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ecover

エコベール

エコベールは 30 年以上続く、人と地球にやさしい植物由来の洗浄剤ブランド。ちゃんと洗えて、肌にやさしい洗剤をつくるには？

その答えは大自然のなかにありました。「植物由来の洗浄力で、毎日をもっと快適に。」その想いが伝わるやさしい洗剤です。

ちゃんと洗えて、肌にやさしい洗剤

●植物由来のパワフル洗浄

●肌テスト済み

●ボトルも植物由来

●動物実験は実施しない

売れ筋アイテムには、各商品紹介のページに左記のロゴを付けていま
す。「何から導入したらよいかな？」と迷われた時は、ロゴが付いている
アイテムから導入されるのがお勧めです。
商品選定の参考にご参照ください。

大自然からのヒント

エコベールの科学。その全ては大自然から学びました。例えば、ピクルスと

エコベールに共通するものはなんでしょう。それはどちらも「発酵」作用を

応用して作られているということです。発酵とは、バクテリアやイースト

菌などの微生物が糖を分解しアルコールに変わる作用のこと。ピクルスや

ザワークラウト、パン、ビール、チーズが発酵してできているのは有名です

よね。なんと、エコベールも同じ発酵を応用して作られているのです。エコ

ベールの科学者は、発酵という自然作用を利用して洗浄成分を生み出すこ

とを発見し、実現させました。それは糖を発酵させることでアルコールに

変え、油やシミ汚れを溶かす洗浄剤を作り出すというもの。この発見によ

り、洗浄力に優れていながら環境への負担が少ないエコベール洗剤の誕生

を可能にしたのです。従来、洗浄成分は主に、高温高圧処理で作れらてきま

した。早く安く作ることができる一方で、大量のエネルギー消費から温室

効果ガスを発生させたり、多量の水を使うなど環境には悪影響。生産過程

からもっと環境にやさしい洗剤を作りたい、その一心で研究を重ねて生ま

れた洗剤、それがエコベールなのです。

廃棄も自然のチカラを

自然界では様々なことが無駄なくまわっています。例えば植物が熱や光な

ど自然界にあるものだけで育つように、エコベールも自然や植物のチカラ

を必要な分だけ上手に使うことで地球にも人にもやさしい暮らしを実現

したいと考えました。そのため、エコベールが自然から得た原料は全て再

生可能か、自然界に豊富に存在しているものばかり。これらを必要量だけ

使用することで、高い洗浄力を実現しているのです。自然は私たちに、商品

の廃棄についてもヒントをくれました。森の落ち葉が分解されて土の栄養

となり木を育てるように、自然界では無駄に廃棄されるものはなく、全て

が次へのサイクルの糧となり巡っています。エコベールの洗剤は排水処理

施設や浄化槽ですばやく生分解。微生物によって分解され自然に還るの

で、自然に汚れを廃棄しません。

エコベールは、再生可能な植物とミネラルから作られています。自然や肌

にやさしいだけでなく、洗浄はしっかり。ヨーロッパの第三者機関で敏感

肌のモニターを使用した肌テストも実施しているので安心です。また、香

料も自然由来の香料を使用。やさしい香りで楽しく家事ができます。

環境にも配慮

ベルギーとフランスの 2 つのエコロジー工場で作られています。ボトルは

75％が植物由来、25％が再生プラスティックです。洗浄も使用後は短期間

で自然に還ります。また、1979 年の創業以来、動物実験を実施していませ

ん。動物実験廃止を求めるグローバルな非営利組織、クルーエルティーフ

リーインターナショナルの「リーピングバニー」の許可も受けています。

あなたのために、

海と大地のチカラを。
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Laundry detergent 洗たく用洗剤

汚れはきちんと落として、肌にやさしい仕上がりの洗剤です。

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

ウールやシルクなどデリケートな衣類に。や

さしいハーブの香り。

デリケートウォッシュ（おしゃれ着用洗剤）

￥1,500+ 税 LOT:12 W94×D65×H259 ㎜ 1000ml

785-EC-33033*

植物由来の柔軟成分で、ふんわり仕上げます。

ほのかなやさしい、フローラルの香り。

ファブリックソフナーフラワー（柔軟仕上げ剤）

￥700+ 税 LOT:12 W86×D64×H226 ㎜ 750ml

785-EC-33037*

Household cleaner 住居用洗剤

ペットや小さなお子様のいらっしゃるおうちにもおすすめです。

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

二度ぶき不要！住まいのふきそうじに幅広く

使えます。フレッシュフローラルの香り。

簡単ピカピカクリーナー

￥950+ 税 LOT:6 W93×D45×H250 ㎜ 500ml

785-EC-33035*

植物由来の洗浄成分で汚れを落として、肌に

やさしい仕上がり。酵素、蛍光増白剤、着色料

無配合。自然でやすらぐラベンダーの香り。

ランドリーリキッド ( 洗たく用液体洗剤）

￥1,400+ 税 LOT:6 W137×D75×H285 ㎜ 1500ml

コンパクトタイプで洗浄力しっかり。植物由

来の洗浄成分で汚れを落として、肌にやさし

い仕上がり。酵素、蛍光増白剤、着色料無配合。

自然でやすらぐラベンダーの香り。

ランドリーリキッド濃縮タイプ

（洗たく用液体洗剤）

￥1,300+ 税 LOT:12 W86×D64×H226 ㎜ 750ml

植物由来の柔軟成分で、ふんわり仕上げます。

心やすらぐやさしい陽だまりの香り。

ファブリックソフナーサン（柔軟仕上げ剤）

￥700+ 税 LOT:12 W86×D64×H226 ㎜ 750ml

785-EC-33001*

えり・そで口や食べこぼしなどのポイント洗

いに。使いやすいビルトインブラシつき。ダブ

ル酵素配合。自然でやすらぐラベンダーの香

り。

ステインリムーバー（部分洗い用洗たく洗剤）

￥1,000+ 税 LOT:9 W49×D49×H175 ㎜ 200ml

785-EC-33041*

住まいの拭きそうじに、汚れにあわせて原液

でも薄めても幅広く使えます。さわやかなフ

レッシュレモンの香り。

住まい用洗剤

￥800+ 税 LOT:12 W81×D49×H213 ㎜ 500ml

785-EC-33032*

植物由来の洗浄成分で、気になる汚れもすっ

きり！非塩素系の洗浄液なので、塩素系特有

の臭いがしません。すがすがしいパイン（松）

エッセンシャルオイルの香り。

トイレクリーナー

￥1,200+ 税 LOT:6 W91×D58×H247 ㎜ 750ml

785-EC-33034*

植物由来の洗浄成分で、お風呂の湯アカや石

けんカスもすっきり！さわやかなシトラスの

香り。

バスルームクリーナー

￥950+ 税 LOT:6 W93×D45×H250 ㎜ 500ml

785-EC-33048*

785-EC-33036* 785-EC-33047*
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Dishwashing 食器用洗剤

やさしい泡立ちですすぎも簡単！手肌にやさしく、少量でしっかり汚れを落とします。

① ②

①785-EC-33031*

アロエと小麦プロテイン配合。さわやかなフ

レッシュレモンの香り。

①食器用洗剤レモン

②食器用洗剤レモン

②785-EC-33021*

乳清とカモミール配合。ほのかなカモミール

とマリーゴールドエキスの香り。

①食器用洗剤カモミール

②食器用洗剤カモミール

①785-EC-33039* ②785-EC-33029*

① ②

緑茶エキス配合。フレッシュグレープフルー

ツのフルーティな香り。

食器用洗剤グレープフルーツ

785-EC-33043*

ほんのり甘いザクロの香り。

785-EC-33072*

食器用洗剤ザクロ

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

￥580+ 税 LOT:12 W81×D49×H213 ㎜ 500ml

￥980+ 税 LOT:12 W95×D67×H254 ㎜ 1000ml

￥580+ 税 LOT:12 W81×D49×H213 ㎜ 500ml

￥980+ 税 LOT:12 W95×D67×H254 ㎜ 1000ml

￥580+ 税 LOT:12 W81×D49×H213 ㎜ 500ml ￥580+ 税 LOT:12 W81×D49×H213 ㎜ 500ml
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肌への負担が気になる香料、着色料は無添加。

手肌にやさしく、油汚れはすっきり！

食器用洗剤

￥700+ 税 LOT:12 W81×D49×H213 ㎜ 500ml

785-EC-33073*

ランドリーリキッド

￥1,800+ 税 LOT:6 W137×D75×H285 ㎜ 1500ml

785-EC-33074*

Gift set ギフトセット

ちょっとした手土産に、ご結婚・ご出産のお祝いに。

※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。

肌への負担が気になる香料、着色料は無添加。

ふんわり肌にやさしい仕上がり。

ファブリックコンディショナー（柔軟仕上げ剤）

￥850+ 税 LOT:12 W86×D64×H226 ㎜ 750ml

785-EC-33075*

食器用洗剤レモン 500ml、食器用洗剤カモミール

500ml、キッチンスポンジの 3 点セット。

洗剤ギフト 12-4

￥1,200+ 税 LOT:6 W99×D87×H224 ㎜

785-ECG-12-4*

肌への負担が気になる香料、着色料が無添

加の「エコベールゼロ」。英国アレルギー

協会認定の、敏感肌の方にもお勧めの洗剤。

無添加　香料・着色料

植物などから抽出された天然香料であっても一部の人の肌には刺激になる場合があります。エコベール

は全商品で着色料無添加ですが、ゼロシリーズはさらに香料も無添加。肌へのやさしさを追求しました。

肌テスト済み

全ラインナップ、ヨーロッパの第三者機関で敏感肌のモニターを使用した肌テストを実施しています。

※すべての人の皮膚に影響がないわけではありません。

英国アレルギー協会認定

英国アレルギー協会は、英国で 2100 万人ともいわれるアレルギーに悩む人たちをサポートする国家的

なチャリティー団体です。消費者が商品を購入する際に参考にできるよう、特定の商品に「認定マーク」

を付与し、使用を推奨しています。

肌への負担が気になる香料、着色料、酵素、蛍

光増白剤は無添加。手肌にやさしい仕上がり。

食器用洗剤レモン 500ml、食器用洗剤カモミール

500ml、住まい用洗剤 500ml、キッチンスポンジの 4

点セット。

洗剤ギフト 20-6

￥2,000+ 税 LOT:6 W152×D87×H224 ㎜

785-ECG-20-6*

ecover ZERO
※こちらの商品は取扱い条件が異なります。ご希望の際は営業担当までお問い合わせください。エコベールゼロ

敏感肌の方や、乳幼児も安心して使用可能な洗剤。

食器用洗剤レモン 500ml、食器用洗剤カモミール 
500ml、ランドリーリキッド 1500ml、デリケート
ウォッシュ 1000ml、ステインリムーバー 200ml、キッ
チンスポンジの 6 点セット。

洗剤ギフト 50-6

￥5,000+ 税 LOT:4 W195×D146×H299 ㎜

785-ECG-50-6*

食器用洗剤レモン 500ml、食器用洗剤カモミール 

500ml、ランドリーリキッド 1500ml、デリケート

ウォッシュ 1000ml、キッチンスポンジの 4 点セット。

洗剤ギフト 40-5

￥4,000+ 税 LOT:4 W195×D146×H299 ㎜

785-ECG-40-5*

食器用洗剤レモン 500ml、ランドリーリキッド 

1500ml、ステインリムーバー 200ml、キッチンスポン

ジの 4 点セット。

洗剤ギフト 30-7

￥3,000+ 税 LOT:6 W130×D142×H296 ㎜

785-ECG-30-7*


