method

メ ソッド
メソッドは 2000 年のサンフランシスコでエリック・ライアンとアダム・ローリーの二人によって始まりました。メソッドは、人
にも環境にも優しく、汚れを確実に落とします。デザインや香りにもこだわり、エコであるために妥協することは何一つありませ
ん。これまでにない新しいクリーニング製品です。

キレイを、
たのしく、
おもしろく。

●

優れたデザインと汚れ落ち

●

鮮やかでユニークな香り

●

人、地球に優しい選択
【デザイン】

もっと楽しいお掃除体験

著名デザイナーを起用して、
生活が楽しくなるようなデザインを提示しています。

メソッドは、
「もっと楽しく、もっとカラフル、もっとキレイへ。」をコンセ
プトに“もっと楽しいお掃除体験”に責任を持つブランドです。オシャレ
なクリーナーが欲しいという消費者の声

エコ洗剤でありながら、
汚れを確実に落とすために最先端の技術を結集。

【香り】
塩素系洗剤の様な強い臭いはせず、
花や果物、
ハーブの香りでも汚れを落とし切ります。

を聞いていた、消費財ブランドのマーケテ
ィング担当エリックと、科学エンジニアと

【安全】

して環境問題に取り組んでいたアダムが

原材料 1 つ 1 つの安全性を綿密にチェック。
小さなお子様やペットにも安心です。

右記の 5 つのこだわりを元にゼロから作

【環境】

り上げた新しい製品です。

Laundry Liquid

【洗浄】

自然由来で再生可能な製品を環境負荷にも配慮して提供。
動物実験もしていません。

ランドリーリキッド（洗たく用液体洗剤） 4 倍濃縮タイプ（約 130 回分）
￥2,400+ 税 LOT:4 W109×D102×H277 ㎜ 1580ml

洗うだけで、自分らしい香り。植物由来の洗浄成分でしつこい汚れもしっかり落とします。たっぷり洗える濃縮タイプ。
785-MT13011

785-MT13012

メソッド ランドリーリキッド
スプリングガーデン

メソッド ランドリーリキッド
ジンジャーマンゴー

春の陽だまりのようにやさしい花の香り。

もぎたてのフルーツのように甘い香り。

785-MT13013
メソッド ランドリーリキッド
ビーチセージ
心地よい潮風のようなハーブの香り。

お問い合わせ

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

Hand soap Gel

method

ハンドソープ（ジェルタイプ）

メソッド

￥800+ 税 LOT:6 W83×D83×H175 ㎜ 354ml

アロエベラ成分配合で手肌に優しく、鮮やかな香り・色でハッピー気分に。ココナッツオイル由来の洗浄成分でスッキリ。
785-MT10101

785-MT10102

メソッド ハンドソープジェルタイプ
フレンチラベンダー

メソッド ハンドソープジェルタイプ
ピンクグレープフルーツ

ラベンダー、ベルガモット、セージ、カモミールの
うっとりするような香りのメドレー。フランスの
田舎町、太陽が常に降り注ぐ中で過ごすひととき
のようです。リラックスしたい時におすすめ。

ピンクグレープフルーツ、ブラッドオレンジ、カシ
スのリフレッシュするような香りで毎日ハッピー
に。知らないうちにスキップをしてしまう、そんな
香りです。洗った後もふんわり香ります。

785-MT10104

785-MT10107

メソッド ハンドソープジェルタイプ
キューカンバー

メソッド ハンドソープジェルタイプ
シーミネラルズ

みずみずしいキュウリ、弾けるようなレモンの香
り。真っ白でふわふわのバスローブを着て過ごす
スパでの一日のような気分にさせてくれます。や
さしい気持ちにさせてくれる香りです。

リゾート気分が広がるみずみずしいマリンの香
り。海面の上に漂う香りをイメージし、やや塩味も
感じられます。

785-MT10108
メソッド ハンドソープジェルタイプ
スウィートウォーター
グレープフルーツの冷たいしぶき、ジャスミンの
みずみずしい花びらに包まれたレモンの葉、すず
らんの香り。

Hand soap Gel Refill

ハンドソープ（ジェルタイプ）詰め替え用
￥1,300+ 税 LOT:6 W165×D80×H241 ㎜ 1000ml

354ml ボトル 3 回分のリフィル。アロエベラ配合で手肌にうるおいを与えます。
785-MT10301

785-MT10302

メソッド ハンドソープジェルタイプ
詰め替え用 フレンチラベンダー

メソッド ハンドソープジェルタイプ
詰め替え用 ピンクグレープフルーツ

ラベンダー、ベルガモット、セージ、カモミールの
うっとりするような香りのメドレー。フランスの
田舎町、太陽が常に降り注ぐ中で過ごすひととき
のようです。リラックスしたい時におすすめ。

ピンクグレープフルーツ、ブラッドオレンジ、カシ
スのリフレッシュするような香りで毎日ハッピー
に。知らないうちにスキップをしてしまう、そんな
香りです。洗った後もふんわり香ります。

785-MT10303

Home Cleaner

785-MT10304

メソッド ハンドソープジェルタイプ
詰め替え用 キューカンバー

メソッド ハンドソープジェルタイプ
詰め替え用 シーミネラルズ

みずみずしいキュウリ、弾けるようなレモンの香
り。真っ白でふわふわのバスローブを着て過ごす
スパでの一日のような気分にさせてくれます。や
さしい気持ちにさせてくれる香りです。

リゾート気分が広がるみずみずしいマリンの香
り。海面の上に漂う香りをイメージし、やや塩味も
感じられます。

ホームクリーナー
あらゆる場所で活躍するクリーナー。どれもカラフルで香りゆたか。家族で楽しくお掃除ができるアイテムです。
785-MT12101

785-MT12202

メソッド オールパーパスクリーナー
ピンクグレープフルーツ
￥1,000+ 税 LOT:8 W89×D78×H254 ㎜ 828ml

メソッド バスルームクリーナー
スペアミント
￥1,000+ 税 LOT:8 W89×D78×H254 ㎜ 828ml

ココナッツオイル由来の洗浄成分で、台所・タ
イル・ガラス・鏡など多目的に使用できます。

水垢、石けんカスをスッキリ落とし、浴槽・風呂
場の床・椅子などの除菌にも。ミントの香り。

785-MT12301

785-MT12221
メソッド トイレクリーナー
スペアミント
￥1,000+ 税 LOT:6 W100×D76×H273 ㎜ 709ml

メソッド フロアクリーナー
アーモンド
￥1,000+ 税 LOT:6 W117×D48×H229 ㎜ 739ml

とろみのある洗浄液が汚れに密着、しつこい汚
れもすっきり洗浄します。便器の除菌にも。

植物由来の洗浄成分で木製フローリングの床汚
れがスッキリ。ほんのり甘いアーモンドの香り。

お問い合わせ

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

method

メソッド
洗うってこんなに楽しくていいんだ。

how long do
you wash your
hands for?

メソッド
エコなのに

カラフル パワフル

香り
鮮やか

\2000 Gift set

肌に
やさしい

2000 円ギフトセット
￥2,000+ 税 LOT:6 W220×D89×H176 ㎜

人気のハンドソープと詰め替え用のセット。2000 円のお手頃なギフトセットです。
785-MTG-20-1

785-MTG-20-2

メソッド ギフト
ラブ・ピンキッシュ

メソッド ギフト
クリーン・グリーン

354ml のハンドソープジェルタイプと、1L の詰め
替え用のセット。ピンクグレープフルーツの香り
で色も香りも人気のセットです。

354ml のハンドソープジェルタイプと、1L の詰め
替え用のセット。キューカンバーの香りで毎日リ
フレッシュ＆リラックスをお届け。

785-MTG-20-3
メソッド ギフト
マリン・バケーション
354ml のハンドソープジェルタイプと、1L の詰め
替え用のセット。シーミネラルズの香りでみずみ
ずしいマリンリゾート気分を。

\3000 Gift set

3000 円ギフトセット
￥3,000+ 税 LOT:4 W170×D170×H267 ㎜

人気のハンドソープと詰め替え用、クリーナーのセット。新生活やお引越しのお祝いに。
785-MTG-30-1

785-MTG-30-2

メソッド ギフト
ピンキッシュ・トリオ

メソッド ギフト
グリーン・トリオ

ハンドソープジェルタイプと詰め替え用、オール
パーパスクリーナーのセット。ピンクグレープフ
ルーツの香りが家中をハッピー気分に包みます。

ハンドソープジェルタイプと詰め替え用、ディッ
シュソープのセット。みずみずしいキューカン
バーの香りでキッチン空間でもリラックス。

785-MTG-30-3
メソッド ギフト
マリン・トリオ
ハンドソープジェルタイプと詰め替え用、バス
ルームクリーナーのセット。リゾート気分いっぱ
いのマリンの香りでバスルームもリフレッシュ。

\4000 Gift set

4000 円ギフトセット
￥4,000+ 税 LOT:4 W170×D170×H267 ㎜

人気のハンドソープと詰め替え用、クリーナーのセット。新生活やお引越しのお祝いに。
785-MTG-40-1
メソッド ギフト
ピンキッシュ・バンド
ハンドソープジェルタイプと詰め替え用、ディッ
シュソープ、オールパーパスクリーナーのセッ
ト。家中でデイリーに使えるアイテムをピンクグ
レープフルーツの香りでセットにしました。

お問い合わせ

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

