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【日用雑貨】Ｂ－１ 

 

 

 

※商品、またはサービスの内容がわか

る 

写真を貼り付けて下さい。 

【商品名】 

滋賀県産間伐材ストラップ 

【仕様説明】 

 

浅井三姉妹、ひこにゃん、戦国武将など地域キャラクターをデザイン

したストラップを販売中。また、ご希望の図案をカラープリントしたオ

ーダーメイドも可能です。チームや NPO などのキャラクターグッズや

各種キャンペーンの販促グッズとしてお役立てください。 

S サイズ：幅 25×長さ 40×厚さ 5mm 

価格帯：既製品 500 円、オリジナルは御見積いたします。 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

間伐材を使ったストラップで、特にカラープリントによるものは全国的に珍しいと思われます。温暖化防止

で注目される森林の保全につながる間伐作業により切り出された木材の有効利用から生まれた製品です。木材

は滋賀県産であり、プリントのデザインは県内地域のキャラクターを使った、まさに「まるごと滋賀」の製品

で、エコでロコな商品です。間伐材を生活の中でもお使いいただける商品として製品化しました。「身近なとこ

ろから、ストップ地球温暖化」のメッセージと一緒にお届けし、お使いいただくなかで地球温暖化について考

える機会をお持ちいただければ幸いと考えます。 

【取扱店・購入方法】 

 

滋賀観光情報物産センター（大津駅１Ｆ）、彦根駅前

観光案内所ほか、WEB でも販売中。 

［エコグッズ.ビズ］http://ecogoods.biz 

【情報元】 

 

団体名：滋賀県産間伐材有効利用促進グループ 

担当者：中田 亘（観光交流企画室 TAC） 

TEL：0749-21-3191  FAX：0749-21-3171 

E-mail：nakata@tac21.com 

【日用雑貨】Ｂ－２ 

 

【商品名】 

ポリ平柄 茶サイクル骨うちわ 

 Ｎｏ．１８ (コート) 

【仕様説明】 

 

■160 円：横 237mm × 縦 335mm（柄 125mm） 

☆エコマーク認定商品です。 

※名入れ可能商品です。 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

☆伊藤園独自の「茶殻リサイクルシステム」が、 

第 2 回エコプロダクツ大賞 エコサービス部門 農林水産大臣賞受賞、 

また、第 12 回グリーン購入大賞「審査員特別賞」を受賞しています。 

□伊藤園独自の「茶殻リサイクルシステム」により、従来、茶殻加工に必要だった乾燥工程を省き、 

含水茶殻をそのまま利用した茶殻配合紙を使用しています。 

□乾燥工程で発生する二酸化炭素「CO2」や燃料費を抑制、紙原料を削減した環境商品です。 

【取扱店・購入方法】 

 

有限会社 南商店 

*お気軽にお問い合わせください。 

【情報元】 

 

団体名：有限会社 南商店 

担当者：南 邦彦 

TEL：077-522-1914  FAX：077-522-5288 

E-mail：minamico@office.eonet.ne.jp 



16 

 

【日用雑貨】Ｂ－３ 

 

 

 

 

【商品名】 

 パブリック・トレイ（Ｒ－ＰＥＮ樹脂製） 

【仕様説明】 

 

 学校給食用食器として実績のある PEN 樹脂の再生原料を 

 使用した丈夫で安全性に優れたトレイです。 

 サイズは 4 種類、色は各 3 色（レモンイエロー・ライトグリーン・ 

ライトサーモン）をご用意しています。  

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

  学校給食用食器として実績のあるポリエチレンナフタレート（PEN）の再生原料を使用しています。 

  耐熱性があり食材による色移りがしにくいため集団給食施設でのご使用にも最適です。 

  また、洗浄性と乾燥性に優れた形状を採用しています。 

  再生プラスチックを使用し、添加剤を使用しない安全性に優れた商品です。 

【取扱店・購入方法】 

 

株式会社 サンコー製作所 

価格につきましては、ご相談の上、 

お見積りをさせて頂きます。 

【情報元】 

 

団体名：株式会社 サンコー製作所 

担当者：堀畑 

TEL：0749-62-4160  FAX：0749-63-1446 

E-mail：info@sanko-mfg.jp 

【日用雑貨】Ｂ－４ 

 

 

 

 

 

【商品名】 

パブリック・トレイ（Ｒ－ＰＰ樹脂製） 

【仕様説明】 

 

 ポリプロピレン樹脂の特性を生かした軽量で丈夫なトレイ です。 

 サイズは 3 種類、色は各 2 色(イエロー・サーモンピンク)をご用意し

ています。 

  

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

  素材のポリプロピレンの特徴を生かした軽量で丈夫なトレイです。 

洗浄性と乾燥性に優れた形状を採用しています。 

再生プラスチックを使用し、添加剤を使用しない安全性に優れた商品です。 

【取扱店・購入方法】 

 

株式会社 サンコー製作所 

価格につきましては、ご相談の上、 

お見積りをさせて頂きます。 

【情報元】 

 

団体名：株式会社 サンコー製作所 

担当者：堀畑 

TEL：0749-62-4160  FAX：0749-63-1446 

E-mail：info@sanko-mfg.jp 
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【日用雑貨】Ｂ－５ 

 

【商品名】 

茶サイクルキッチンペーパー 

10枚・20枚・30枚 

【仕様説明】 

 

■10 枚 70 円：横 100mm x 縦 210mm x 厚 10mm  

■20 枚 90 円：横 100mm x 縦 210mm x 厚 20mm 

■30 枚 BOX 170 円：横 220mm x 縦 110mm x 高 40mm 

※各 名入れ可能商品です。 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

☆伊藤園独自の「茶殻リサイクルシステム」が、 

第 2 回エコプロダクツ大賞 エコサービス部門 農林水産大臣賞受賞、 

また、第 12 回グリーン購入大賞「審査員特別賞」を受賞しています。 

□伊藤園独自の「茶殻リサイクルシステム」により、従来、茶殻加工に必要だった乾燥工程を省き、 

含水茶殻をそのまま利用した茶殻配合紙を使用しています。 

□乾燥工程で発生する二酸化炭素「CO2」や燃料費を抑制、紙原料を削減した環境商品です。 

【取扱店・購入方法】 

 

有限会社 南商店 

*お気軽にお問い合わせください。 

【情報元】 

 

団体名：有限会社 南商店 

担当者：南 邦彦 

TEL：077-522-1914  FAX：077-522-5288 

E-mail：minamico@office.eonet.ne.jp 

【日用雑貨】Ｂ－６ 

 

 

 

 

【商品名】 

エコクリーン キッチン用液体複合せっけん 

【仕様説明】 

 

びわ湖せっけんエコクリーン 台所用（液体 詰替え用） 

品名；台所用複合せっけん 

成分：界面活性剤（28％）純石けん分（17％脂肪酸カリウム）、純石けん 

分以外の界面活性剤（11％ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノール 

アミド、脂肪酸アルカノールアミド）、安定剤 

◆ 正味量 250 ml 180 円（税別） 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

琵琶湖のため、家族のために 

・石けん分は、純植物性油脂を主原料とし天然脂肪酸系非イオン界面活性剤を加えた使いやすい複合石けんです。 

・石けんの良さを保ちながら油汚れを落とします。 

・手が荒れない肌に優しい洗剤です。 

【取扱店・購入方法】 

 

一般財団法人滋賀県婦人会館 取り扱い・配送可 

・配送の場合は１ケース単位 

（詰替用 1 ケース；@250ml×24 個＝4320 円＋税） 

・配送料は実費をご負担下さい。 

【情報元】 

 

団体名：滋賀県地域女性団体連合会 

担当者：鵜飼 淳子 

TEL：0748-37-3113    FAX：0748-37-3636 

E-mail：info＠shigawoman.jp 
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【日用雑貨】Ｂ－７ 

 

 

 

 

【商品名】 

エコクリーン 泡の薬用ハンドソープ 

【仕様説明】 

 

泡の薬用ハンドソープ （液体、ボトル／詰替用） 

有効成分：イソプロピルメチルフェノール 

その他の成分；水、カリウム石けん用素地、DPG、クエン酸、 

クエン酸 Na、アロエエキス(2)、香料、青１ 

医薬部外品 

◆ ボトル  正味量 250ml  400 円（税別） 

  詰替用   正味量 200ml  250 円（税別） 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

・滋賀県地域女性団体連合会会員が廃食油回収運動を通して誕生させた石けんです。 

・原料油脂に廃食用油 70％を使用しています。 

・合成界面活性剤は一切使用していません。 

・純石けん成分なので手肌や環境にやさしい商品です。保湿成分アロエエキス配合。 

【取扱店・購入方法】 

 

一般財団法人滋賀県婦人会館 取り扱い・配送可 

・配送の場合は１ケース単位 

 （ボトル 1 ケース；＠250ml×24 本＝9600 円＋税） 

 （詰替用 1 ケース；＠200ml×36 個＝9000 円＋税） 

・配送料は 1 ケースにつき 800 円 

（ただし沖縄・北海道を除く） 

【情報元】 

 

団体名：滋賀県地域女性団体連合会 

担当者：鵜飼 淳子 

TEL：0748-37-3113    FAX：0748-37-3636 

E-mail：info＠shigawoman.jp 

 

【日用雑貨】Ｂ－８ 

 

 

【商品名】 

エコクリーン 洗濯用粉石けん 

【仕様説明】 

 

びわ湖せっけんエコクリーン 洗濯用（粉） 

品名；洗濯用石けん 

成分：純石けん分（60％ 脂肪酸ナトリウム） 

   アルカリ剤（炭酸塩、珪酸塩） 

   金属イオン封鎖剤、香料 

◆ 袋入り正味量（粉）1 ㎏  480 円 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

琵琶湖のため、家族のために 

・石けんは、微生物によってすばやく分解されるので環境に良い。 

・石けんは、衣類をソフトに仕上げるので、肌への刺激が少なく、赤ちゃんの敏感肌やアトピー性皮膚炎の方にも

お使いいただけます。 

【取扱店・購入方法】 

 

平和堂 各店舗 

一般財団法人滋賀県婦人会館 取り扱い・配送可 

・配送の場合は１ケース単位 

 （粉 1 ケース；＠１kg×12 個＝5760 円＋税） 

・配送料は 1 ケースにつき 800 円 

（ただし沖縄・北海道を除く） 

【情報元】 

 

団体名：滋賀県地域女性団体連合会 

担当者：鵜飼 淳子 

TEL：0748-37-3113  FAX：0748-37-3636 

E-mail：info＠shigawoman.jp 



19 

 

【日用雑貨】Ｂ－９ 

【日用雑貨】Ｂ－１０ 

 

【商品名】 

マルダイ粉せっけん びわ湖 

【仕様説明】 

 

地域で集めた廃食油が原料のサイクルせっけん 

用 途：洗濯、食器洗い、掃除等、様々な用途にご使用いただけます 

サイズ：2kg 箱、3kg 袋、20kg 箱 

成 分：純石けん分（60%）脂肪酸ナトリウム 炭酸塩 

製造元：株式会社マルダイ石鹸本舗製 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

○合成界面活性剤や蛍光増白剤（添加剤）のような生物毒性がなく、微生物によって完全に分解されるため、 

琵琶湖の水質を美しく守ることができます。 

○滋賀県周辺地域で回収した廃食用油を原料に、滋賀県内（大津）で生産されている地産地消のせっけんです。 

 

【取扱店・購入方法】 

特定非営利活動法人  

碧いびわ湖 

TEL：0748-46-4551 

http://aoibiwako.shiga-saku.net/ 

お問い合わせください。 

○コープしがでもお取扱いいただいています。 

【情報元】 

 

団体名：特定非営利活動法人 碧いびわ湖 

担当者：村上 悟 

所在地：滋賀県近江八幡市安土町下豊浦３番地 

TEL：0748-46-4551   FAX：0748-46-4550 

E-mail：info@aoibiwako.org 

 

 

 

 

【商品名】 

エコクリーン 洗濯用液体複合石けん 

【仕様説明】 

びわ湖せっけんエコクリーン 洗濯用 

（液体、ボトル／詰替用） 

品名；洗濯用複合石けん 

成分：界面活性剤（30%） 

純石けん分（21%脂肪酸カリウム）・ 

純石けん分以外の界面活性剤（9％脂肪酸アルカノールア

ミド）・水軟化剤・安定化剤・香料 

◆ ボトル 正味量 900ml  750 円（税別） 

  詰替用 正味量 800ml 480 円（税別） 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

水環境を守るために 

・液体複合石けんは、純植物性油脂を原料とし、蛍光増白剤・漂白剤は配合していません。 

・洗浄力を持ちながら、環境にもやさしい石けんです。 

・泡立ちが少ないのでドラム式洗濯機にもご使用いただけます。 

【取扱店・購入方法】 

一般財団法人滋賀県婦人会館 取り扱い・配送可 

・配送の場合は 1 ケース単位 

（ボトル 1 ケース；＠900ml×8 本＝6000 円＋税） 

（詰替用 1 ケース；＠800ml×12 個＝5760 円＋税） 

・配送料は 1 ケースにつき 800 円 

（ただし沖縄・北海道を除く） 

【情報元】 

 

団体名：滋賀県地域女性団体連合会 

担当者：鵜飼 淳子 

TEL：0748-37-3113  FAX：0748-37-3636 

E-mail：info＠shigawoman.jp 
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【日用雑貨】Ｂ－１１ 

 

【商品名】 

ヱスケーフォームソープ 

【仕様説明】 

ケース入数  2ℓ×6 本 

原料油脂に廃食用油 50％使用 

専用詰替ボトルは別売 

製造元 ヱスケー石鹸株式会社 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

使用済みの食用油をリサイクルした液体石けんで、取っ手の付いた 

減容ボトルを採用しています。トウモロコシ生まれの保湿成分グリコシルトレハロース配合で、しっとりし

た洗い上がり。ハンドソープ、洗顔料、ボディーソープとしてお使いいただけます。 

泡状ポンプ式ボトルに詰め替えてご使用ください。心地よいリッチな泡を実感できます。 

【取扱店・購入方法】 

 有限会社 ヤマダ油脂 

 電話・ＦＡＸ・メールにてご注文承ります。 

 1 本からご注文いただけます。 

 配送可能 

【情報元】 

団体名：有限会社 ヤマダ油脂 

担当者：諸角 朗 

TEL：0749-35-3527  FAX：0749-35-3547 

E-mail：morozumi@yamada-yushi.sakura.ne.jp 

【日用雑貨】Ｂ－１２ 

 

 

【商品名】 

   きれいに生まれ変わってせっけん 

【仕様説明】 

    ケース入数 100ｇ×48 個 

    原料油脂に廃食用油 80％使用 

    全成分  石けん素地（無添加化粧石鹸） 

    本体価格 130 円 

    製造元  ヱスケー石鹸株式会社 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

食用廃油を精製し、高純度の脂肪酸に再生しました。その脂肪酸に純植物性パーム核油を配合し、石けんの原料

にしました。これにより石けん臭が少なく、酸化による変色が少ないグレードの高いリサイクル石鹸ができ、循

環型社会を目指した商品設計となっております。また、酸化防止剤、着色料、防腐剤、香料は配合されていない

無添加化粧石けんです。 

【取扱店・購入方法】 

 有限会社 ヤマダ油脂 

 電話・ＦＡＸ・メールにてご注文承ります。 

 1 個からご購入いただけます。 

 ケースご注文のみ配送可能 

【情報元】 

団体名：有限会社 ヤマダ油脂 

担当者：諸角 朗 

TEL：0749-35-3527  FAX：0749-35-3547 

E-mail：morozumi@yamada-yushi.sakura.ne.jp 
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【日用雑貨】Ｂ－１３ 

 

【商品名】 

スーパーバイオ２１０ 

【仕様説明】（価格等） 

自然界の土壌菌と腐植菌の作用により、消臭除菌を実現した安心安

全な除菌消臭剤です。従来のニオイでごまかす消臭剤や、化学薬品

を使った除菌剤ではないので、さまざまな用途にご使用いただけま

す。レギュラーサイズ ￥1,890 円(税込) 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

まさに環境にやさしい商品です。自然界の土壌菌と腐植菌の作用を使っており、化学薬品を一切使っていません

ので、環境に非常にやさしい商品ですし、人体にも安全です。従来から装備や武具、コックピットの悪臭にお悩

みであった海上自衛隊にも採用されております。また、環境にやさしいということで、ペットの除菌消臭にもご

好評いただいております。 

【取扱店・購入方法】 

 

株式会社 イケダ光音堂 

または、子会社の（有）アイメディアの楽天市場店 

http://www.rakuten.co.jp/i-media/ 

【情報元】 

団体名：株式会社 イケダ光音堂 

担当者：管理課 吉田 

TEL：0749-63-7311   FAX：0749-65-0332 

E-mail：yoshida@event-imedia.com 

【日用雑貨】Ｂ－１４ 

    

【商品名】 

森の生力（もりのいのち） 

【仕様説明】（価格等） 

医薬部外品の入浴剤濃縮タイプ。 
浴槽(200L)に計量カップ 10～15ml を入れ、よくかき混ぜて入浴。 
 
ボトルタイプ…約 1 ヵ月分 価格帯：3,000 円(税別) 容量：300ml 
詰め替え用…約 3 ヵ月分 1L 価格帯:7,000 円(税別) 容量：1L 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

天然成分 100％(天然ヒノキチオール・ユーカリ油配合)。 

あせも、荒れ性、肩こり、神経痛、しもやけ、痔、冷え性、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前
産後の冷え性、にきびに効果があります。 

 

●お客様の声…森の生力を使用してから浴室や風呂釜の清掃が楽になり、排水口から臭いなどがなくなりました。
浴室内のカビも抑制されて、こんな入浴剤は他にはありません。 

【取扱店・購入方法】 

シバヤマタイヤ 

滋賀県大津市粟津町 13-63 

店頭にて 

TEL：077-537-1406 

【情報元】 

団 体 名：株式会社 芝山タイヤ工業所 

ご担当者：芝山真一 

TEL：077-537-1406   FAX：077-533-0577 

E-mail：info@team-s.net 

 

300ml     1L 
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【日用雑貨】Ｂ－１５ 

 

【商品名】 

抗菌ジェル 

【仕様説明】（価格等） 

据え置き型の抗菌・消臭ジェルタイプ。 

容器の矢印のベルトをはずし、キャップを開け、据え置くだけ。 

価格帯：1,500 円(税別) 容量：200ｇ 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

天然植物抽出エキス 100％使用！  

風を当てる事により、広い範囲に拡散し分解消臭、除菌、抗菌、森林浴空間を作り、リラクゼーション効果が得
られます。 

 

●お客様の声…僕の車は芳香剤を使用しすぎ、レモンの臭いとタバコの臭いとが車内に付着し、気分の悪い変な
匂いがしていたが、友人に勧められ抗菌ジェルを車内のジュースホルダーに設置し 10 日程経過した頃、車内の
臭いが完全に消えたのには驚きました。 

【取扱店・購入方法】 

シバヤマタイヤ 

滋賀県大津市粟津町 13-63 

店頭にて 

TEL：077-537-1406 

【情報元】 

団 体 名：株式会社 芝山タイヤ工業所 

ご担当者：芝山真一 

TEL：077-537-1406   FAX：077-533-0577 

E-mail：info@team-s.net 

【日用雑貨】Ｂ－１６ 

 

【商品名】 

茶サイクルあぶらとり紙 

10枚・20枚・30枚 

【仕様説明】 

 

■10 枚入 47 円：横 88mm x 縦 65mm x 厚 4mm  

■20 枚入 62 円：横 88mm x 縦 65mm x 厚 5mm 

■30 枚入 77 円：横 88mm x 縦 65mm x 厚 6mm 

※各 名入れ可能商品です。 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

☆伊藤園独自の「茶殻リサイクルシステム」が、 

第 2 回エコプロダクツ大賞 エコサービス部門 農林水産大臣賞受賞、 

また、第 12 回グリーン購入大賞「審査員特別賞」を受賞しています。 

□伊藤園独自の「茶殻リサイクルシステム」により、従来、茶殻加工に必要だった乾燥工程を省き、 

含水茶殻をそのまま利用した茶殻配合紙を使用しています。 

□乾燥工程で発生する二酸化炭素「CO2」や燃料費を抑制、紙原料を削減した環境商品です。 

【取扱店・購入方法】 

 

有限会社 南商店 

*お気軽にお問い合わせください。 

【情報元】 

 

団体名：有限会社 南商店 

担当者：南 邦彦 

TEL：077-522-1914  FAX：077-522-5288 

E-mail：minamico@office.eonet.ne.jp 
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【日用雑貨】Ｂ－１７ 

 

【商品名】 

おかえりティシュ 

【仕様説明】 

 

地域で集めた牛乳パックが原料のリサイクルティシュ 

サイズ：400 枚 200 組 × 5 箱入 

原 料：古紙 100% （牛乳パック 30% 一般古紙 70%） 

製造元：イトマン株式会社製 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

○100%リサイクルパルプなので、ピュアパルプの製品と違い、森林の伐採をともないません。 

○回収に出した牛乳パックがリサイクルされて手元に戻ってくることを実感できます。 

○購入金額の一部が「一円基金」として積み立てられ、リサイクル活動の備品整備や普及活動に活用されます。 

 

【取扱店・購入方法】 

 

特定非営利活動法人 

 碧いびわ湖 

TEL：0748-46-4551 

http://aoibiwako.shiga-saku.net/ 

お問い合わせください。 

○コープしがでもお取扱いいただいています。 

【情報元】 

 

団体名：特定非営利活動法人 碧いびわ湖 

担当者：村上 悟 

所在地：滋賀県近江八幡市安土町下豊浦３番地 

TEL：0748-46-4551   FAX：0748-46-4550 

E-mail：info@aoibiwako.org 

【日用雑貨】Ｂ－１８ 

 
 

【商品名】 

ただいまロール 

【仕様説明】 

 

地域で集めた牛乳パックが原料のリサイクルトイレロール 

サイズ：１ロール 140m × 6 巻入 

仕 様：シングル 107mm 巾 芯なし 

原 料：古紙 100% （牛乳パック 10% 一般古紙 90%） 

製造元：イトマン株式会社製 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

○芯なしで、長巻で、巾が狭いため、省資源で省エネルギーです。 

○100%リサイクルパルプなので、ピュアパルプの製品と違い、森林の伐採をともないません。 

○回収に出した牛乳パックがリサイクルされて手元に戻ってくることを実感できます。 

○購入金額の一部が「一円基金」として積み立てられ、リサイクル活動の備品整備や普及活動に活用されます。 

 

【取扱店・購入方法】 

 

特定非営利活動法人 

 碧いびわ湖 

TEL：0748-46-4551 

http://aoibiwako.shiga-saku.net/ 

お問い合わせください。 

○コープしがでもお取扱いいただいています。 

【情報元】 

 

団体名：特定非営利活動法人 碧いびわ湖 

担当者：村上 悟 

所在地：滋賀県近江八幡市安土町下豊浦３番地 

TEL：0748-46-4551   FAX：0748-46-4550 

E-mail：info@aoibiwako.org 
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【日用雑貨】Ｂ－１９ 

 

【商品名】 

「緑の魔女」 バイオ・ハイテク洗剤 

【仕様説明】 

■オートキッチン(食器洗い機専用洗剤)     800g 

■キッチン用(食器洗剤)    本体 420ml 替 360ml 業務用 5L 

■ランドリー用(洗濯用洗剤) 本体 820ml 替 620ml 業務用 5L 

■バス用                  本体 420ml 替 360ml 業務用 5L 

■トイレ用                本体 420ml 替 360ml 業務用 5L 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

◆ドイツ生まれの汚れに強く地球にやさしい洗剤 

洗剤の成分は環境を汚さないものを使用し、材質を痛めずにガンコな汚れもスッキリ落とします。 

手肌に優しくクリーンで マイルド！！安心・安全なクリーナーです。 

◆使用後の排水で環境を浄化する「グリューネヘクセ」 

使用後の排水は環境を汚染することなく、特許成分グロースファクターの働きで、 

排水パイプの中に棲む汚れを食べる微生物に栄養を与え、クリーナーとして働きます。 

【取扱店・購入方法】 

有限会社 南商店 

お気軽にお問い合わせください。 

【情報元】 

団 体 名：有限会社 南商店 

担当者：南 邦彦 

TEL：077-522-1914  FAX：077-522-5288 

E-mail：minamico@office.eonet.ne.jp 

【日用雑貨】Ｂ－２０ 

 

【商品名】 

消臭ミサイル(カーウッズ施工専用) 

【仕様説明】（価格等） 

カーエアコン専用、泡タイプ。 

エバポレーターに注入噴射し、蓄積された臭いを分解消臭します。 
ゴムや金属の劣化の無い安全商品。(検査データ有り) 
持続効果は約 6 ヶ月。※季節・条件により異なります。 
 
価格帯：お問い合わせください。 容量：100ml 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

成分は天然植物抽出エキス 100％。 

カーエアコンに蓄積された臭いを分解消臭、繁殖したカビ菌などを除菌・抗菌しリラクゼーション効果。 

※施工商品の為一般販売はしておりません。 

 

●お客様の声…僕は家族とよくドライブしたり、四季に合わせて愛車で旅行したりしています。息子は助手席が
大好きで、いつも助手席に座りますが、気管支喘息持ちで、エアコンを稼動させますといつも咳き込んでしまい、
悩んでおりました、しかし、消臭ミサイルでエアコンを処理してから咳き込む事もなくなり親子共々助かってい
ます。 

【取扱店・購入方法】 

シバヤマタイヤ 

滋賀県大津市粟津町 13-63 

店頭にて 

TEL：077-537-1406 

【情報元】 

団 体 名：株式会社 芝山タイヤ工業所 

ご担当者：芝山真一 

TEL：077-537-1406   FAX：077-533-0577 

E-mail：info@team-s.net 
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【日用雑貨】Ｂ－２１ 

 

【商品名】 

イシューズバスター(カーウッズ施工専用) 

【仕様説明】（価格等） 

車内専用連続噴射タイプ。 

エンジンを停止し、助手席の足元などに安定させ、普通車で 1 缶、

1BOX カーで 2 缶(使用本数は目安です。)を使用。 

 

価格帯：お問い合わせください。 容量：100ml 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

天然植物抽出エキス 100％。 

煙状の成分が車内の隅々まで行きわたり、10～15 分で車内空間の分解消臭・除菌・抗菌・防虫・シックカ

ー症候群を抑制。臭いがきつい場合は、一晩置いてください。 

【取扱店・購入方法】 

シバヤマタイヤ 

滋賀県大津市粟津町 13-63 

店頭にて 

TEL：077-537-1406 

【情報元】 

団 体 名：株式会社 芝山タイヤ工業所 

ご担当者：芝山真一 

TEL：077-537-1406   FAX：077-533-0577 

E-mail：info@team-s.net 

【日用雑貨】Ｂ－２２ 

    

            

【商品名】 

スプレー(分解消臭除菌剤) 

【仕様説明】（価格等） 

手動式スプレー噴射タイプ 
異臭のするところに直接スプレー噴射、フキンなどに含ませて使用。 
 
ボトルタイプ 価格帯：1,500 円(税別) 容量：200ml 
詰め替え用 価格帯：3,600 円(税別) 容量：1L 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

成分は天然植物抽出エキス 100％。 

体の臭いも 瞬時に解決分解消臭・除菌します。タバコや焼肉の後の臭い、 魚を触った時の生臭い臭いも秒速で、
分解消臭。 

 

●お客様の声…お爺さんを介護するのに、芳香剤入りの消臭剤を使用していたが、芳香剤の臭いで嫌がってかく
してしまうので困っていました。ところが、分解消臭除菌スプレーを使用してからは、その後、分解消臭除菌剤
スプレーを隠さなくなり、くさくなくなり、汚物の臭いもよく消え、床ずれも緩和され重宝しています。 

【取扱店・購入方法】 

シバヤマタイヤ 

滋賀県大津市粟津町 13-63 

店頭にて 

TEL：077-537-1406 

【情報元】 

団 体 名：株式会社 芝山タイヤ工業所 

ご担当者：芝山真一 

TEL：077-537-1406   FAX：077-533-0577 

E-mail：info@team-s.net 

 

200ml     1L 
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【日用雑貨】Ｂ－２３ 

 

【商品名】 

パナクリーン 

【仕様説明】（価格等） 

泡状スプレータイプ 

シツコイ汚れに泡を吹き付けて拭き取るタイプ。 

 

価格帯：1,950 円(税別) 容量：216ml 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

原材料はすべて食品に含まれる成分で安心、安全。 

カーペット、じゅうたん、フローリング、車室内の汚れ、シャツの襟や裾汚れ、換気扇、他電子レンジなどのシ
ツコイ汚れ等に使用してください。 

 

●お客様の声…油汚れのしつこいガスレンジの回りが簡単に取れ、手に絡みつく油のベタベタ感がなく、気持ち
よく掃除が出来ました。 

【取扱店・購入方法】 

シバヤマタイヤ 

滋賀県大津市粟津町 13-63 

店頭にて 

TEL：077-537-1406 

【情報元】 

団 体 名：株式会社 芝山タイヤ工業所 

ご担当者：芝山真一 

TEL：077-537-1406   FAX：077-533-0577 

E-mail：info@team-s.net 

【日用雑貨】Ｂ－２４ 

 

【商品名】 

速乾スプレー 

【仕様説明】（価格等） 

速乾スプレータイプ 
一瞬で乾くので物を濡らさずに冷たく清潔に出来ます。 
 
 
価格帯：1,600 円(税別) 容量：220ml 
 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

天然植物抽出エキス 100％使用！ 

唯一、 濡れない消臭剤！トリプル速攻(抗菌・消臭・冷却) 
靴やブーツ、スポーツ具（剣道具など）、汗をかいた背広やシャツ、タバコの臭いなどの消臭に。 

車の座席シート・マット等に入り込んだ臭いの元に入り込み、根元から一瞬で分解消臭・リラクゼーション効果。 

 

【取扱店・購入方法】 

シバヤマタイヤ 

滋賀県大津市粟津町 13-63 

店頭にて 

TEL：077-537-1406 

【情報元】 

団 体 名：株式会社 芝山タイヤ工業所 

ご担当者：芝山真一 

TEL：077-537-1406   FAX：077-533-0577 

E-mail：info@team-s.net 
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【日用雑貨】Ｂ－２５ 

 

【商品名】 

ディ.ウイルスバスター(超音波式加湿器専用原液) 

【仕様説明】（価格等） 

超音波式加湿器専用濃縮タイプ 

原液 1 に対し水道水 19(20 倍)にして使用。 

 

価格帯：10,000 円(税別) 容量：1L 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

天然植物抽出エキス 100％使用！ 

インフルエンザや花粉症対策。抗菌・抗ウイルス・分解消臭の効果のほか、 抗アレルギー・肝機能の活性化・精
神集中・悪い空気の浄化効果。 

 

●お客様の声…寝つきが良くなった。気持ちが落ち着く。部屋の空気を換気しなくても空気が澄んでいる。ノド
がスッキリとなった、など多数。 

【取扱店・購入方法】 

シバヤマタイヤ 

滋賀県大津市粟津町 13-63 

店頭にて 

TEL：077-537-1406 

【情報元】 

団 体 名：株式会社 芝山タイヤ工業所 

ご担当者：芝山真一 

TEL：077-537-1406   FAX：077-533-0577 

E-mail：info@team-s.net 

【日用雑貨】Ｂ－２６ 

 

 

 

【商品名】 

こにゃんのねこ砂   木(こ)にゃん 

【仕様説明】（価格等） 

ねこ用 室内ﾄｲﾚ用砂 

5L  ￥380(税込) 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

このねこ砂は当社製造の燃料ペレットの製造方法と全く同じで、原材料の選別と消臭効果を UP させるために 

近江茶の粉末を添加しています。原料は全て天然素材で使用後も土に還り、また燃やしても安全で処理処分が 

簡単にでき、ねこにも環境にもやさしい製品となっています。販売も地域限定で地産地消といえ、ペレットより

も範囲がせまく輸送コストを最小におさえられ CO2 削減になります。 

【取扱店・購入方法】 

湖南市.甲賀市の JA の直売所(花野果市)  

当社 有限会社 山本材木店 

湖南市西寺 2-4-13 

 

【情報元】 

団 体 名：有限会社 山本材木店 

ご担当者：青木 みどり 

TEL：0748-77-3697    FAX：0748-77-4026 

E-mail：zaimoku@trust.ocn.ne.jp 
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【日用雑貨】Ｂ－２７ 

 

【商品名】 

除菌電解水給水器 ＠除菌ＰＲＥＭＩＵＭ 

【仕様説明】（価格等） 

手をかざすだけで、あっという間に手軽に除菌。 

非接触なので手を介しての感染予防に役立ちます。 

酸性電解水が高い除菌効果を発揮します。 

【他製品と比べて「環境性能が優れている点」】 

 

「希釈」といった手間がいらず、そのまますぐに使えるから使いやすいです。 

また、塩分が含まれることはありませんので、手洗いだけでなく多方面に除菌水としての使用も可能です。 

【取扱店・購入方法】 

株式会社 キャムズ 

 滋賀県湖南市柑子袋 620 

 TEL：0748-72-4132 

 FAX：0748-72-4142 

【情報元】 

団 体 名：株式会社 キャムズ 

ご担当者：白川 孝広 

TEL：0748-72-7800   FAX：0748-72-7801 

E-mail：info@cams.co.jp 


