利！

P.78サブボトル

コンパクトなのに抜群の洗浄力。油に強いオレンジオイル＆グレープフルーツ
成分のＷ（ダブル）フルーツパワーと、植物系界面活性剤の理想的な
組み合わせにより、しつこい油汚れやニオイをしっかり落とします。さらに
Ｗ（ダブル）酵素のはたらきで、ごはん粒のこびりつきやたんぱく質汚れを
効果的に分解・洗浄。シソエキスが抗菌力を発揮し、保湿効果の高い
カミツレエキスや皮ふの保護成分トレハロースが手肌をまもります。天然の
植物原料を使っているので環境汚染の心配が少なく、スタンディングパウチ
にもキャップをつけてゴミをスリム化。さらに注ぎやすさや使いかけの保存も
考えた、人と地球にやさしいエコロジー商品です。

●税込み本体価格 3,575円

●内容量：450mL×5袋入

ネオキッチン Ｗ （5袋入）
台所用洗剤712

商品番号

ダブル

●税込み本体価格  1,573円

●内容量：450mL×2袋入

ネオキッチン Ｗ （2袋入）
台所用洗剤713

商品番号

ダブル

ご使用方法

●食器、鍋など
食器、鍋など洗い桶で溜め置き洗いをする場合には、ネオキッチン W原液
0.5mLを1L（洗い桶のサイズ・汚れの度合いに応じて調整）程度の水に薄めた
溶液につけ置きしてください。
頑固な汚れにはつけ置き洗いが効果的ですが、落ちにくい汚れには30分
程度つけ置きした後クリームクレンザーR、ステンレス製のタワシでこすり
洗いをしてください。

サブボトルにネオキッチン W（30mL）を入れ、水道水を500mLの目盛
まで入れます。

●ネオキッチン Wの配合成分

・非イオン界面活性剤（脂肪酸アルカノールアミド）
・陰イオン界面活性剤（アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ナトリウム）
・非イオン界面活性剤（ポリオキシエチレンアルキルエーテル）
・アルキルアミンオキシド　　・カミツレエキス　　・シソエキス　　・オレンジオイル
・グレープフルーツ成分　　・ダブル酵素（たんぱく質分解酵素、でんぷん分解酵素）　・トレハロース

植物由来成分です。

●税込み本体価格 1,053円

窓ガラス、キッチン、バス、トイレ。
汚れを拭き取り、防カビ、消臭効果も発揮。

マイルドな天然植物系成分配合
環境にやさしい植物系界面活性剤の配合により、キメ細かな泡立ちで、
手肌にもおだやかです。

高品質・高濃度で多目的に使える
油汚れは濃いめに希釈、普通の汚れは薄めでOK。台所や浴室はもちろん、
窓ガラス、押入れなど、住まいの隅々までこれ1本できれいになり、とても
経済的です。

優れた洗浄、防カビ・消臭効果
トイレの洗浄や消臭にも効果を発揮します。バスルームの黒カビ発生
防止にも。

高い洗浄力
界面活性剤（ポリオキシアルキレンアルキルエーテル）配合で、水との
親和性を向上。汚れに対する洗浄力がアップしました。

●内容量：650mL

ネオホーム
住居用洗剤757

商品番号

汚れに合わせて、多目的に使える高品質住居用洗剤。窓ガラス、押し入れ、
キッチンまわり、お風呂、トイレの洗浄など住まいの汚れに合わせて、原液
あるいは、薄めてお使いいただけます。黒カビの発生を防止するだけでなく、
トイレの洗浄や消臭にも効果を発揮します。

一緒に使うと便利！

P.78スプレイヤー

一緒に使うと便利！

P.78サブボトル

●肌の弱い方は、炊事用手袋を着用してください。
●トイレの便座には使用しないでください。（便座にはネオキッチン Ｗをお使いください。）

●ご使用上の注意

●ネオホームの配合成分

・非イオン界面活性剤（ポリオキシアルキレンアルキルエーテル）　　・エタノール
・オレンジオイル　　・キレート剤　・防カビ剤

植物由来成分です。

タイプ 用  途
水500mL：本商品1mL

水500mL：本商品2～4mL

水500mL：本商品50mL トイレの消臭、タイルの目地のカビ防止

原液

ビニールレザー、照明器具、プラスチック・ポリ製品、
浴槽、スチール製品、畳、水拭きできるカーペット、
ドアのノブ、窓サッシ、流し台など

窓ガラスの汚れ、車の窓ガラス（内側の汚れ）のくもり止め

換気扇、レンジ、オーブン、タイルについた油汚れ、
トイレの汚れ（便座を除く）など

標準溶液

薄い溶液

原液

ご使用方法
汚れの程度に応じて、薄めてご使用ください。使用後は十分に水拭きを
してください。
・スプレイヤーに薄めた溶液をつくっておくと便利です。
・原液を使用する場合は、雑巾やブラシ、スポンジにつけ、こすり洗いをしてください。

使えないもの
◎白木の家具　◎水洗トイレタンク内　◎トイレ便座（ネオキッチン Wをお使いください）
◎ニス・ペンキなど塗装したもの
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洗濯できない布製品も
清潔に保つ布・衣料用消臭剤。

●税込み本体価格 1,650円

洗濯できない布製品を手軽に消臭除菌。柿抽出物配合で、タバコや汗、
食べ物、ペットのニオイなどの悪臭をキャッチし、しかもグレープフルーツ抽出物が
優れた除菌効果を持ちます。ニオイとシミの残らない無香料タイプです。

ミストパーシモンのボトルに取り付けてお使いください。

●内容量：500mL

ミストパーシモン 
布・衣料用消臭剤787

商品番号

ミストパーシモン 専用トリガー
ノズル497

商品番号

●皮、レーヨン、和装品、紙製品、水で縮んだり変質するものには使用しないでください。

●ご使用上の注意

●ミストパーシモンの配合成分
・植物エキス（柿）　　 ・エタノール

植物由来成分です。

●内容量：1本

●税込み本体価格 297円

20～30cm離して
ムラなく均一に
スプレーします

使い方のアドバイス
❶ 色落ちの心配のあるものは目立たない部分で試してから使ってください。
❷ スプレー後は、乾いてから使用、着用してください。
❸ 衣料等のほか、トイレ、靴箱、生ゴミ等の消臭・除菌にも有効です。

使用できる衣類・布製品及び場所
◎カーテン
◎スーツ
◎コート
◎制服
◎マフラー

◎帽子
◎寝具
◎ソファー
◎クッション
◎人形・ぬいぐるみ

◎おもちゃ
◎カーペット
◎トイレマット
◎車内

◎車のシートカバー
◎ベビーカー
◎トイレカバー
◎スニーカー

◎ペット小屋
◎ペット専用トイレ
◎ごみ箱
◎ロッカーの中

一緒に使うと便利！

P.77ネオキッチンW

一緒に使うと便利！

P.77ネオホーム

残量がわかりやすい半透明ボトル。倒しても漏れないワンタッチキャップ付き。

●内容量：2本　●サイズ：約幅62×高さ210mm

サブボトル（500mL）
ボトル498

商品番号

●税込み本体価格 396円

一緒に使うと便利！

P.77ネオホーム

●内容量：2本（ブルー・レッド）　●サイズ：約幅70×高さ263mm

スプレイヤー（500mL）
ボトル499

商品番号

スプレー噴射口のノズルを調整することで、噴霧量が自由に変えられるので
大変便利です。

●税込み本体価格 1,034円

洗いものやお掃除を、
さらに便利に、スピーディに。
使いやすさにこだわったサポート用品。

水中に含まれるカルシウムイオン、マグネシウムイオンなどをつかまえる物質をキレート剤という。キレート剤の
はたらきで、界面活性剤本来のはたらきを助長することにより、洗浄力が高まることをキレート効果という。

◎キレート効果

洗濯のときに繊維に付着し、白いものをより白く見せる効果を出す。衣類・シーツ
などの白い繊維には蛍光処理がされており、蛍光剤の入っていない洗剤で洗濯
すると蛍光剤の大半が落ちてしまい、繊維本来の色に戻ってしまう。この繊維が
黄ばんでくるのを防止するのが蛍光剤の役目。

◎蛍光剤

繊維表面に界面活性剤の分子が膜になり、一度落ちた汚れが繊維に再付着することを防止するが、
これを助けるため「カルボキシメチルセルロース」などが添加される。

◎再付着防止剤

洗剤液などの有機化合物が河川、湖沼などに流れていく途中で微生物などにより酸化反応成分（炭酸
ガスと水）に分解されること。生分解度が高いということは環境への汚染の心配が少ないことを意味している。
この合成洗剤の生分解度はJISによって規定されている。

◎生分解

界面活性剤のはたらきを助けて洗浄力を高める。
・ プロテアーゼ（たんぱく分解酵素） 主に角質などの汚れを分解。 ・ アミラーゼ（でんぷん分解酵素） 主に食品による汚れを分解。
・ セルラーゼ（セルロース分解酵素） 繊維に入り込んだ汚れを分解。繊維のトリートメント。
・ リパーゼ（脂肪分解酵素） 主に皮脂汚れを分解。

◎酵素

化学反応によって汚れを分解して除き、繊維に白さをよみがえらせる物質で、酸化
漂白剤（塩素系漂白剤、酸素系漂白剤）と還元漂白剤に分けられる。

◎漂白剤

閉鎖性水域の富栄養化の問題から、トリポリりん酸ナトリウムに代わる物質として
開発されたアルミノけい酸塩は微細な白色粉末で、水中のカルシウム（Ca）をその
分子中に取り込んで、硬水を軟化する作用がある。洗濯用粉末洗剤に使用される。

◎アルミノけい酸塩（ゼオライト）

用語解説

※「ミストパーシモン 専用トリガー」「サブボトル」「スプレイヤー」は現金返済保証制度対象外となります。 78
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P.74

ホームケア よくあるご質問

Q.

A .

ネオエスエル

洗剤や漂白剤とソフナーACを
同時に使ってもよいですか？

別々にご使用ください。混ぜて使うとお互いに反応しあって、洗浄効果や
柔軟効果が低下してしまいます。ソフナーACはすすぎ後の仕上げに
お使いください。

Q.

A .

入浴剤の入った風呂の残り湯では、
なぜソフナーACを使ってはいけないのですか？

ソフナーACは仕上げ剤なので、汚れを含んだ残り湯は適しません。
また、入浴剤の色素がソフナーACの成分と反応して洗濯物を染色する
ことがあります。その場合はブリーチ・ブリーチのご使用をおすすめします。

ブリーチ・ブリーチ P.75

ソフナーAC P.75

Q.
A .
古い洗剤が出てきたのですが、使えますか？

衣料用・台所用・住居用などの洗剤は、未開封品であれば基本的には4～5年
たっても配合されている界面活性剤の性能は変わらないので、お使い
いただけます。変色、分離、粘度が高まっているなど、通常と違う場合は
ご使用を控えてください。

ホームケア商品 全般Q.

A . たたいて
他の布に
移しとる

衣類
シミ

シミ抜きの手順

※洗剤や薬品は衣類によっては使えないものがあります。使う前に説明書をよく読んで注意しましょう。
　わからない場合は、見返しなどの目立たない部分で試してから使ってください。

できるだけ早く作業をします。時間が
たつとシミは変化し、落ちにくくなります。

こすらずに、たたき出します。裏からた
たいて別の布にシミを移します。

シミの性質にあった方法を選ぶ。水を数滴落としてシミの部分が
しみ込めば水溶性、しみ込まないのは油性のシミです。

シミ抜きのポイントを教えてください。

1POINT

2POINT

3POINT

タオルなどを敷いて、シミの部分を下に向けて置きます。

色落ちや色移りなどの心配がある時には、目立たない部分で試してください。

綿棒にネオエスエルまたは薬品（ベンジンなど）を含ませ、シミを裏
からたたき出し、タオルに移します。ネオエスエルや薬品を使った
後は、必ず水かぬるま湯ですすいでから次の作業に移ってください。
（綿・合成繊維はネオランドリ－Lでもよい）

輪ジミを防ぐために、霧吹きでまわりをぼかし、乾いたタオルで水分を
取ってから陰干しします。

1

2

3

4

タオル

生成り製品の洗濯には、蛍光剤が配合されている
洗剤の使用を避けたほうがよいのはなぜですか？

蛍光剤は染料の一種で、一般的には白い衣類がより白く見えるように
配合されています。生成りなどの衣類に蛍光剤入りの洗剤を使うと、
色にムラが出る場合があるからです。

Q.

A .

洗剤の溶け残りを防ぐ方法は？

洗剤の溶け残りは“水量”と“洗濯物の量”のアンバランスが原因。
ドラム式洗濯機や節水モード等、水量が少ないと溶け残りやすいため、
水量を多くするか、洗濯物は洗濯機の容量の約7割程度にし、2回
すすぎをすることで、汚れ落ちもよく、洗剤も溶け残る心配がなくなります。

Q.
A .

●酵素の種類とはたらき

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 （繊維の奥の汚れを分解）

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ー

●

●

ネオランドリーLネオランドリーD ネオエスエル

洗剤には下記の酵素を配合し、汚れを残すことなくしっかり洗浄することができます。

Q.

A .

ワイシャツの袖口や襟などは、
どのように洗えばよいですか？

部分洗いをおすすめします。汚れた部分に水とネオランドリーL、または
ネオエスエルをつけ、両手でつまみながら縫い物をするように指を上下に
動かします。歯ブラシやスポンジを使うのもよいでしょう。
※綿や合成繊維などにはネオランドリーLを、ウールや絹にはネオエス
エルをご使用ください。

Q.
A .
ふきん・まな板などの除菌方法を教えてください。

水1Lにブリーチ・ブリーチ0.9gを溶かした水溶液に、ふきん・まな板を
つけ置きにして除菌します。

ネオランドリーD P.73



1.

2.

3.

ランドリーアドバイス 洗濯の基礎知識

家庭用洗剤は主原料である界面活性剤に種々の洗浄力増強剤及び添加
助剤を配合してさまざまな用途に適したものがつくられています。

洗剤の組成

界面活性剤のもつ4つの作用が総合的にはたらいて、
石鹸や洗剤の洗浄力が発揮されます。

汚れ落ちのプロセス

界面活性剤は、油になじみやすい部分（親油基）と
水になじみやすい部分（親水基）の両方を
もっています。そのため、親油基は汚れと結び
つき、親水基は水と結びついて、汚れを水の
中へ取り出すことができるのです。

界面活性剤のはたらき

界面活性剤は、親油基が汚れの表面に向けて集まり、
汚れと繊維の間に入り込んでいきます。（浸透作用）

界面活性剤が汚れを包み、繊維に再び付着させません。
（再付着防止作用）

水ですすげば、界面活性剤といっしょに
汚れは洗い流されます。

汚れを水中に取り出します。（乳化・分散作用）

親油基

親水基

水に
なじみやすい部分
（親水基）

●界面活性剤の構成

汚れを落とすしくみ

すぐにコップ1～2杯の水あるいは牛乳または生卵を飲ませる。
無理に吐かせてはいけない。吐物や泡が気管に入ると肺炎をおこす可能
性がある。自然に嘔吐が生じた場合は、吐物を吸入しないように注意する。

酢、フルーツジュースを飲ませるのは好ましくない。中和熱が発生して、
損傷をさらにひどくしてしまう可能性がある。
嘔吐や口内・咽喉・食道・胃粘膜の障害による痛みや刺激がみられる。症状が
激しい場合、虚脱状態、チアノーゼ、呼吸困難・昏睡状態となる可能性もある。

原粉末や原液、または多量の希釈液を飲んだ場合2
Case

こすらずに、すぐに水で洗眼する。
症状が軽減しない場合、医師に相談する。

誤って目に入った場合3
Case

行うべき処置は    印  してはいけない処置は   印

塩素系漂白剤や
酸素系漂白剤で
漂白ができます。

酸素系漂白剤のみが
使えます。

漂白剤は使えません。

家庭でタンブル乾燥が
できます。
「点（・）」は乾燥温度を
表します。
「・ ・」はヒーターを「強」
などに設定します。
「・」はヒーターを「弱」
などに設定します。

アイロンを掛けることが
できます。
「点（・）」はアイロンの
底面温度の上限を
表します。

「・・・」は200℃（高温）まで
「・・」は150℃（中温）まで
「・」は110℃（低温）まで

タンブル乾燥は
できません。

アイロンは
掛けられません。

「手洗い」をします。
洗濯液の上限温度は
40℃です。

家庭での洗濯は
できません。

パークロロエチレンなどの
溶剤を使用します。

家
庭
洗
濯
の
記
号

ド
ラ
イ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
記
号

ウ
エ
ッ
ト
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
記
号

石油系溶剤を使用します。

ドライクリーニングは
できません。

ウエットクリーニングが
できます。

ウエットクリーニングは
できません。

漂
白
の
記
号

タ
ン
ブ
ル
乾
燥
の
記
号

ア
イ
ロ
ン
仕
上
げ
の
記
号

財団法人日本中毒情報センター資料より

取り扱い絵表示の意味

油に
なじみやすい部分
（親油基）

ホームケア商品を誤って飲んだ時などは
次の処置をしてください。

ブリーチ・ブリーチの時はさらに

こすらずにすぐ流水で15分以上洗眼し、医師に相談する。
ブリーチ・ブリーチの時はさらに

すぐに水で十分口をすすぐ。
ブリーチ・ブリーチの時はさらに

1

2

3

4

嘔吐や下痢症状が激しかったり、様子がおかしい場合は医師に相談する。

刺激によって充血や疼痛が生ずることもあるが、重大な障害となることはない。

刺激によって充血や疼痛が生ずることもあるが、重大な障害となることはない。

毒性上ほとんど問題はないが、まず水で口をすすぐ。

希釈液をなめたり、一口飲んだ場合1
Case

様子がいつもと違う場合は医師に相談する。

誤飲したものを薄めたり、食道や胃粘膜を保護するために、
念のためコップ1杯程度の水あるいは牛乳または生卵を飲ませる。

口内に刺激や痛みがみられることもある。

家庭洗濯（洗濯機洗い）
ができます。
記号の中の「数字」は
洗濯液の上限温度です。
「　」は「線なし」よりも、
弱く、「 　」は更に弱い
洗濯機での洗い方です。
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洗濯の基礎知識
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Monthly Pack マンスリーパック
マンスリーパック

エックスワン マンスリーパックの
ご利用に関するご注意

●商品のお届け
初回（第1回）はご注文受付後3～5日前後でのお届けとなります。2回目以降はお届け
予定月に1回、20日前後にお届けいたします。お届け先はご登録住所もしくは登録配送先
住所に限らせていただきます。

●期間
6回を1単位とし、中止のお申し出がない限り継続してお届けいたします。お届けの中止を
ご希望の場合には最終営業日までにお申し出いただきますと次月以降の発送を停止いたします。

●お支払い方法
代金引換とクレジットカードのみとなります。
（お振込みでの支払いはできませんのでご注意ください。なお、カードのお手続きが
できなかった場合には自動的に代金引換にて配送させていただきます。）

●ご注文方法

ご注文、中止に関してのお問い合わせは

◎受注配送部 050-8880-2211TEL

《商品を毎回直接お届けするためには、会員登録が必要です。》

全商品対象！ お好きな商品を毎月定期的にお届けするマンスリーパックに今すぐ設定！
ぜひ、便利な「選べるマンスリー」をご利用ください。

「わたしにいいもの 選べるマンスリー」「わたしにいいもの 選べるマンスリー」

全商品から選べる！

◎65歳以上の方　　⇒　65歳の誕生月より特典対象となります。
◎登録後20年以上 ⇒　該当日当月より特典対象となります。

マンスリーパックなら、こんなに便利！ こんなにお得！

「マンスリーパック」は同じ商品を毎月または2ヶ月に1回定期的にお届けする便利なシステムです。

ポイント1

あなたに合った自分だけのマンスリーを設定できます。
コレクションに掲載されている

すべての商品をマンスリーパックに設定可能！

ボーナスショッピング・ポイント（SP）が
なんと10倍！

ポイント2

6回毎にボーナスSPを付与いたします。
マンスリー該当商品の合計SP6回分×10倍！

65歳以上、もしくは登録後20年以上の
会員＊の皆さまへのご愛用感謝特典！

ポイント3

通常なら10,000円（税抜き）以上のご注文で送料無料の
ところを、なんと5,000円（税抜き）以上で送料無料の
特別サービス! 家族構成が変わって使用量が減ったので・・・
という方にぴったり！

キャンペーン実施時はさらにお得！ポイント4

マンスリーパックで申込まれた商品がキャンペーンとなった場合は、
キャンペーンと同等の特典を特別付与！　

マンスリー
パックが

断然お得
です！

※SPとは1SP=1円として次回のお買い物よりお使いいただける会員特典となります。（マンスリーパックにはお使いいただけません。）
※1～5回目のSP付与はありません。6回毎の付与となります。　※途中解約および返品の場合はボーナスSPの付与はありません。
※Non-CN商品には、ボーナスSPの付与はありません。

※Non-CN商品も対象です。　※販売終了商品、販売終了予定商品は対象外となります。

＊ライフクリエーター（LC）に適用

135SP×6回分×10倍＝8,100SP！例）エックスワン
VLゴールド（30本入）の場合

ご注文は ①郵送 ②FAX ③電話 にて承ります。その他のご注文方法については
「P91-92 商品のご購入について」をご覧ください。

1ヶ月に1回のお届け 2ヶ月に1回のお届けor
A B

2つの方法からお選びいただけます!
選べるマンスリーは、同じ商品を定期的にお届けするシステムです。　月1回 　2ヶ月に1回 どちらか選んでスタート!

毎月配送が丁度いい方 毎月配送は多すぎる方

A B

家族構成やライフスタイルにあわせて選べます!



82

Gift ギフト
ギフト

※各種「ギフトセット」はセット内容がすべてそろっている場合に限り現金返済保証制度対象となります。

お世話になったあの方へ。
快適な暮らしに欠かせないエックスワン商品を
組み合わせたギフトを、ご用意しています。

725
商品番号

●税込み本体価格 9,190円

ラ デュワリー ギフトセット
スムースシャンプー＆
トリートメント

◎セット内容
●ラ デュワリー スムースシャンプー(530mL)×1本　●ラ デュワリー スムーストリートメント(530g)×1本

●税込み本体価格 9,190円

ラ デュワリー ギフトセット
モイストシャンプー＆
トリートメント

ヘアケア
ギフト726

商品番号

医薬部外品

714
商品番号

台所用
ギフトセット

ホームケア
ギフト

◎セット内容
●ネオキッチン W（ダブル） （2袋入）×1箱　●ブリーチ・ブリーチ 750ｇ　●サブボトル（1本）

●税込み本体価格 4,400円

ヘアケア
ギフト

◎セット内容
●ラ デュワリー モイストシャンプー(530mL)×1本　●ラ デュワリー モイストトリートメント(530g)×1本

●税込み本体価格 6,094円

ピルフィーノ
ボディシャンプー
ギフトセット

バスタイム
ギフト737

商品番号

◎セット内容
●ピルフィーノ ボディシャンプー 詰替専用容器付 300mL　●ピルフィーノ ボディシャンプー詰替用 300mL

744
商品番号

◎セット内容
●ハボン デ エックスワン 100g×3個入

745
商品番号

◎セット内容
●エネルマーノ 薬用ハンドソープ MD 詰替用 250ｍＬ×2袋
●ハンドソープ専用 詰替ボトル 300mL　●エネルマーノ 薬用ハンドトリートメントクリーム MD 90ｇ

ハボン デ エックスワン
ギフトセット

ハボン デ エックスワン
ギフト

●税込み本体価格 3,520円

手肌のうるおいセット

エネルマーノ
ギフト

●税込み本体価格 5,311円

ト ト

724
商品番号

ネオランドリーＤ
ギフトセット

ホームケア
ギフト

◎セット内容
●ネオランドリーＤ（1.5kg）×3箱

●税込み本体価格 4,714円

ギフトご注文方法とお届けについて

通常のご注文にて承ります。

ご注文から3～5日程度かかります。

【商品番号714・725・726】はギフトパッケージを使用していますので、包装は
省かせていただきます。また、のしを封筒にお入れし、商品と同送いたします。なお、
のし掛け、名入れについては下記までお問い合わせください。

お問い合わせ
◎受注配送部 050-8880-2211TEL

商品は全包装し、のしは封筒に
入れて同送いたします。

1  ご注文方法

2  包装・のし

3  お   届   け



心までうるおう

おいしい水を、いつでも。

気持ちの疲れまで癒す

快適な眠りを、毎日。

すこやかな暮らしに、

命の基本からアプローチしました。

ライフケア

Life Care
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スリーピングケア P87 -8
9

ライ
フケ

ア（浄水器）P 8 5 - 8 6

Life
Care

エックスワンのライフケア商品は、

命の基本に深く関わる“水”と“眠り”にこだわり、

その安全と質の向上を徹底的に追求しました。

飲むだけで心までうるおう、おいしい水をご家庭で楽しめるように、

身体だけではなく気持ちの疲れまで癒す快適な眠りにつけるように、

エックスワンは自然を科学し、自然に学んでいます。

にこだわる

人生の約1／3を占める

眠り

にこだわる

人の身体の60％を占める

水

エックスワン
独自の構造

スポーツ
科学

科学のチカラ

自然
ろ過力

●ピュアクリーン  ▶P85-86

●快眠ストーリィ▶P87-89
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ろ過の過程で不純物を吸着し、より「安心な水」をつくります。

天然のミネラル成分が水をおいしく・まろやかに。

飲み水やお料理に使う水を、より良質に。

ピュアクリーン用交換部品

※「ピュアクリーン」「ピュアクリーン専用 交換カートリッジ」は未使用・未開封に限り現金返済保証制度対象となります。

コンパクトでスタイリッシュなデザインなので、キッチンにもなじみます。幅12㎝以上のスペースがあれば、
どこにでも簡単に取り付けることができます。9種10層の高性能ろ過式で、微量な汚染物質も除去。
しかも自然ろ過方式なので、いつでも安心でおいしい水をお飲みいただけます。

●本体サイズ：直径110×高さ220mm
●質量（満水時）：1,100g（2,100g）

ピュアクリーン
（カートリッジ・取付用付属品付）

浄水器380
商品番号

●内容量：1本

381
商品番号

◎セット内容
● ピュアクリーン本体（カートリッジ付き）
●ピュアクリーン 切替コック
●ピュアクリーン ホース（W）（1m）
●ピュアクリーン取付用付属品（Ａ・Ｂ・Ｃセット）
● 取扱説明書
●ご購入者安心登録カード 毎分3.0Lのスピード浄水で、7,500Lを浄水できる

大容量タイプです。1年に1度のカートリッジの
交換で、いつでもまろやかでおいしい水をお飲み
いただけます。

ピュアクリーン専用
交換カートリッジ

浄水器
カートリッジ

●税込み本体価格 35,090円

71,500円

対象商品

カートリッジ交換の目安
約1年

※ピュアテックス キッチンタイプには使用できません。

●税込み本体価格

取り付けかんたん
すぐ使えます

（幅12cmのスペースが
必要です） ★
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Life Care ライフケア



※「ピュアクリーン付属品」は現金返済保証制度対象外となります。

各付属品、専用ホースは消耗品のため、3年を目安にお取り替えください。

●ピュアクリーン付属品

ピュアクリーン
切替コック

浄水器取付用
付属品

●税込み本体価格 2,750円

ピュアクリーン
ホース（W）

浄水器取付用
付属品

ピュアクリーン
取付用付属品Ａセット

浄水器取付用
付属品

●税込み本体価格

●税込み本体価格  3,300円

441
商品番号

ピュアクリーン 取付用付属品A・B・Cセットは
別売りとなります。
蛇口に合わせて、【商品番号387・388・389】を
ご一緒にお求めください。

ピュアクリーン 専用切替コック

ご注文の際のご注意

●全長：100cm

●丸型蛇口用：16mm、 17.5mm、19mm

浄水器取付用
付属品

550円

●外ネジ用：W22/M22mm

ピュアクリーン
取付用付属品Cセット

浄水器取付用
付属品

●税込み本体価格 550円

●内ネジ用：W23/M24mm

388
商品番号

387
商品番号

389
商品番号

385
商品番号

386
商品番号

●税込み本体価格 638円

遊離残留塩素
判定試薬セット
●DPD試薬（10粒入）、簡易判定紙、取扱上の注意

ピュアクリーン
取付用付属品Ｂセット

※ピュアクリーン付属品は、ピュアテックスにもお使いいただけます。

550円 ●税込み本体価格

※その他、ご不明な点につきましては、お客様相談室（0120-039-198）にお問い合わせください。

1
トリハロメタンや有機溶剤、農薬などを吸着・除去。

人間の体内にもわずかに存在する微量ミネラルのひとつで、
血糖値の低下や脂質の代謝、コレステロールの抑制にも
関わっているといわれている。

ミネラル成分のひとつ、カルシウムをプラス。

0.1μm（マイクロメートル）（10,000分の１ミリ）という超微細な孔を
持つ超マイクロフィルターが、濁りや雑菌、サビ、アスベストを除去。

ミネラル成分を含有する麦飯石を主成分にセラミックをプラス。
ミネラル成分を加えるだけでなく、強い吸着力で有害物質を吸着。

天然サンゴを原料としたコーラルサンドが、ミネラル成分を加えて
おいしさがアップ。

金属イオンや溶解性の鉛を交換作用で除去。

残留塩素や、いやなニオイ、人体に有害な有機化合物を、
活性炭の吸着作用で除去。

特定の物質を吸着する特性やイオン交換の特性を持つ鉱石で、
水質改良剤として、重金属等を除去。

繊維状活性炭

2 高純度微粒活性炭

3 イオン交換繊維状活性炭

4 ゼオライトセラミック

5 バナジウムセラミック

6 コーラルサンド

7 炭酸カルシウム石

8 麦飯石セラミック

9 超マイクロフィルター ◎ピュアクリーン構造イメージ図

多くの層で、水道の水が
安心・おいしい・まろやか

ネジ山からパイプの端まで
20mm以上の蛇口
（TOTO製）

Aのサイズが24mm以上で
Bのサイズが10mm未満で
金具のない蛇口

シャワーノズル式蛇口

センサー付自動蛇口

 ★下記の蛇口には取り付けられませんのでご了承ください

蛇口

B

A

ピュアクリーンの水の流れ
原   水   の   流   れ

9

8

7

6

5

1

2

2

3

4

有害物質はもちろん、微量な汚染物質も除去。
家庭用浄水器試験方法JIS S 3201に定めた13の有害物質に対して、「ピュアクリーン」は
100％に近い除去性能を実証しています。

JIS S 3201に
定める13項目の
汚染物質

◉遊離残留塩素
◉2-MIB（カビ臭）
◉ブロモジクロロメタン
◉テトラクロロエチレン

◉溶解性鉛
◉総トリハロメタン
◉ジブロモクロロメタン
◉トリクロロエチレン

◉CAT（農薬）
◉クロロホルム
◉ブロモホルム
◉1,1,1-トリクロロエタン

◉濁り

86

ライフケア（浄水器）

Life Care［ライフケア］



「レヴォテック」を使用した

快眠ストーリィ

一般の
ポリエステル繊維

快適な時に現れる脳のα波を測定した
実験では、高い心地よさを保ち鎮静状態に
移っていることがわかりました。また、サーモ
グラフィーを使った保温・温熱効果測定
では、起床後もその効果が続くことが確認
されています。このように、リラックスして
心地よく速い寝入り、温熱効果の持続で
深い睡眠を実現しました。

掛け・敷きに使用されている吸湿・発熱繊維は、
汗や水分を羊毛の約2.5倍、綿の約5倍の
速さで吸収、さらに発熱することで寝床内の
温度・湿度を理想の範囲に保ちます。

◎保温・温熱効果

ペール
ピンク

2
時
間
の
睡
眠

●毎日使用するものだから

●心地よい寝入りと深い睡眠を実現

●寝床内環境を快適に保つ

就寝前 起床150秒後

ペール
ブルー

ヤシガラ活性炭の約4倍以上の効果がある消臭
繊維に加え、生地には抗菌防臭・防ダニ加工を施し
ました。カラーは、リラックス効果の高い、ペールブルーと
ペールピンクの2色をご用意しました。

「レヴォテック」

〈専門機関調べ〉※体感には個人差があります。

保温効果の
持続で
差が現れて
いる。

3
1人生の約　 を占める眠りにこだわる

「レヴォテック」は、運動機能や疲労回復を研究するスポーツ科学から生まれました。「快眠ストーリィ」は、
この繊維をシート状にしたり、他の繊維と混綿し、掛け・敷き・肌掛けの3点すべてに使用しています。

現代社会では、2人に1人が睡眠に不満を抱き、

その内の8割の人が不眠の原因は

「精神的疲労・ストレス」と答えています。

一方、睡眠に対する関心の高まりに伴い、

健康志向の進展は上質な睡眠への願望となり、

寝具の果たすべき役割が改めて注目されています。

今、疲れを癒すだけではなく、

健康の維持・回復を同時にかなえる寝具が求められています。

快適な
寝床内環境

理想の
寝姿勢

健康の
維持・回復を
サポート

「レヴォテック」によって、
健康の維持・回復をサポートする寝具「快眠ストーリィ」。
吸湿・発熱繊維（肌掛けは非発熱繊維を使用）が寝床内環境を快適に保ち、
さらに独自の構造・工夫によって体圧分散、理想の寝姿勢を保ちます。
心地よい寝入りと深い睡眠へ誘い、健康に導きます。
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右図のように中央部分を広く、
両サイドを狭くすることで、身体に
フィットしやすい形状に仕上げ
ました（高フィット形状）。

生地は高品質の超長綿※（ちょう
ちょうめん）をサテン織りにして、しな
やかな肌ざわりとシルクのような
光沢で、肌の弱い方でも安心して
ご使用いただけます。

◎高フィット形状

中央部のステッチを広くし、
身体にフィット

◎敷き「バランス固綿」

33% 44% 15%
高密度固綿 固綿固綿

◎体圧分布測定試験

敷きでは「レヴォテック」をシート状にし、
身体側に使用。汗をかいてもさらさらな
状態を保ちます。

※超長綿：繊維が長く均一な天然繊維です。
　超長綿は掛け・肌掛けに使用しています。

快眠ストーリィ 掛け

理想的な寝姿勢とは、立っている状態に近い姿勢です。
「快眠ストーリィ」は体圧のいちばんかかる中央部が上下部分より硬い「バランス固綿（かたわた）」を採用しています。

快眠ストーリィ 敷き

「レヴォテック」に加え、消臭繊維、吸湿・非発熱繊維の3つを混綿し、表地は超長綿とシルクプロテイン加工を施したタオル地の２つの肌ざわりが楽しめます。
また、ステッチを多めに入れ、型くずれしにくいため、家庭内での洗濯が可能です。（ネット使用・弱水流／手洗いはご遠慮ください）

快眠ストーリィ 肌掛け

※矢印は、体重比です。 腰部をしっかりと受けとめます。

被験者 ： 男性164cm 63kg 〈専門機関調べ〉

◎横から見た断面図
超長綿

超長綿

タオル地

タオル地
◎上から見た平面図

裏・表どちらでもお好みでご使用可能

3つの優れた素材を混綿
レヴォテック＋消臭繊維＋吸湿・非発熱繊維

やわらかく高級感のある表地

●詰めもの:「レヴォテック」、消臭繊維、吸湿・発熱繊維

8%

ステッチを多く入れ、
家庭の洗濯にも対応

●詰めもの:「レヴォテック」、消臭繊維、吸湿・非発熱繊維

●詰めもの:「レヴォテック」、バランス固綿、消臭繊維、吸湿・発熱繊維

88※快眠ストーリィ 枕は販売終了となりました。
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※「快眠ストーリィ」は、未使用・未開封に限り現金返済保証制度対象となります。

上質な眠りによる、爽快なお目覚めを。
スポーツ科学から生まれた素材で、
心と身体の健康をキープ。
睡眠は人生の最も多くの時間を占めており、生きていくためにはおろそかにすることはできません。
疲労回復を研究するスポーツ科学が生んだ「レヴォテック」（エックスワンオリジナル繊維）をぜひお試しください。

中央部のステッチを広くし、身体に当たりにくく心地よくフィット。超長綿を
サテン織りにした高級感のある肌にやさしい表地を採用しました。

●サイズ（重量）：150×210cm（2,600g）　●材質（表地）：超長綿100％

各100,886円●税込み本体価格

快眠ストーリィ 掛けシングル

「バランス固綿」により、首・肩・腰の負担を軽減する、立っている状態に
近い理想的な寝姿勢を実現しました。

●サイズ（重量）：100×200cm（4,500g）　●材質（表地）：ポリエステル80％、綿20％

各100,571円●税込み本体価格

674
商品番号

快眠ストーリィ 敷きシングル

678
商品番号

673
商品番号

ペールピンク

677
商品番号

ペールブルー

ペールピンク

ペールブルー

ペールピンク

ペールブルー

快眠ストーリィ 肌掛けシングル

692
商品番号

693
商品番号

汗のニオイを吸収する消臭繊維を使用。発熱を抑え、水分を素早く発散
する吸湿・非発熱繊維を採用しました。

●サイズ（重量）：150×210cm（1,800g）　●材質（表地）：超長綿、シルクプロテイン加工パイル

各62,543円●税込み本体価格
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温泉郷でもある大分県玖珠町のシリカ（ケイ素）天然水。ケイ素含有
量は約72ｍｇで、1本で1日に必要とされているシリカの目安摂取量を
補えます。口当たりの柔らかい軟水で、他の食材や料理の味付けにも
なじみやすく、コーヒーやお茶、炊飯などにもおすすめです。

●内容量：525mL×24本入

大分県宝泉寺温泉のシリカ水
エックスワン セレブシリカウォーター

ナチュラルミネラルウォーター

●税込み本体価格 6,107円

9622
商品番号

農林水産省「ミネラルウォーター類（容器入り飲用水）の品質表示ガイドライン」

日本食品標準成分表を用いて計算した推定値です。

大分県西部に位置する玖珠町の温泉郷。天慶元年（938年）空也上人が
奇蹟を予言して大地に突き刺した杖が大杉となり、天禄三年（972年）の
大地震の際に大杉の根元より突然温泉が湧き出しました。その湯は怪我人が
浸かるとまたたく内によくなるといわれ、上人が宝の湯を与えたということから、
温泉のほとりに「平原山宝泉寺」と命名した寺を建立したのが宝泉寺温泉の
はじまりと伝えられています。

宝泉寺温泉とは

シリカとは、地殻中に多く存在している元素のことで、一般的にケイ素とも
呼ばれます。髪の毛から爪の先、筋肉、骨、血管、内臓と、すべての細胞に
とって欠かすことができない元素で、健康を維持する上で様々な役割を持って
いるといわれています。

シリカとは

シリカのはたらき

※「エックスワン セレブシリカウォーター」は飲食料品につき、現金返済保証制度対象外となります。

健康と美容の源、シリカをたっぷり含んだ
ナチュラルミネラルウォーター

オススメの
お召し上がり方

・そのままで　・お茶やコーヒーに　・炊飯に
・各種料理にも

ミネラルウォーターの分類

ナチュラルウォーター 特定水源より採水された地下水

ミネラルウォーター

ナチュラル
ミネラルウォーター

ボトルドウォーター

特定水源より採水された地下水の
うち、地下で滞留または移動中に
地層中の無機塩類が溶解したもの

ナチュラルミネラルウォーターの
原水と同じ

ナチュラルミネラルウォーターの
原水と同じ

その他、原水が地下水以外の
場合（純水、蒸留水、水道水など）

ろ過、沈殿及び加熱殺菌以外に
次に挙げる処理を行ったもの

品名 原水 処理方法

皮ふの弾力性をつくるコラーゲン、ヒアル
ロン酸、エラスチンを結び付ける、まるで
接着剤のような役割。若 し々い肌を維持する
ためには欠かせません。

血管自体の内皮細胞の構成物質で、常に
血管をリフレッシュして柔らかい状態を保って
います。

・複数の原水の混合
・ミネラル分の微調整
・ばっ気など

ろ過、沈殿及び加熱殺菌以外に
原水本来の成分を大きく変化
させる処理を行ったもの

但し、食品衛生法に基づく
殺菌が必要である

深い眠りをもたらす睡眠ホルモン「メラトニン」を
つくり出す脳の器官「松果体」の構成成分。
メラトニンは体内時計をつかさどる重要な
ホルモンで、不足すると代謝が落ち、身体の
バランスは大きく崩れてしまいます。

人間の骨はカルシウムが主原料と思われ
がちですが、実は骨の30％以上はケイ素
が占めています。ケイ素は骨を覆う繊維を
つなぐ役割をしていて、丈夫でしなやかな
状態を保っているのです。

1 2

3 4

ろ過、沈殿及び加熱殺菌以外の
物理的・化学的処理を行っては
ならない

●エックスワン セレブシリカウォーターに含まれている100ｍLでの主な栄養の含有量

熱量
たんぱく質
脂質
炭水化物

0kcal
0g
0g
0g

食塩相当量
カリウム
カルシウム
マグネシウム

0.01g
0.3mg
0.9mg
0.5mg

弾力のある
若々しい肌

めぐりと柔らかさを
サポート

身体バランスを
良好に

丈夫でしなやかな
骨格を

「健康と美容の水」
宝泉寺温泉のシリカウォーター

く     す   まち
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エックスワン商品のご購入について  

会員登録をしていなくても、気軽に商品を
インターネットでご注文いただけます！

商品のご注文方法について
＊ご希望の注文方法をお選びください。

LC： ライフクリエーター
SC： X-oneショッピングクラブ
それぞれの会員を指します。

お支払い方法について

イーコンテクスト（コンビニエンスストア/ペイジー）★、ファミリーマートで
お支払いの場合

ご注文の際、合計金額とお支払い受付番号などを控え、一週間以内に指定
したご利用チェーンにてお支払いください。 
（電話またはインターネットでご注文の場合のみ、ご利用いただけます。）
但し、ご注文金額は1回300,000円未満（税込み）までお受けします。
※当月のご注文ポイントとして計上されるのは、月末最終営業日までとなります（LCが対象）。
★対象店舗：ローソン、ミニストップ、セイコーマート

郵便振替でお支払いの場合
専用の払込取扱票〔商品番号122〕（無料帳票・払込手数料なし）を
ご利用になり、商品代金を郵便局（ゆうちょ銀行）から払込みます。

振替口座番号 00110-1-351105　加入者名 株式会社 エックスワン

※郵便局（ゆうちょ銀行）備え付けの郵便振替払込用紙の場合、払込手数料はお客様負担となります。
※当月のご注文ポイントとして計上されるのは、月末最終営業日17：00までとなります（LCが対象）。
※ご注文から10日以内にお支払いください。

銀行振込でお支払いの場合
銀行、信用金庫、信用組合、JA（農協）の各本支店の窓口及びATMを利用
して、下記いずれかの銀行口座へ振込みます。

三菱UFJ銀行 三田支店  普通 1033997

※当月のご注文ポイントとして計上されるのは、月末最終営業日17：00までとなります（LCが対象）。
※ご注文から10日以内にお支払いください。

三井住友銀行 東京営業部  普通 137851

代金引換でお支払いの場合
商品代金を、お届け時にお支払いいただくシステムです。
但し、ご注文金額は1回200,000円未満（税込み）までお受けします。
※当月のご注文ポイントとして計上されるのは、毎月20日20：00受付分までとなります。
　20日が土・日・祝日の場合は、その前営業日までとなります（LCが対象）。

クレジットカードでお支払いの場合
X-oneカード、OMCカード及びVisaまたはMaste rCa rd提携カードが
ご利用になれます。エックスワンが指定する商品は、1、3、6、10、15、20回払いで
購入することができます。（一部、分割払いが取り扱えないカードがあります。）＊
但し、OMCカード以外のJCB提携カードはご利用いただけません。
※当月のご注文ポイントとして計上されるのは、月末最終営業日17：00までとなります（LCが対象）。
＊分割払いはSCには適用されません。

快眠ストーリィのご注文は専用発注書〔LC：商品番号121または126〕〔SC：商品番号111〕（無料帳票）をご利用ください。
LC限定　リボーテ、プロ アジークシリーズ、快眠ストーリィ、ピュアクリーンは分割払いができます。各商品の分割手数料は上記の専用発注書をご確認ください。

FAXからのご注文

050-8880-2211（平日： 9:00～18:00）

24時間受付
年中無休

発注書〔LC：商品番号117〕〔SC：商品番号111〕のいずれか（無料帳票）を
使用して必要事項を記入の上、エックスワンFAX番号へ送信します。

●FAXの到着確認
03-5408-5553FAX

◎専用発注書でご注文ください

郵送からのご注文

〒105-0004
東京都港区新橋6-17-21住友不動産御成門駅前ビル5F

発注書〔LC：商品番号117〕〔SC：商品番号111〕のいずれか（無料帳票）を使用して必要事項を
記入の上、発注書専用封筒〔商品番号123〕（無料帳票・切手不要）でエックスワンへ郵送します。

株式会社 エックスワン
受注配送部携帯電話からもご利用いただけます。

電話からのご注文

会員番号、お名前、お支払い方法、商品番号、数量をお伝えください。

0120-611-820 ●受付時間（日・祝日はお休みです。）
平日 ： 9：30～20：00（月末最終営業日は17：00まで）
土曜 ： 9：30～12：00（土曜日のご注文のポイントは翌週扱い）

24時間受付
年中無休パソコン・スマートフォンからのご注文

ホームページ上の会員専用ページにてご注文をお受けします。土・日・祝日も休まずに
出荷いたします。（お支払い方法によっては即日出荷にならない場合があります。）

●パソコン・スマートフォンから

www . x - o n e . c o . j p

エックスワンクレジット（九州日本信販）でお支払いの場合
エックスワンが指定する商品は3・6・10・15・20・36回払いで購入することが
できます。＊（商品によって回数が異なる場合があります。）お申込み方法は
「エックスワンクレジット（九州日本信販）指定商品専用発注書」〔商品番号126〕
（無料帳票）に必要事項を記入・捺印の上、エックスワンに郵送してください。
※お時間に余裕を持ってお申込みください。場合によっては当月のご発注でも当月のご注文
　ポイントとして計上されないことがあります。ご了承ください。（LCが対象）
＊分割払いはSCには適用されません。

＊右の二次元コードを
読み取るだけでアク
セスできます。

ポイントにつきましては、「会員価格一覧（別冊）」をご覧ください。

For Member 会員の皆さまへ
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右記マークが付いている商品はX-oneカード、OMCカード及び
VisaまたはMasterCard提携カード、エックスワンクレジット（九州
日本信販）の分割払いでのご購入が可能です。指定商品専用
発注書〔商品番号121〕（無料帳票）をご希望の方は、フィールド
サポート部（03-6822-3570）までお申し付けください。

商品の仕様・外観・価格は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※本誌発行後の新商品・販売終了商品につきましては、『エクスプレス』巻末リストをご覧ください。

価格表示についてのお知らせ

分割払いについて（分割払いをご利用になるには、LC会員登録が必要です。）

その他、『コレクション』記載内容についてのご案内

このカタログに掲載されている商品の色は、撮影、印刷インキの関係で、
実際の色とは異なって見えることがありますので、ご了承ください。
なお、表示サイズは、あくまでもご使用時の目安としてお考えください。

掲載商品についてのお知らせ
税込み本体価格 会員の方（LC）がお客様に販売する時の税込み価格

ご購入について詳しくは、
エックスワンホームページ内

会員専用ページの
ダウンロード（無料帳票）→
『ご注文の手引き』または、

ヘルプページを
ご覧ください。

 エックスワンから会員の皆さまへ

＊右の二次元コードを読み取るだけでアクセスできます。
パソコン・スマートフォンから

※会員の方はご購入いただけません。 ※配送手数料につきましてはホームページをご確認ください。 ※代金引換手数料はお客様負担となります。
※取り扱いのない商品もございます。 ※返品はできません。ご了承ください。

www.ｘ-one.co.jp
会員登録をしていなくても、気軽に商品を会員登録をしていなくても、気軽に商品を
インターネットでご注文いただけますインターネットでご注文いただけます！

そんなご友人・お知り合いに、エックスワンの商品をおすすめください！

《 クレジットカード、代金引換、コンビニエンスストアでお支払いいただけます！ 》

LCの返品（交換・返金）について

返品返金について
エックスワン商品には飲食料品とNon-CN商品を除くすべての商品に「現金返済保証制度」が付いて
います。返品返金をご検討の場合、手続きの前に必ずお電話にてご相談ください（フィールドサポート部
03-6822-3570）。お客様からの返品を受けた場合やご自身の返品で商品代金の返済を希望する
場合、返品返金依頼書〔商品番号109〕（無料帳票）に必要事項を記入の上（お客様からの返品に
ついては「販売伝票」の「物品受領書」を添付）、返品返金の手続きをお願いいたします。
Non-CN商品の内容につきましては「会員価格一覧（別冊）」をご覧ください。

返品返金についてのご注意（詳しくは倫理・活動規定をご参照ください。）

●リボーテ・プロ アジークシリーズ・メイク化粧品（フィネティア・ドゥフィーヌ・XLUXES
プロケアビヨンド等）・快眠ストーリィ・ピュアクリーン及び交換カートリッジ

  ・ピュアテックス交換カートリッジ・ピュアフレール交換フィルター・ピュアシャワー
交換カートリッジ・エックスワン ポット型浄水器 交換用カートリッジについては
未使用・未開封に限ります。

●飲食料品・Non-CN商品は現金返済保証制度対象外です。                     

●現在使用中（消費中）の商品の返品に関しては、残量が原則として1/3以上と
させていただきます。                 

●会社への返品は、あなたがその商品を注文した日から6ヶ月以内のものに限ります。

●あなたのお客様からの返品以外で返品する場合の送料は、自己負担となります。

返品交換について
お届けした時点で商品不良や容器が破損した場合、同一商品との交換をいたしますので、お客様
相談室（0120-039-198）までお問い合わせください。

SCの返品（交換）について

お買い上げいただいた商品は返品をお受けできません。但し、商品に不具合があった場合には、同一商品との交換を承りますので、お電話にてご相談ください
（フィールドサポート部03-6822-3570）。

商品を
使ってみたい

！

ご購入はこちらから！

商品のご購入について
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エックスワンの
いろいろな情報を
SNSでUPしています

商品説明動画や
ブランド動画などをUP

今おすすめの商品など
写真メインでUPしています

エックスワンからの告知や
各種案内をリアルタイムでUP

facebook

Store Introduction 店舗のご紹介
店舗のご紹介

直接商品を手にしていただき、そのよさを実感していただきたい。

“ヒト幹細胞培養液※1”を配合した「XLUXESシリーズ」を使用した
エステを受けることができ、その効果を体感していただけるラグ
ジュアリーサロンです。完全個室でプライベートな時間を満喫。
リラックスしながら極上のリラクゼーショントリートメントをご体験ください。

エックスリュークス 青山 エステティックサロン

紀ノ国屋

MaxMara
小原流会館

根津
美術館

区立青南小学校

Blue Note
TOKYO

スパイラルホール

B3出口
A5出口

B1出口

みずほ銀行

モロッコ
大使館

ニッカ
ウヰスキー

青山ライズ
スクエア（JCB）

青山学院大学

青山
通り 骨董通り←至

渋谷

表参道駅

〒107-0062 東京都港区南青山5-4-27 BARBIZON104 5F
   TEL：03-6861-6588
   営業時間：11:00～20:00     定休日：月曜日

※1 ヒト脂肪細胞順化培養液エキス

首
都
高
速

昭
和
通
り

外堀通り

ソニー通り

C3出口

B9出口

A3出口

リクルート
ギンザ8

中央通り

新
橋
駅

銀
座
駅

晴
海
通
り

銀
座
ソ
ニ
ー
ビ
ル

三越

〒104-0061 東京都中央区銀座8-4-23 クレグラン銀座ビル 1F
   TEL：03-6891-7778
   営業時間：11:00～20:00     定休日：なし

免税店として、海外のお客様のご対応も
させていただいております。

エックスワンのスキンケア商品「XLUXESシリーズ」を中心に、
エックスワン商品をいつでも気軽に手に取っていただける路面店です。
ぜひお立ち寄りいただきたいコスメブティックです。

エックスリュークス 銀座 コスメブティック

　　　　はヒト幹細胞培養液※1を使った化粧品、「　　　　シリーズ」を中心に、

その効果をじっくりとご体験いただけるエステティックサロンを東京・青山に。
商品を直接お手に取ってご購入いただけるコスメブティックを東京・銀座に展開しています。

エックスリュークス
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w w w . x - o n e . c o . j p●詳しくはホームページをご覧ください ●スマートフォンからもご利用いただけます

ダウンロード

上手な活用方法フリースペースの

「会員専用ページ」の
「ダウンロード（新商品情報）」から
 希望の商品をクリック

点線で切り取って、
このページに貼り
保存してください

PDF形式のファイルが
ダウンロードされるので、
それをプリントアウトする

パソコン・スマートフォンから
デジタルカタログへアクセス！
外出先や、お手元でいつでも最新のコレク
ションがご覧いただけます。ぜひご活用ください。

いつでも
最新版を
観覧可能！

「常に最新の商品情報をカタログにまとめておきたい…」

そんなご要望にお応えして、フリースペースを作成しました。

Free Space フリースペース
フリースペース
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ご注文は下記でお受けしていますご注文は下記でお受けしています ご注文に関するお問い合わせご注文に関するお問い合わせ

郵送からのご注文

〒105-0004
東京都港区新橋6-17-21 住友不動産御成門駅前ビル5F

●商品のご注文や発送についてのお問い合わせ、
　配達時間指定の受付など

050-8880-2211
受付時間 ： 9：00～18：00（但し、土・日・祝日は除きます。）
メールアドレス ： shipping@x-one.co.jp

03-6822-3570
受付時間 ： 9：00～18：00（但し、土・日・祝日は除きます。）
メールアドレス ： service@x-one.co.jp

●エックスワン商品全般のご相談窓口

商品に関するご質問・お問い合わせ商品に関するご質問・お問い合わせ

「お客様相談室」（フリーダイヤル）

0120-039-198
※携帯電話・ＩＰ電話からのご利用は03-6822-3435（有料）
受付時間 ： 9：00～18：00（但し、土・日・祝日は除きます。）
メールアドレス ： customer@x-one.co.jp

※下記については会員以外のお客様もご利用いただけます。

その他エックスワンへのお問い合わせその他エックスワンへのお問い合わせ
●エックスワンの活動についての質問・相談、
　返品、会員登録や更新手続き、解約、
　ボーナス（割戻金）支払内容などのお問い合わせ

●サロン・ドゥ・インナップへのお問い合わせ

商品全般について、内容、使い方などのご質問・ご相談をうけたまわります。

＊ 但し、当月のポイントは月末最終営業日の17：00到着分までとなります（LCが対象）。
［代金引換の場合、毎月20日20:00受付分まで（20日が土・日・祝日の場合はその前日まで）となります。］

発注書〔LC：商品番号117〕〔SC：商品番号111〕（無料帳票）を使用して必要事項を
記入の上、発注書専用封筒〔商品番号123〕（無料帳票・切手不要）でエックスワンへ
郵送します。

快眠ストーリィのご注文は専用発注書〔LC：商品番号121または126〕
〔SC：商品番号111〕（無料帳票）をご利用ください。

 LC限定　リボーテ、プロ アジークシリーズ、快眠ストーリィ、ピュアクリーンは分割払いができます。　　　     各商品の分割手数料は上記の専用発注書をご確認ください。

◎専用発注書でご注文ください

株式会社 エックスワン 受注配送部

この印刷物は、植物油
インキを使用しています。

03-6861-3601
受付時間 ： 平日 10：00～18：00
　　　　　土・日11：00～19：00（但し、祝日は除きます。）

〒107-0062  東京都港区南青山５-4-27 BARBIZON104 5F  ＴＥＬ.０3-6822-3570（代）  ｗｗｗ.ｘ-ｏｎｅ.ｃｏ.ｊｐ
記載事項の無断使用を禁ず。   XAW00421 22950（150）（BJ） 

電話からのご注文（フリーダイヤル）

0120-611-820
平日 ： 9：30～20：00（但し、月末最終営業日は9：30～17：00）
土曜 ： 9：30～12：00（但し、土曜日のご注文ポイントは翌週の営業日扱いとなります。）
※日・祝日はお休みです。

FAXからのご注文

03-5408-5553
＊ 24時間受付（年中無休）
※FAXの到着確認 ： 050-8880-2211（平日 ： 9：00～18：00）

携帯電話からもご利用いただけます。
会員番号、お名前、お支払い方法、商品番号、数量をお伝えください。

発注書〔LC：商品番号117〕〔SC：商品番号111〕（無料帳票）を
使用して必要事項を記入の上、エックスワンFAX番号へ送信します。

パソコン・スマートフォンからのご注文

www.x-one . co . jp
＊ 24時間受付（年中無休）
※右の二次元コードを読み取るだけでアクセスできます。

青山

092-437-3398
受付時間 ： 10：00～18：00（但し、土・日・祝日は除きます。）

福岡


