
お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

レメディガーデン

REMEDY GARDEN

●冷えの改善

●生理痛の軽減

●ムレ・かぶれの緩和

●ゴミが減り環境に優しい

子宮に、環境に

お財布にも優しい

布ナプキン生活

一人でも多くの女性に布ナプキンを知ってほしい、使ってほしいという強い思いから REMEDY GARDEN は生まれました。布ナプキン

を使うことは、女性の体への影響だけでなく、お母さんの子宮の中で育つ赤ちゃんにも、環境破壊問題を抱える地球にも、優しい選

択。世界中の女性が当たり前のように布ナプキンを使い、女性のリズムを感じながら、自分の体と向き合うことできる世の中になる

ことを願って。

布ナプキンとは？

布ナプキンはその名の通り、布で出来たナプキンのこと。生理やおりも

の、尿漏れなどで使用する紙ナプキンと同じ役割です。世界初のナプキ

ン（布）は 1896 年に誕生し、1921 年に紙ナプキンがアメリカで誕生し普

及される以前は、この布ナプキンが当たり前のように使われており、女

性は経血を基本的にはお手洗いで出すこと、つまりは生理のコントロー

ルが出来ていました。あてた布は経血を吸収させるものというより、少

し出てしまったときの為の対策程度の役割。女性の体は本来、誰でも生

理のコントロールが出来るように作られているのです。

紙ナプキンの影響

生理の時でも行動に融通がきき、使い捨ての便利さが支持を受け、ナプ

キンの主流に変化してきた紙ナプキン。しかし、その一方で紙ナプキン

は、発がん性のあるといわれる石油系の化学物質が使用されており、経

血量の増加、ムレ･かぶれ、化学反応による冷え、生理痛、ニオイ等、女性

の体に知らず知らずのうちに悪影響を与えてきました。特に経血量に関

して、「経皮吸収」という皮膚から物質が体に吸収される働きの中で、 特

に吸収率が高い膣から、化学成分は知らない間に体内に吸収され、蓄積。

有害物質が体内に入ると、悪い物を排出しようとするので、紙ナプキン

未使用時に比べ経血量が増えていると言われています。

布ナプキンに替える利点

布ナプキンがおすすめされている理由には、冷え改善、生理痛軽減、経血

量の減少、ムレ･かぶれの緩和、PMS の改善等様々ありますが、特に注目さ

れているのが冷えの改善です。冷えは万病の元とも言われ、その原因は

身体が冷えることによる血行不良にあります。

冷えによる血行不良は、美容面でも影響がある他、子宮や卵巣などの内

蔵にしっかりと必要な栄養素や酸素が届きにくくなります。それによ

り、子宮が正常に機能せず、ホルモンの分泌が正常に行われなかったり、

溜まりすぎた老廃物が生理で排出される時に、激しい痛みの原因となっ

てしまうことも。こういった積み重ねが、婦人病にかかりやすい身体を

作っていくのです。

また、近頃産婦人科の「不妊」「不育」治療の一環で布ナプキンを推奨して

いる理由の 1 つも冷えの問題。冷えを改善し正常な子宮環境を保つこと

も、赤ちゃんを迎えたい女性にとっての大切な準備なのです。

・生理痛がひどくなる・免疫力低下

・新陳代謝の低下→むくみ、太りやすい

・顔色が悪くなる・くすみやクマの原因

血行不良による悪影響



初潮から閉経まで、生理用品にかかる費用について改めて考えてみると、 １回の生理期間にかかる生理用品 ( 紙ナプキン・タンポン）

の金額は平均 800 円前後と言われており、年間で 約 9600 円。女性の生理の年数は個人差はありますが約 40 年とすると、一生でかか

る生理用品の金額は 384,000 円に。布ナプキンは洗って繰り返し使うので、1 枚当たり約 5 年～ 10 年は使えます。紙ナプキンに比べ

て高いので、初期投資には 2 ～ 3 万かかることもあり、揃えるのが大変かもしれませんが、一度揃えてしまえばそこから数年は何も

お金はかかりません。 下着と一緒で布がゴワゴワで肌触りが気になる、または長年使って色素沈着したものがどうしてもとれない

等、気になってきたら取り換え時期です。枚数を多く持っているとローテーションが遅くなり長持ちするので、少しずつ新しい物を

買い足していくのがコツ。服や下着を選ぶようにお気に入りの布ナプキンを見つけ、新しい生理習慣を始めてみませんか？？

1 枚約 5 年～ 10 年は使用可能、ゴミも出ないのでエコ。CHECK
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長い目でみると、

お財布にも

優しい

布ナプキン

★紙ナプキンに形や使い方が似ているので、はじめやすいタイプ。

★おりもの用のライナー、軽い日～ 多い日用までサイズは様々。

★防水布 入りであれば、ほぼ紙ナプキンと同じくらいの交換頻度で

使用可能です。

本体と吸収体が別で、パッドの変わりにハンカチを使用。軽

い日は 2 つ折り、普通の日や多い日は 3 つ折りなど使用する

ハンカチのサイズや折り方を変えることで厚みの調整が可

能。また、間にパッドを挟むことで微調整も可能です。

本体に吸収体が内蔵されている一体型の布ナプキン。

ウィングにボタンが付いており、ショーツの下で留めて

固定して使います。使い捨てナプキンと同じ感覚で丸ご

と交換するタイプです。

「一体型」 【POINT】

本体と吸収体が別で、経血量に応じて吸収体が調整できるタイ

プ。 ホルダーウィングにボタンが付いており、ショーツの下で

留めて固定、その上に吸収体になるパッドを乗せて使用。 ホル

ダー肌面にはパッドを固定するための紐が付いており、ずれや

ショーツをおろした時の落下を防いでくれます。

「ホルダー＆パッド」

「ホルダー
　 ＆ハンカチ」

★ホルダーには防水布有りと無しがあり、通気性重視の方は防水布無しを、

モレが心配な方は防水布有りを選ばれると安心。

★肌に直接触れる吸収体（パッド）だけを交換すれば良いので、お洗濯や

持ち運びの量が少なくてすみ、慣れるととても楽ちん。ホルダーは固定紐

を後ろにしてしまえば 、一体型のように単体での使用も可能。

★3 つ折りのハンカチは、肌に触れていた面だけ汚れて他の面がキレイな

場合は、折り返してキレイな面をもう一度使用できるので、外出時など換

えの持ち運びが最小限に！

★薄手なのでお洗濯もしやすく乾きも早くラクチン♪

★モレが心配な方は防水布入りのホルダーを使用すれば貫通モレの心配も無し。

初心者の方に特におすすめのタイプ

【POINT】替えの持ち運びが楽ちん！慣れたらコチラ

【POINT】使用者多数！折り返して使えて便利♪

変えるタイミングや一日の必要枚数は量によっ

て人様々。平均数は以下のとおりです。

購入枚数を考える

サイズは少ない日、普通の日、多い日と夜用に、
3 ～ 4 種類ほどをそれぞれ持つと便利です。

サイズを考える 1 クール使用イメージ

最初からそんなに揃えるのが難しい！という方は、

★各サイズ 2 ～ 3 枚ずつから揃えてみる

★家にいる時などの夜用から始めてみる

★おりもの用のライナーから始めてみる（T バッグ用

ライナーもあります。）

※

※防水布有りのものはツヤありのスナップボタン、防水布無しのものはツヤなしです。

徐々に経血

量が減り、

生理日数が

短縮する方も！

■「布ナプキン」を選ぶ

■「布ナプキン」を買う

布ナプキンは大きく分けて 3 タイプ。特徴を知って、生活スタイルに合った使いやすいものを選びます。

1 回の生理で使用する枚数は、紙と変わりません。お洗濯を考えると、2 ～ 3 日分をそろえればローテーショ
ンして使えるので、 10 ～ 15 枚程度あればその月の生理を布ナプキンで過ごせます。

・少ない日：2 ～ 3 枚
・普通の日：4 ～ 7 枚
・多い日：5 ～ 9 枚

→計 10 ～ 15 枚程度

●ライナー ●普通の日用 ●多い日用

初めて使われる方は、最初から全て買い揃えずに、

何度か生理を布ナプキンで過ごしてみてから少しず

つ買い足していくのも◎。徐々に自分好みの布ナプ

キンがわかっていくのも、新柄を足すのも楽しい！

最初は経血量を知る為に、2 ～ 3
時間でチェックしましょう。

生理前
(普通～多い日 )

1 日目
(普通～多い日 )

2.3 日目
(多い日 )

ライナーを1.2枚用意して
おけばいつ来てもOK!

レギュラー ナイト×1 レギュラー×3.4 ナイト×1 レギュラー×4～6ライナー

4 日目
(普通の日 )

5 日目
(少ない日 )

6 日目
(終わりかけ )

肌荒れしやすいこの時期、
布ライナーなら快適♪

レギュラーナイト×1 レギュラー×3～5 レギュラー ライナー

モレる不安
もないので、
いろんな
タイプに
トライ！

こまめにトイレ

へ行くクセを

つけることで、

コントロールしやすく

汚れも最小限に。

使用後のナプキンを洗面所などですすいで、アル
カリウォッシュなどの洗剤を溶かした浸け置き
バケツにポンポンと入れていくだけ。布ナプはデ
リケートな部分に使うものですので、できれば体
や肌に負担の少ない洗剤を選んでください。

家の場合 便利アイテムナプキンの正しいお手入れ方法

外出時は密封できるビニール袋に入れて持ち帰
り、同じようにすすいで浸け置きバケツに入れま
す。血液は時間が経つと落ちにくくなるため、外
出の際、袋にしまう前のひと手間として、 小さい
スプレーボトルなどにアルカリ洗剤などを水で
溶かしたものを一緒に持ち歩き、血液汚れに直接
スプレーしておけば、汚れ落ちも良いです。

外出時の場合

NG:塩素系漂白剤･柔軟剤 NG:タンブラー乾燥

布ナプキンと一緒に買うと便利な商
品をご紹介！

きちんとしたお手入れをすることで、布ナ

プキンを長く愛用できます。

「ホーローバケツ」腐食に
強 く、ぬ め り が 出 ず 清
潔！浸け置き用グッズ。

「浸け置き洗剤」
布ナプキンの浸け置きに
最適なアルカリ性洗剤。

「防水チャック袋セット」完
全防水＆防臭の持ち歩き用
チェック袋 3 つセット。

■「布ナプキン」を洗う 洗い方は簡単、下着と一緒で漬け置きして洗うだけです。難しく考えずに使ってみましょう。

中の汚れを押し出
すように洗い、生
地を傷めるゴシゴ
シ洗いを避ける。

しっかり汚れを落
とした後は洗濯機
で 洗 う。気 に な る
方は他の洗濯物と
分けて洗濯を。

太陽光には紫外線
による滅菌効果が
あるので、できる
だけ外でお日様の
光に当てて乾かす。

洗面器の水又は 40
℃くらいのぬるま
湯にアルカリ性の
洗剤大匙 1 杯をと
かし、3 時間～半日
浸ける。

ボタン



【補足】

タンポンはダイオキシンまで検出され、紙ナプキンもまた、塩

素漂白の過程でこのダイオキシンが発生する可能性があると

いわれます。 ダイオキシンは子宮内膜症や流産、死産の原因

になるといわれるほど危険なものです。デリケートな部分に

あてるからこそこだわりたいところです。

また、生理時独特のあのニオイは、実は紙ナプキンの化学成分

と血液が化学反応を起こして出来たもの。汗をかいて蒸れる

ことでそのニオイも増してしまいます。布ナプキンは汗も吸

収・発散してくれるので、必要以上に蒸れてしまうこともな

く、その分気になるニオイは 抑えられます。

「布ナプキン」と
「紙ナプキン」違いまとめ →

高分子ポリマー
塩素漂白した不織布

汗や経血を吸収すると
冷えていく化学反応！

通気性が悪い

自然な素材で肌なじみ◎

布ならではのほっとする
ような温かさ♡

通気性◎肌触り◎

紙ナプキン

体への影響

体温

肌への影響

ニオイ

金銭面

柄・デザイン

使用方法

持ち帰り

荷物

無害

温まる

かぶれにくい

純粋な血液のニオイ

一生分で約 8万円

たくさんの中から選べる

洗って繰り返し使う

する

少しかさばる

有害

冷える

かぶれやすい

化学成分と反応したニオイ

一生分で約 40 万円

そんなに選べない

使い捨て

しない

少なくて済む

布ナプキン

知っておきたいこだわり
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①防水布のこだわり

②生地のこだわり

③縫製のこだわり ④自社畑のこだわり

防水布はその名の通り水分を通さない布です。 布ナプキンの一番下の層に防水布が入っていると、経血がナプキンを貫通してモ
レてしまうのを防ぎます。布ナプキンには防水布が入っているものと入っていないものがあります。 どちらにもメリット・デメ
リットがあるので TPO や自分にあったものを選ぶと◎

防水布有り無しの違い

生地にこだわる理由 生地別の特徴

防水布有無の見分け方

防水布有り 防水布無し

▲ツヤ有:防水布有 ▲ツヤ無:防水布無

生地の個性を知り、自分に合うものを探す楽しみ。厳選された品質が高く長くお使い頂ける生地を使用。目で、肌で感じてみてください。

国内＆完全自社工場生産。ハンドメイドです。

メリット

デメリット

量が多い日も貫通モレの
心配なく安心して使える

防水布なしに比べると
通気性が少し悪い

メリット

デメリット

通気性がとても良い

量が多い日は
貫通モレしやすい

どちらを選ぶかは好みによりますが、紙ナプキンに
比べると防水布が入っていても格段に通気性は良
いので 布ナプキン初心者の方や経血量が多い方は
まずは防水入りがおすすめです。

REMEDY GARDEN の布ナプキンは、肌に直接着ける
ため、オーガニックの生地にとことんこだわり縫
い糸まで全てオーガニックコットンを使用、一つ
一つ手作りしています。

生地にこだわる理由

熟練の縫製スタッフが手掛けるオリジナルの「立
体ふくらみ構造」。このステッチがあることに
よって体のラインにぴったりフィット、経血を真
ん中に吸収しやすくなり、横モレを防ぎます。

信頼の YKK ボタン

YKK のスナップボタンは強度･質共に最高品質。布
ナプキンによくありがちな「ボタンがすぐにとれ
ちゃった」ということがありません。自社専用機で
一つ一つ取り付け。ボタン位置が 2 つあるので、ク
ロッチ幅に応じて調整もできます。

農薬や化学肥料の使われていない土壌で育ち、化
学的処理をされていない繊維は、破壊されていな
いため製品になった後もまだ『繊維が生きてい
る』状態。 生きた繊維は呼吸をしており身に着け
ていると吸収した湿気や、溜った熱を外に排出
し、寒い日には逆に適度に熱を保ってくれたり、
と快適な状態をキープしてくれます。

現在販売されている布ナプキンの多くは、防水布の有無がわか
りづらい…。そんな声に応えるべく、パッケージ記載はもちろ
ん、防水布の有無をスナップボタンの質感で区別できるように
工夫。両方購入した場合でも間違えることはなく便利です。

防水布の種類について

様々な方の、様々な希望をすべて形にしていきたいと
いう思いから、一番小さいライナータイプを含む全て
のタイプに防水布ありのものと無い物を販売。メー
カーによって防水布の素材は違いますが、REMEDY 
GARDEN の防水布は高性能で通気性も良く、モレもしっ
かり防いでくれます。

【オーガニックリネン】
経血の汚れ落ち抜群。極祭の糸を
織り上げた驚くほどなめらかな肌
触り。 とても通気性が良く、耐久
性◎温度調節◎

【シルク】
子宮を温めデトックスを促す繊
維。なめらかで極上の肌触りにと
りこ。気分で選べるリバーシブル。
毒素排出◎冷えとり◎

【アルティメイトコットン】
世界最高峰の高級オーガニックコット
ン。シルクのような肌触りは付けてい
るのを忘れるほど。シミの目立ちにく
さ◎デリケートな肌へ◎

【猫足柄天竺/オーガニックコット
ン】
赤ちゃん用の衣類などに多く使われ
る生地。洗うたびフワフワで可愛い
猫足柄。吸水性・保水性◎

【スーピマ /オーガニックコット
ン】
カブレがあるお肌にも優しく心地
よい着け心地。美しい艶とソフト
で滑らかな肌触り◎耐久性◎

【ネル/オーガニックコットン】
布ナプキンの肌面定番生地。チクチク
せずに毛玉にもなりにくく、ファン多
し！高品質なオーガニックコットンを使
用。温かさ･吸収性などバランス◎

【パイル /オーガニックコットン】
とにかく量の多い方向け。吸収率
No.1。やわらかくふんわりした肌触
りの持続力◎強度･クッション性◎

【オーガニックコットンガーゼ】
通常1重のガーゼを 2重 3重に。
お洗濯を重ねる毎に柔らかくなり、
放湿性･さらりとした肌馴染みも◎

【薬効染め】
婦人科系に特化したこだわりの薬草
染料を生地に宿し、保温や抗菌･生理
痛の緩和などの薬効と、カラーセラ
ピーの効果も期待できます。

（表）ポリエステル 100% 

（裏）透湿ポリウレタンフィルム加工

【防水布の素材】

※実際に長時間水に浸けて実験済です。

全 9種の各生地は、それぞれ他社のものと比較してもこだわりある上質なものを使用しています。

REMEDY GARDEN では、2013 年から自社畑による完全無農薬の和綿を作り始めました。 これ
からも細部にまで拘った商品作りを目指しています。
今までも品質にはこだわり、オーガニックの糸でオリジナルの生地を作ったりもしてきま
したが、色々突き詰めて行くと、原料から一貫して管理していけたら、それが 1 番安心であ
り、自信をもって広めていけると考えました。
誰もが生理の際に、布ナプキンを手に取れる世の中が来ることを願って。



HappyDays おためしセット

￥3,050+ 税 LOT:1

W170×H240mm

944-931878

これから布ナプキンをはじめたい方でも気軽に
買えるおためしセット。ホルダーは生理の軽い
日～普通の日の昼用。

RG 子宮ポカポカセット

￥13,530+ 税 LOT:1

W220×H245mm

シルクが冷えを改善し、子宮を温かく保ちます。

【セット内容】

ライナー S パイル防水有 1 枚、ライナー S シルク防水無 1 枚、

パイル･シルクパッド各 1 枚、パイルロックハンカチ 1 枚、シ

ルク SS ライナー防水無 1 枚、冷え取りライナー防水無 1 枚、

つけ置き洗剤 50g、防水袋 S 付き

【セット内容】

HD ホルダー防水有 1 枚、HD パッド 3 枚 , つけ置き洗剤 50g

【セット内容】

ルルガーゼホルダー防水有 1 枚、ルル天日ガーゼハンカチ

S1 枚、リネン･アルティメイトパッド各 1 枚、コバン S 猫足天

竺ライナー防水有 1 枚、シルクライナー防水無 1 枚、防水袋

1 枚、つけ置き洗剤 50g

お問い合わせ

株式会社ニシカワ
TEL:092-431-5599 FAX:092-431-5596

※掲載商品は売筋の一部商品です。布ナプキンの商品は他にも多数ございます。詳しくは営業担当までお気軽にお問い合わせくださいませ。

※柄、色アソートのものは指定できません。柄はタイミングにより切り替わっていくため、上記掲載画像はあくまでも形の参考になります。予めご了承ください。

レメディガーデン

REMEDY GARDEN

はじめてセット shiny

￥8,040+ 税 LOT:1

W197×H232mm

これから布ナプキンをはじめたい方へ、基本の

形の布ナプキンをそれぞれ試せるセット。

【セット内容】

RM ホルダー M 防水有 1 枚、未サラシハンカチ S2 枚、リネン

ライナー S 防水有 1 枚、シルクパッド 1 枚、RM ライナー防水

無 1 枚、CC ライナー防水有 1 枚、つけ置き洗剤 50g

これから布ナプキンをはじめたい方へ、基本の

形の布ナプキンをそれぞれ試せるセット。

乙女心をくすぐる繊細なレース生地の布ナプキ

ンです。肌面は認証済オーガニックコットンの

ガーゼとエアニット。おりもの～軽い日用。

華やかな柄が可愛い布ナプキンです。肌面・吸

収生地は認証済オーガニックコットンを使用。

おりもの～軽い日用。

持ち運び用の使用済みナプキン入れ。アルミ製

なので完全防水・防臭でとても丈夫。底にマチ

があり自立するので、旅行先等でバケツ代わり

にして付け置きも可能。

ステッチタイプの冷え取りライナー。しっかり

と縫われているため、洗濯にも強く丈夫で長持

ちします。お洋服にも響きにくいスッキリした

仕上がりになっています。

華やかな柄が可愛い布ナプキンです。肌面・吸

収生地は認証済オーガニックコットンを使用。

おりもの～軽い日用。

乙女心をくすぐる繊細なレース生地の布ナプキ

ンです。肌面は認証済オーガニックコットンの

ガーゼとエアニット。軽い日用。

はじめてセット Luna

￥7,730+ 税 LOT:1 

W197×H225mm

La dentelle ミニライナー

￥1,100+ 税 LOT:1

W142×H152mm（本体）

La dentelle ライナー ( 防水有 )

￥1,600+ 税 LOT:1

W160×H195mm（本体）

Cotton candy ミニライナー

オーガニックコットン天竺

￥1,030+ 税 LOT:1

W145×H152mm（本体）

RG 布ナプキン用浸け置き洗剤 500g

￥650+ 税 LOT:1

W148×D80×H185mm

アルカリ性浸け置き用洗剤。水 1ℓに対して 5 ～

10g 程度の洗剤を使用。3 時間～半日程度付け置

くことで、経血汚れが落ちやすくなります。

RG ホーローバケツ ホワイト（ロゴ有）

￥6,700+ 税 LOT:1

W248×D220×H200mm

腐食に強く、ぬめりが出ず清潔に使用できる付け

置きグッズ。経血チェックがしやすいホワイト。

RG 持ち歩き用防水チャック袋Ｍ

￥200+ 税 LOT:1

W198×H260mm

冷え取りライナー

￥3,000+ 税 LOT:1

W165×H200mm（本体）

Cotton candy ライナー ( 防水有 )

オーガニックコットン天竺

￥1,500+ 税 LOT:1

W153×H192mm（本体）

944-935623

944-932981 944-932998

944-932035 944-932042

944-931830 944-931847

944-930925944-935685

944-930994 944-930420


