水と自然を守るオーガニック洗剤＆ボディソープ
ソネット

オーガニックライフグループ
各営業担当までお願いいたします。
TEL:03-3759-9782
※薬事法に抵触する表現がございますので文章の
引用、写真の転用はご遠慮ください。

取扱内容基本条件
⃝3アイテム以上の取扱いが出来る販売店で
あること。
株式会社
おもちゃ箱
⃝ロット単位での注文とすること。
〒145-0076
東京都大田区田園調布南26-12
www.sonett.jp/

ソネットのはじまり

フランス語のSavonnette（化粧石けん）から名付けられたソネット社。洗浄力はそのままに、人と環境にやさ
しい生分解性の高い洗剤を作ることをめざし、科学者達が設立しました。バイオダイナミックやオーガニック
栽培の原料、独自の製法で生命力を与えた水、本物のエッセンシャルオイルなどから作られるソネットの洗剤
は、洗剤自らの力で100％自然に戻ることが証明されています。また、純石けん成分に洗浄力や気泡性に優
れた植物由来の界面活性剤を合わせることで、洗浄力の高さも実現しました。現在では、オーガニック洗剤の
象徴的存在として、世界40カ国以上で愛用されています。

取得認証
※ゴールソープバー、リキッドを除く

ソネット独自のこだわり

水に元気を与える――「渦巻き活性水」
ソネットの液体洗剤には、12個の卵型をしたガラス容器で成るタワーを通過させた水

ソネットは使用後の洗剤を
自然サイクルにより早く戻すために、
独自に2つの方法を取り入れています。

を使用しています。水は各容器の中を渦巻きながら通過し、その過程で空気を包み込
み、エネルギーに満ちた水となります。これが、
「渦巻き活性水」です。水は本来、渦を巻
くという性質を持っています。排水溝を流れていく水が渦巻いているのもその表れで
す。渦巻き活性水を使用することにより、洗剤となっても水本来のリズムと動きを記憶

渦巻き活性水

し、早く自然の状態に戻ることができると考えたのです。

水を自己再生させる――「オロイド混合剤」
最後の工程で「オロイド混合剤」がごく少量加えられています。これは、オロイド型（同じ
大きさの円板を直交させ、接地点を結ぶ線分で囲んだ立体）の容器の中で、オーストリ
アの思想家・シュタイナーが提唱したアントロポゾフィー（人智学）的な背景に基づき、
人間の発達段階・進化の過程を表した7つの原料＜金、フランキンセンス、ミルラ、月桂
樹、オリーブ油、バラ、ヤドリギ＞を混合したものです。

オロイド型容器

オロイドの中で、液体は8の字を描きながら動きます。水は、自然界では8の字をつく
り、自己再生を試みます。この動きを取り入れることで、水が、残った洗浄剤を抱えて自
然界に戻っていく場合にも自己再生し、新たな生命力を自然にもたらすと考えたので
す。また、オロイド混合液を加えることによって、原料同士が調和し、安定を保ちます。
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手肌と環境にやさしい、そして、しっかりと落ちる！
だから愛用されています。

確かな洗浄力

ソネットは洗剤に植物性の界面活性剤を使用しています。ヤ
シ油由来、ショ糖由来の界面活性剤と石けん成分の調合で汚
れをしっかり落とします。よく泡立つので繊維も痛めにくく、
ふんわりと洗いあがります。
「オーガニック洗剤は洗浄力が弱
い」というイメージを覆します。

手肌にとびきりやさしい

ソネットは植物原料と天然鉱物の原料を厳選しています。石
油由来の原料、合成物質※、酵素、アレルギー誘発性原材料な
どの健康に悪影響を与える成分は一切不使用です。手荒れが
気になる方、肌が敏感な方、赤ちゃんの衣類や食器にも安心
してお使いいただけます。
※合成香料、合成色素、合成保存料など

オーガニックと

洗剤の原料に使用する植物はオーガニックまたはバイオダイ
ナミックで栽培されています。植物原料を使用する洗剤は数

バイオダイナミック栽培

多くありますが、植物原料にバイオダイナミックの原料を使

の植物原料を厳選

用するのはソネットだけです。

天然エッセンシャル

ソネットが使用する香料は全て、オーガニックエッセンシャル
オイルです。合成香料は一切不使用なので、香りに敏感な方

オイル使用

にもおすすめです。センシティブ（無香料）シリーズもご用意
しています。
合成香料にはないエッセンシャルオイル特有の効能（抗菌力、
リラックス、リフレッシュなど）も暮らしの中で楽しんでいた
だけます。

カラフルなパッケージ

毎日を楽しくすることもソネットの役割の一つ。カラフルでや
さしい色合いのソネット洗剤のパッケージが暮らしを彩りま
す。プレゼントとしても使える洗剤として人気を集めてます。

使用後99％自然に戻る

ソネットの洗剤は使用後に自らのちからで分解し、自然に戻り
ます。経済協力開発機構により検査され、生分解性されるこ
とが証明されています。環境に負荷をかけません。
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商品ラインナップ

洗剤
植物原料、ミネラル成分のみでつくられた、手
肌にも環境にもやさしい洗剤。柔軟剤いらずの
ふんわり仕上げで、赤ちゃんの肌着や敏感肌の
方におすすめです。

食器用洗剤
環境にも手肌にも優しい食器用洗剤。泡立ち
がよく、油汚れをしっかり落とします。手荒れが
気になる方におすすめです。

住まい用洗剤

ハンド＆ボディソープ

ハンドソープ

自然原料でしっかりと汚れを落とす住まい用洗
剤。有機エッセンシャルオイルが住まいにさわや
かに香ります。手肌にもやさしく、吸い込んでも
安心です。小さなお子さんのいるご家庭にもおす
すめです。

手だけでなく、髪まで全身に使える液体ソープ。やさしい泡立ちで、必要なうるお
いを残しながら汚れもしっかり落とします。有機オリーブ油石けんが乾燥からお肌
を守り、潤いのあるお肌へ導きます。有機エッセンシャルイオイルが心地よく香り
ます。

日本限定発売、泡で出るタイプのハンド
ソープ。泡立てるのが苦手なお子様でも
簡単に使えます。やさしい泡立ちで、必要
なうるおいを残しながら汚れもしっかり
落とします。6種類の有機エッセンシャル
オイルをブレンドした、さわやかな柑橘
系の香り。
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洗濯洗剤

原産国：ドイツ

ナチュラルウォッシュリキッド
750mL
1,320円
（税抜価格1,200円）

ロット：6
本体サイズ：W9×D6.2×H24.5cm
SNN5619
JANコード4007547561908

2L
2,640円
（税抜価格2,400円）

ロット：6
本体サイズ：W14.4×D8.4×H33.8cm
SNN5410
JANコード4007547541009

5L
5,940円
（税抜価格5,400円）

ロット：2
本体サイズ：W19×D14×H24cm
SNN5414
JANコード4007547541405

10L
10,780円
（税抜価格9,800円）

ロット：1
本体サイズ：W19×D22×H31.5cm
SNN5411
JANコード4007547541108

20L
20,350円
（税抜価格18,500円）

ロット：1
本体サイズ：W24.5×D29.2×H38.8cm
SNN5609
JANコード4007547560901

水にもさっと溶け、溶け残りもない白物用液体洗剤。綿・リネン・
麻・化繊すべての衣料のお洗濯にお使いいただけ、柔軟剤要ら
ずのふんわり仕上げで赤ちゃんの肌着洗いや敏感肌の方の衣
類のお洗濯にもおすすめです。有機ラベンダーエッセンシャル
オイルのやすらぐ香り。ドラム式洗濯機にも。
原材料／水、脂肪酸カリウム*、アルキルグルコシド、アルキル硫酸エステルナ
トリウム、エタノール、ヒマシ油硫酸ナトリウム、クエン酸カリウム、香料(ラベ
ンダー*、ジプテロカルプスツルビナツス木油）、オロイド混合剤

ナチュラルウォッシュリキッド センシティブ
2L
2,640円
（税抜価格2,400円）

ロット：6
本体サイズ：W14.4×D8.4×H33.8cm
SNN5615
JANコード4007547561502

10L
10,780円
（税抜価格9,800円）

ロット：1
本体サイズ：W19×D22×H31.5cm
SNN5617
JANコード4007547561700

無香料タイプの洗濯用液体洗剤。赤ちゃんの肌着洗いや特に
お肌の敏感肌の方の衣類のお洗濯におすすめです。
原材料／水、脂肪酸カリウム*、アルキルグルコシド、アルキル硫酸エステルナ
トリウム、エタノール、ヒマシ油硫酸ナトリウム、クエン酸カリウム

ナチュラルウォッシュリキッド カラー
1.5L
2,090円
（税抜価格1,900円）

ロット：6
本体サイズ：W13.3×D8.4×H26.3cm
SNN5640
JANコード4007547564008

5L
5,940円
（税抜価格5,400円）

ロット：2
本体サイズ：W19×D14×H24cm
SNN5644
JANコード4007547564404

10L
10,450円
（税抜価格9,500円）

ロット：1
本体サイズ：W19×D22×H31.5cm
SNN5641
JANコード4007547564107

ナチュラルウォッシュリキッド ウール・シルク用
1L
1,760円
（税抜価格1,600円）

ロット：6
本体サイズ：W9×D6.5×H27.5cm
SNN3650
JANコード4007547365001

5L
7,150円
（税抜価格6,500円）

ロット：2
本体サイズ：W19×D14×H24cm
SNN36４９
JANコード4007547364905

ナチュラルウォッシュリキッド ウール・シルク用センシティブ

1L
1,760円
（税抜価格1,600円）

ロット：6
本体サイズ：W9×D6.5×H27.5cm
SNN3654
JANコード4007547365407
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水にもさっと溶け、溶け残りもない色柄物用液体洗剤。綿・リネ
ン・麻・化繊の色柄物衣料のお洗濯にお使いいただけます。色
あせを防止してお洋服をより鮮やかに仕上げます。7種類のブ
レンドハーブのさわやかな香り。ドラム式洗濯機にも。
原材料／水、脂肪酸カリウム*、アルキルグルコシド、アルキル硫酸エステルナ
トリウム、クエン酸カリウム
エタノール、ヒマシ油硫酸ナトリウム、香料(アオモジ果実油*、スペアミント油
*、ハッカ葉油*、ビターオレンジ葉油*、インドレモングラス油*、シモフリマツ
葉油*、ジプテロカルプスツルビナツス木油）、オロイド混合剤

有機栽培のオリーブ油石けんをふんだんに使用。お洗濯物に
油分をしっかり補給しやわらかく、しなやかに仕上げます。ウー
ルやシルクなど大切でデリケートな衣類のお洗濯にお使いくだ
さい。有機ラベンダーエッセンシャルオイルのやすらぐ香り。ド
ラム式洗濯機にも。
原材料／水、脂肪酸カリウム*、アルキルグルコシド、エタノール、クエン酸カ
リウム、香料(ラベンダー*）、オロイド混合剤

無香料タイプのおしゃれ着用液体洗剤。特にお肌の敏感な方へ
や香りが苦手な方におすすめです。
※すすぎの際はソネット ナチュラルランドリーリンスをご使用
いただくと、よりふんわりとした風合いに仕上がります。
原材料／水、脂肪酸カリウム*、アルキルグルコシド、エタノール、クエン酸カ
リウム
*は有機栽培または野生原材料（主にヨーロッパ認定期間にて）
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ナチュラルランドリーリンス

1L
1,078円
（税抜価格980円）

ロット：6
本体サイズ:W9×D6.5×H27.5cm
SNN3660W
JANコード4007547366008

お洗濯時のすすぎの水に加える衣類用リンス。お洗濯物に残っている石けん
分をきれいに取り除き、衣類の黄ばみとニオイ・色あせを防ぎ、鮮やかな色に
保ちます。繰り返しのお洗濯で硬くなりやすいウールやシルクのすすぎにご使
用いただくことをおすすめします。無香料。。
原材料／水、クエン酸、エタノール

ナチュラルブリーチ

450g
880円
（税抜価格800円）

手や環境にもやさしい酸素系漂白剤。
これ１つで衣類や台所用品の漂白・除菌・除臭、洗濯槽のカビ取りにも。

ロット：4
本体サイズ:直径９.5×H11.5cm
SNN1639
JANコード4007547163904

原材料／過炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム

ナチュラルゴールソープリキッド

300mL
1,100円
（税抜価格1,000円）

西欧の伝統的な洗浄剤＜牛の胆汁＞を使用したしみ抜き用液体洗剤。脂、果
汁、血液、泥、インクなどのより頑固なしつこいしみ汚れを簡単に落とします。
台所や床のひどい油汚れのふき掃除にも。

ロット：6
本体サイズ:直径6×H16cm
SNN2630
JANコード4007547263000

原材料／水、脂肪酸カリウム*、アルキルグルコシド、エタノール、牛の胆汁、クエン酸カリウム、
香料(オレンジ果皮油、プチグレン*）、オロイド混合剤

ナチュラルゴールソープバー

100g
550円
（税抜価格500円）

ロット：12
本体サイズ:W5.4×D2.6×H8.7cm
SNN2010
JANコード4007547201026

ナチュラルアイロンスプレー

500mL
1,100円
（税抜価格1,000円）

ロット：6
本体サイズ:W9.1×D4.5×H26cm
SNN5630
JANコード4007547563001

西欧の伝統的な洗浄剤＜牛の胆汁＞を使用したしみ抜き用固形石けん。脂、果
汁、血液、泥、インクなどのより頑固なしつこいしみ汚れを簡単に落とします。
少量でパワフルに汚れを落とし、とても経済的です。
原材料／脂肪酸ナトリウム、牛の胆汁、銅クロロフィリンナトリウム、塩化ナトリウム、チオ硫酸ナ
トリウム

簡単に衣類のしわをとるアイロン用スプレー。有機ラベンダー・有機ゼラニウ
ムのほのかな香り。植物性でんぷんが布地を傷めず、衣類に自然なハリを与え
ます。
原材料／水、エタノール、植物でんぷん*、ヒマシ油硫酸ナトリウム、脂肪酸カリウム*、クエン酸
カリウム、香料（ローズゼラニウム*、ラベンダー*）

メジャーカップ

150mL
286円
（税抜価格260円）

ナチュラルウォッシュリキッドなどの洗濯用液体洗剤をご使用の際に便利な軽
量カップです。量ったあとはそのまま洗濯機で一緒に洗濯物と洗えて便利で
す。ドラム式洗濯機にも。

ロット：6
本体サイズ:直径7.2×H6.5cm
SN7020
JANコード4560202920316

素材／ポリウレタン

*は有機栽培または野生原材料（主にヨーロッパ認定期間にて）
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食器用洗剤

原産国：ドイツ

ナチュラルウォッシュアップリキッド
300mL
660円
（税抜価格600円）

ロット：6
本体サイズ:直径6×H16.8cm
SNN3673
JANコード4007547367302

1L
1,100円
（税抜価格1,000円）

ロット：6
本体サイズ:W9×D6.5×H27.5cm
SNN3670
JANコード4007547367005

5L
4,730円
（税抜価格4,300円）

ロット：2
本体サイズ:W19×D14×H24cm
SNN3676
JANコード4007547367609

10L
9,130円
（税抜価格8,300円）

ロット：1
本体サイズ:W19×D22×H31.5cm
SNN3672
JANコード4007547367203

環境や手肌にやさしい食器用洗剤。有機レモン
グラスのフレッシュな香り。泡立ちもよく、油汚
れもスッキリ落とします。野菜や果物洗いにも。
原材料／水、アルキルグルコシド、アルキル硫酸エステル
ナトリウム、エタノール、塩化ナトリウム、クエン酸ナトリウ
ム、香料（レモングラス*）、オロイド混合剤

ナチュラルウォッシュアップリキッド カレンドラ
300mL
660円
（税抜価格600円）

ロット：6
本体サイズ:直径6×H16.8cm
SNN3664
JANコード4007547366404

1L
1,100円
（税抜価格1,000円）

ロット：6
本体サイズ:W9×D6.5×H27.5cm
SNN3665
JANコード4007547366503

5L
4,730円
（税抜価格4,300円）

ロット：2
本体サイズ:W19×D14×H24cm
SNN3659
JANコード4007547365902

有機スイートオレンジと有機ベルガモットのフ
ルーティーな香り。カレンドラエキス配合でお肌
をやさしく守ります。
原材料／水、アルキルグルコシド、アルキル硫酸エステル
ナトリウム、エタノール、
トウキンセンカエキス*、塩化ナト
リウム、クエン酸ナトリウム、香料(スイートオレンジ*、ベル
ガモット*)、オロイド混合剤

ナチュラルウォッシュアップリキッド センシティブ
300mL
660円
（税抜価格600円）

ロット：6
本体サイズ:直径6×H16.8cm
SNN3667
JANコード4007547366701

1L
1,100円
（税抜価格1,000円）

ロット：6
本体サイズ:W9×D6.5×H27.5cm
SNN3668
JANコード4007547366800

ナチュラルディッシュウォッシャー

1.5kg
2,178円
（税抜価格1,980円）

ロット：4
本体サイズ:W26.7×D9.2×H16.4cm
SNN4023
JANコード4007547402300

無香料タイプの食器用洗剤。特にお肌が敏感な
方や香りが苦手な方におすすめです。
原材料／水、アルキルグルコシド、アルキル硫酸エステル
ナトリウム、エタノール、塩化ナトリウム、クエン酸ナトリウ
ム

食器洗浄機での食器・調理器具洗いに。リン酸
塩、酵素、塩素、石油由来成分不使用。天然ミネ
ラルの力でしつこい汚れをスッキリ落とします。
原材料／ケイ酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、過炭酸ナ
トリウム、炭酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム
*は有機栽培または野生原材料（主にヨーロッパ認定期間にて）

コンテナ用ポンプ

コンテナ用ポンプ（蛇口タイプ）

5L・10L用
4,180円
（税抜価格3,800円）

ロット：1
本体サイズ：H41.5cm
SNN7002
JANコード4007547700208

5L・10L用
1,650円
（税抜価格1,500円）

ロット：1
本体サイズ：W5.2×D11×H36.5cm
SN7000
JANコード4007547700000

20L用
4,180円
（税抜価格3,800円）

ロット：1
本体サイズ：H53cm
SN7016
JANコード4007547701601

20L用
1,650円
（税抜価格1,500円）

ロット：1
本体サイズ：W7.6×D11×H43cm
SN7018
JANコード4007547701809
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住まい掃除

原産国：ドイツ

ナチュラルクリーナー

500mL
880円（税抜価格800円）

ロット：6
本体サイズ:W6.3×D4.5×H23.5cm
SNN3641
JANコード4007547364103

キッチン周り、床やタイル、洗車など住まいの様々な場所の
お掃除に使える多目的洗剤。オレンジとレモングラスのさわ
やかな香り。
濃縮タイプで経済的。
２度拭き不要です。
原材料／水、アルキルグルコシド、アルキル硫酸エステルナトリウム、エタ
ノール、塩化ナトリウム、クエン酸ナトリウム、香料(オレンジ果皮油、レモ
ングラス*)、オロイド混合剤

ナチュラルバスルームスプレー

500mL
1,100円（税抜価格1,000円）

ロット：6
本体サイズ:W9.1×D4.5×H26cm
SNN3615
JANコード4007547361508

1L
1,760円（税抜価格1,600円）

ロット：6
本体サイズ:W9×D6.5×H27.5cm
SNN3616
JANコード4007547361607

ナチュラルトイレットクリーナー

750mL
880円（税抜価格800円）

ロット：6
本体サイズ:W8.8×D4.5×H27cm
SNN3605
JANコード4007547360501

ナチュラルウィンドウクリーナー

500mL
1,100円（税抜価格1,000円）

ロット：6
本体サイズ:W9.1×D4.5×H26cm
SNN3610
JANコード4007547361003

食品用のクエン酸を使用したやさしい洗浄剤。お風呂や洗
面台の石けんかすと水あかを落とし、輝きを出します。スプ
レーした後、数分後にふき取るだけで汚れがすっきり落ちま
す。
原材料／水、クエン酸、エタノール、アルキルグルコシド

粘性のある液体が汚れにしっかりはりつき、便器のしみや
尿、石灰化してこびりついた汚れをすっきり落とします。ミン
トとマートルのフレッシュな香り。穏やかな酸性でタンクに
ダメージを与えず、やさしく守ります。
原材料／水、クエン酸（5％）、エタノール、アルキルグルコシド、アルキル
硫酸エステルナトリウム、キサンタンガム、香料（ミント*、ギンバイカ*）、オ
ロイド混合剤

窓ガラス、鏡などのガラス製品を徹底的にきれいにします。
有機ラベンダーとレモングラスのさわやかな香り2度拭き不
要です。
原材料／水、エタノール、アルキルグルコシド、アルキル硫酸エステルナト
リウム、香料（ラベンダー*、レモングラス*）

*は有機栽培または野生原材料（主にヨーロッパ認定期間にて）
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ハンドソープ

原産国：ドイツ

フォーミングハンドソープ カレンドラ

200mL
1,078円
（税抜価格980円）

ロット：7
製造後期限：36ヶ月
本体サイズ:直径5×H17cm
SNN2673
JANコード4007547267305

1L
1,980円
（税抜価格1,800円）

ロット：6
製造後期限：36ヶ月
本体サイズ:W9×D6.5×H27.5cm
SNN2674
JANコード4007547267404

ハンド＆ボディーソープ

6種類の有機エッセンシャルオイルをブレンドした、
さわやかな柑橘系の香り。
原材料／水、オリーブ脂肪酸K*、ヤシ脂肪酸K*、ヤシ油アルキルグルコシド、エタ
ノール(小麦由来)、グリセリン*、クエン酸K、
トウキンセンカエキス*、香料（インド
レモングラス油*、スイートオレンジ果皮油*、アオモジ果実油*、ヨーロッパモミ葉
油*、イランイラン油*、ラバンデュラハイブリダ油*）、オロイド混合剤

原産国：ドイツ

マイルドハンドソープ ローズゼラニウム
300mL
1,430円
（税抜価格1,300円）

ロット：6
製造後期限：36ヶ月
本体サイズ:直径6×H16.8cm
SNN2650
JANコード4007547265004

1L
2,860円
（税抜価格2,600円）

ロット：6
製造後期限：36ヶ月
本体サイズ:W9×D6.5×H27.5cm
SNN2651
JANコード4007547265103

甘くフローラルなローズゼラニウムの香り。
原材料／水、オリーブ脂肪酸K*、ヤシ脂肪酸K*、ヤシ油アルキルグルコシド、エタ
ノール(小麦由来)、グリセリン*、クエン酸K、ダマスクバラエキス*、香料（パルマ
ローザ油*、ゼラニウム油*、ラバンデュラハイブリダ油*、インドレモングラス油*、
ジプテロカルプスツルビナツス木油）、オロイド混合剤

マイルドハンドソープ シトラス
300mL
1,320円
（税抜価格1,200円）

ロット：6
製造後期限：36ヶ月
本体サイズ:直径6×H16.8cm
SNN3624
JANコード4007547362406

1L
2,640円
（税抜価格2,400円）

ロット：6
製造後期限：36ヶ月
本体サイズ:W9×D6.5×H27.5cm
SNN3625
JANコード4007547362505

明るくさわやかなレモングラスの香り。
原材料／水、オリーブ脂肪酸K*、ヤシ脂肪酸K*、ヤシ油アルキルグルコシド、エタ
ノール(小麦由来)、グリセリン*、クエン酸K、香料（インドレモングラス油*、ジプテ
ロカルプスツルビナツス木油）、オロイド混合剤

マイルドハンドソープ ラベンダー
300mL
1,320円
（税抜価格1,200円）

ロット：6
製造後期限：36ヶ月
本体サイズ:直径6×H16.8cm
SNN3627
JANコード4007547362703

1L
2,640円
（税抜価格2,400円）

ロット：6
製造後期限：36ヶ月
本体サイズ:W9×D6.5×H27.5cm
SNN3628
JANコード4007547362802

心がやすらぐ華やかなラベンダーの香り。
原材料／水、オリーブ脂肪酸K*、ヤシ脂肪酸K*、ヤシ油アルキルグルコシド、エタ
ノール（小麦由来）、グリセリン*、クエン酸K、香料（ラバンデュラハイブリダ油*、ジ
プテロカルプスツルビナツス木油）、オロイド混合剤

マイルドハンドソープ エピュール
300mL
1,430円
（税抜価格1,300円）

ロット：6
製造後期限：36ヶ月
本体サイズ:直径6×H16.8cm
SNN2654
JANコード4007547265400

1L
2,860円
（税抜価格2,600円）

ロット：6
製造後期限：36ヶ月
本体サイズ:W9×D6.5×H27.5cm
SNN2655
JANコード4007547265509

７つの惑星をイメージした7種類のハーブをブレンド。
男性にもおすすめです。
原材料／水、オリーブ脂肪酸K*、ヤシ脂肪酸K*、ヤシ油アルキルグルコシド、エタ
ノール(小麦由来)、グリセリン*、クエン酸K、香料（ラバンデュラハイブリダ油*、ミド
リハッカ油*、ウィンターセボリ油*、オニサルビア油*、ロドデンドロンアントポゴン
葉油**、コリアンダー果実油*、コショウ果実油*、ジプテロカルプスツルビナツス木
油）、オロイド混合剤

*は有機栽培または野生原材料（主にヨーロッパ認定期間にて）
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ソネット社
ヤドリギの生命力を秘めたボディオイル

オーガニックライフグループ
各営業担当までお願いいたします。
TEL:03-3759-9782
※薬事法に抵触する表現がございますので文章の引用、写真の転
用はご遠慮ください。

取扱内容基本条件
⃝取り扱いラインナップの条件なし
⃝ロット単位での注文とすること。
＜テスターについて＞

omochabak o.co.jp

⃝一律上代の35%で、本商品と同じボトルに内容量70ml
でテスターシールを貼っての提供とする。
⃝3か月毎に1回ご注文可能。

＜導入ご検討の際＞
株式会社
おもちゃ箱
希望する商品の注文が初めての場合には、
〒145-0076
東京都大田区田園調布南26-12 検討用商品1個
を掛率50％で提供可能。
www.sonett.jp/

ソネット社

フランス語のSavonnette（化粧石けん）から名付けられたソネット社。洗浄力はそのままに、人と環境にやさ
しい生分解性の高い洗剤を作ることをめざし、科学者達が設立しました。バイオダイナミックやオーガニック
栽培の原料、独自の製法で生命力を与えた水、本物のエッセンシャルオイルなどから作られるソネットの洗剤
は、洗剤自らの力で100％自然に戻ることが証明されています。また、純石けん成分に洗浄力や気泡性に優
れた植物由来の界面活性剤を合わせることで、洗浄力の高さも実現しました。現在では、オーガニック洗剤の
象徴的存在として、世界40カ国以上で愛用されています。

取得認証

ソネットのこだわり

ヨーロッパで「生命力の象徴」といわれているヤドリギのエキス（皮膚コンディショニング剤）を配合。オリーブ
オイルに保水力の高いラノリンを加えた、伸びのよいなめらかなテクスチャーです。冷えやむくみが気になる
ときに、マッサージをすることでじんわり温め、身体の巡りにアプローチします。
・希少なオーガニックヤドリギオイル配合
・オーガニックエッセンシャルオイル使用
・シュタイナー理論に基づき調合
【ヤドリギとは】
ヤドリギとは、ビャクダン科ヤドリギ属の常緑低木で、樹木の枝や幹に寄生して成長します。寄生した樹木と
共存するヤドリギは真冬でも枯れず、神秘的な実をつけることから、ヨーロッパでは縁起のよい植物とされて
います。漢方でも腰痛や産後女性のケアに用いられるなど、古くからその薬効が知られています。ソネットで
は、夏のヤドリギの葉と茎、冬のヤドリギの実それぞれからエキスをとり、ヤドリギの効能を存分に引き出して
います。
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商品ラインナップ

ソネット ヤドリギマッサージオイル
ラベンダー
～リラックス～
145mL 4,400円（税抜価格4,000円）
原産国：ドイツ

ソネット ヤドリギマッサージオイル
レモン
～エネルギー～
145mL 4,400円（税抜価格4,000円）
原産国：ドイツ

ソネット ヤドリギマッサージオイル
オレンジフラワー
～リフレッシュ～
145mL 4,400円（税抜価格4,000円）
原産国：ドイツ

ソネット ヤドリギキッズケアオイル
カレンドラ
～サンシャイン～
145mL 4,400円（税抜価格4,000円）
原産国：ドイツ

ロット: 6
製造後期限：3年
本体サイズ：直径5×H15cm
商品コード：SN7722
JANコード：4007547772243

ロット: 6
製造後期限：3年
本体サイズ：直径5×H15cm
商品コード：SN7725
JANコード：4007547772540

ロット: 6
製造後期限：3年
本体サイズ：直径5×H15cm
商品コード：SN7724
JANコード：4007547772441

ロット: 6
製造後期限：2年
本体サイズ：直径5×H15cm
商品コード：SN7740
JANコード：4007547774001
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ラベンダーの香りが深いリラックスを促します。
休息しもう一度集中へ、日々のリズムを整えてくれます。
【原材料】
オリーブ果実油*、セイヨウヤドリギ葉エキス*、セイヨウヤドリギ核
エキス*、ラノリン、変性アルコール* (小麦由来)、香料*（ラベンダー、フラン
キンセンス）
(*は有機栽培原材料)

レモンとスイスパインの香りが活力を与えます。
勇気や忍耐が必要なとき、こころとからだの
心強い味方となります。
【原材料】
オリーブ果実油*、セイヨウヤドリギ葉エキス*、セイヨウヤドリギ核
エキス*、ラノリン、変性アルコール* (小麦由来)、香料*（レモン、レモングラ
ス、ヨーロッパハイマツ）
(*は有機栽培原材料)

ギンバイカとオレンジフラワーの香りでリフレッシュ。
疲れた1日のあとに明るい笑顔をもたらしてくれます
【原材料】
オリーブ果実油*、セイヨウヤドリギ葉エキス*、セイヨウヤドリギ核
エキス*、ラノリン、変性アルコール* (小麦由来)、香料*（ギンバイカ、ネロ
リ）
(*は有機栽培原材料)

リンゴの木になったヤドリギから抽出したヤドリギエキスを純
粋なオーガニックオリーブオイルと混ぜ合わせたこどものた
めのオイル。オレンジ、ゼラニウム、カレンドラの太陽のような
香りが元気を与え、疲れを癒してくれます。
※エッセンシャルオイルを使用しているため、3歳以上のお子さまにご使用
ください。
【原材料】
オリーブ果実油*、セイヨウヤドリギ葉エキス*、セイヨウヤドリギ核
エキス*、ラノリン、変性アルコール* (小麦由来)、
トウキンセンカエキス*、
香料*（オレンジ、ローズゼラニウム）
(*は有機栽培原材料)
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