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ナトラケア社 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

創立者 スージー・ヒューソン 

ナトラケア社は、世界初のオーガニック＆ナチュラルの生理用品メーカーとして、1989 年に

イギリスでスタートしました。創立者は環境保護の活動家、スージー・ヒューソン。彼女は自

分や多くの女性が生理用品によって不快な思いをしていること、日々使い捨てられる大量の生

理用品が地球環境へ大きな負担をかけていることを解決したいと考えました。そしてたどり着

いたのが、オーガニックコットンと自然素材で作る生理用品。女性のからだへのやさしさを追

求すれば、地球環境保護にもつながる、それを具体的に示したのがナトラケアの製品です。現

在では世界約 70 ヵ国で販売され、愛用されています。ナトラケア社はオーガニック＆ナチュ

ラル生理用品ブランドのリーダー的存在として、女性に心地よく、品質で選ばれる製品を提供

しています。 

取得認証   

商品ラインナップ   

   

オーガニック＆ナチュラル 

女性用デリケートゾーンケア製品の 

パイオニア「ナトラケア」 

ウルトラパッドシリーズ ドライ＆ライトシリーズ 

マキシパッド パンティーライナー 

ウェットシート 

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 

• ロット単位での注文とすること。 

• 3アイテム以上を取り扱うこと。 

※導入を検討する際（希望商品の注文が初めての場合）には、 

検討用商品 1個までを掛率 50％で提供する。 
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■ 生理用ナプキン、ライナー製品 
 

  

ナトラケアの生理用ナプキン、ライナー製品は 

石油由来のプラスチックを一切使っていません。  

オーガニックコットン、木のパルプからつくる吸収材、  

ＧＭＯフリーの植物デンプン由来の包装紙、リサイクル紙の箱。  

土に埋めると肥料にもなる生分解可能な素材のみで作られています。 

また、消臭剤としての香料や添加物のパラベン、安息香酸ナトリウム、 

フェノシキエタノール、ホルムアルデヒドを一切含みません。  

必要のない薬剤や添加物を女性の体に持ちこまない、 

それがナトラケアの基本です。 

（トップシート） 

デリケートゾーンの肌を農薬や化学物質か
ら守るため、コットン 100％であるだけで
なく、オーガニックコットン 100％です。
その他の部分もポリエステルなどの石油由
来の化学繊維を使わず、生分解可能な自然
素材でつくられています。柔らかくムレを
感じにくい、やさしい肌触りです。 

（漏れ防止シート、個包装） 

生理用品本体はもちろん、個包装資
材、箱にいたるまで、石油由来のプラ
スチックを一切使っていません。ナト
ラケアは一番外側の漏れ防止シートま
で植物性のビオフィルム使用。通気性
抜群で快適さが長持ちします。生分解
可能でダイオキシンや燃えないゴミも
増やさず、地球にやさしい製品です。 

（吸収材） 

生理用品に広く使われている、経血
をゲル状に固める高分子吸収材。そ
の原料は石油由来です。一方ナトラ
ケアはふかふかの木のセルロースパ
ルプを使用。パルプを独自の技術で
ギュッと圧縮することで、薄くて漏
れにくく、あたたかみのあるパッド
を実現しました。 

（内面シート） 

生理用品は衛生的に保つため、漂白が必
要です。塩素で漂白したものをデリケー
トゾーンにつけていると知ると、驚く方
も多いのではないでしょうか？ ナトラ
ケアは酸素系漂白剤を使用しています。
さらに酸素系漂白の中でも塩素の残る可
能性のない TCF（完全塩素フリー）を採
用。安心してお使いいただけます。 

漏れ防止ステッチ 

内面シート トップシート 

漏れ防止シート 

 

吸収剤 

高分子吸収材フリーで 

ひんやり感なし 

とうもろこしデンプン由来の 

ビオフィルムでムレにくい 

オーガニックコットン 100％で
優しい肌ざわり 

完全塩素フリーの酸素漂白パルプで
デリケートゾーンを守る 

吸収剤 

内面シート 

トップシート 
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商品ラインナップ 

ウルトラパッドシリーズ（個包装タイプ） 

動きやすいスリムタイプ。コンパクトなサイズで下着にしっかりフィット。サイドの漏れ防止ステッチが横漏れを防ぎます。 

さらりとしたつけ心地で長時間着けていてもむれにくく、ナチュラルな肌心地が続きます。 

原産国：スウェーデン  ロット：12 

 

  ウルトラパッド ノーマル ふつうの日用 

12 個入 704 円（税抜価格 640 円） 

  

  ウルトラパッド スーパー ふつう～多い日用 

10 個入 704 円（税抜価格 640 円） 

  ウルトラパッド ロング 多い日～夜用 

8 個入 704 円（税抜価格 640 円） 

  ウルトラパッド スーパープラス ふつう～多い日用 

12 個入 748 円（税抜価格 680 円） 

吸収パッドを 2枚挟み吸収力をアップ。 

多い日でも安心です。 

【原材料】オーガニックコットン(表面材)、セ
ルロースパルプ(吸収材)、ビオフィルム(防漏
材)、エチレン酢酸ビニル共重合体、スチレンブ
タジエンスチレンブロックコポリマー樹脂、植
物セルロース(植物スターチラミネート)、植物
セルロース(シリコンコーティング)、紙 

マキシパッド 

厚みのあるタイプ。きめ細かいオーガニックコットンのトップシートで、ふかふかと気持ちよく過ごせます。 

エコロジーパックから個包装にリニューアル。幅・長さがプラスされ、身体にフィットし快適なつけ心地。 

原産国：ギリシャ 

 

  マキシパッド スーパー 多い日～夜用 

12 個入 693 円（税抜価格 630 円） 

【原材料】オーガニックコットン(表面材)、セ
ルロースパルプ(吸収材)、ビオフィルム(防漏
材)、エチレン酢酸ビニル共重合体、スチレンブ
タジエンスチレンブロックコポリマー樹脂、紙、
植物セルロース(シリコンコーティング)、ビオ
フィルム 

27cm 

ハネなし 

22cm 

ハネなし 

ハネつき 

30cm 

ハネつき 

25cm 

本体サイズ：W9.4×D9.9×H9.1cm 

商品コード : NC3201 

JAN コード：0782126003256 

本体サイズ：W9.4×D9.9×H10.5cm 

商品コード：NC3280 

JAN コード：0782126003287 

ロット：12 

本体サイズ：W10×D7.5×H17.5cm 

商品コード：NC3031 

JAN コード：4560202926691 

本体サイズ：W9.4×D9.9×H11.3cm 

商品コード：NC3204 

JAN コード：0782126003201 

本体サイズ：W9.5×D9.3×H12cm 
商品コード：NC3117 
JANコード：0782126003119 

ハネつき 

22cm 

【原材料】オーガニックコットン(表面材)、セ
ルロースパルプ(吸収材)、ビオフィルム(防漏
材)、エチレン酢酸ビニル共重合体、スチレン
ブタジエンスチレンブロックコポリマー樹脂、
ビオフィルム、植物セルロース(シリコンコー
ティング)、紙 
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商品ラインナップ 

パンティーライナー（個包装タイプ） 

薄型でコンパクトなパンティーライナー。丸みのある形状で心地よく体にフィットします。 

原産国：スウェーデン 

 

  パンティーライナー ノーマル おりもの専用 

18 個入 539 円（税抜価格 490 円） 

【原材料】オーガニックコットン、セルロースパルプ、
ビオフィルム、エチレン酢酸ビニル共重合体、スチレン
ブタジエンスチレンブロックコポリマー樹脂、ビオフ
ィルム、紙 

ドライ＆ライトシリーズ（個包装タイプ） 

オーガニック＆ナチュラルの尿もれケア製品。  

植物性素材で肌にやさしく心地よい吸水パッド。 

原産国：スウェーデン 

 

  吸水パンティーライナー 

16 個入 660 円（税抜価格 600 円） 

気になりはじめた方、少量でもちゃんと 

ケアしたい方に。 

【原材料】オーガニックコットン、セルロースパルプ、
ビオフィルム、エチレン酢酸ビニル共重合体、スチレン
ブタジエンスチレンブロックコポリマー樹脂、ビオフ
ィルム、紙 

  吸水パッド 

20 個入 990 円（税抜価格 900 円） 

ふとした瞬間に不安を感じる方、 

毎日しっかりケアしたい方に。 

【原材料】オーガニックコットン、セルロースパルプ、
ビオフィルム、エチレン酢酸ビニル共重合体、スチレン
ブタジエンスチレンブロックコポリマー樹脂、植物セ
ルロース(植物スターチラミネート)、植物セルロース
(シリコンコーティング)、紙 

マタニティマークをとおした 妊産婦への
やさしい環境づくり を推進しています。 

14cm 

ハネなし 

16cm 

ハネなし 

5cc 

21cm 

ハネなし 

30cc 

ロット:10 

本体サイズ：W7.6×D7.6×H13.5cm 

商品コード：NC3123 

JAN コード：0782126003126 

ロット：10 

本体サイズ：W7.6×D7.6×H13.5cm 

商品コード：NC3522 

JAN コード：0782126003522 

ロット：6 
本体サイズ：W10.7×D9.2×H17.6cm 
商品コード：NC3508 
JANコード：0782126003508 
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■ ウェットシート 
 

 

 

商品ラインナップ 

 
オーガニック フェミニン ウェットシート 

12 枚入り 638 円（税抜価格 580 円） 

原産国：ギリシャ 
 

やさしくやわらかなデリケートゾーン用のウェットシート。デリケートゾ
ーンの pH 値に合わせた処方です。カレンドラやカモミールが敏感な肌を
守りながら、すこやかに保ちます。携帯に便利なコンパクトサイズ。 

シートの素材：オーガニックコットン 

 
オーガニック メイクアップリムーバーシート 

20 枚入り 1,078 円（税抜価格 980 円） 

原産国：ギリシャ 

大判で使いやすく、やさしい使い心地でありながら、ウォータープルーフ
のマスカラや発色のよいリップも落とせるふき取りタイプのリムーバー
シート。ビタミンE やアロエベラエキス配合で肌のうるおいをキープし、
なめらかに仕上げます。オレンジやラベンダーなどの香りがリラックスタ
イムにぴったり。 
 
シートの素材：オーガニックコットン 

 
ナチュラル ウェットシート（水に流せる） 

30 枚入り 594 円（税抜価格 540 円） 

原産国：ギリシャ 

ウォシュレットの代わりやリフレッシュシートとして活躍するウェット
シート。オレンジ果皮エキスがお肌を清潔にし、カレンドラエキスがお肌
を守ります。プラスチックフリーで分解しやすいペーパーなので、使用後
は水に流すこと*ができます。バッグに入れて携帯すると便利なアイテム
です。 
*WaterIndustrySpecification(WIS)4-02-06（＝FinetoFlush）試験基準クリア 

シートの素材：塩素漂白フリー（TCF）の環境にやさしい紙 

塩素漂白フリー（TCF）のペーパー
プラスチックフリー 

シートの素材 

ナトラケアのウェットシートはお肌と環境にやさしい素材と成分で構成されています。 

シートの素材 

シートの成分 シートの成分 

植物由来の 
やさしい処方 

やわらかなオーガニックコットン 100％
プラスチックフリー 

植物由来の 
やさしい処方 

 

【原材料】水、グリセリン、塩化Ｎａ、レブリン酸、ソルビン酸Ｋ、ガリカバラ

花エキス*、レブリン酸Ｎａ、ラウリン酸ポリグリセリル－１０、 

フィチン酸Ｎａ、マルトデキストリン、トウキンセンカ花エキス*、カミツレ花

エキス*、ダマスクバラ花油*、クエン酸、安息香酸Ｎａ、ソルビン酸 

（*オーガニック原材料） 

【原材料】水、アロエベラ葉水*、クエン酸Ｎａ、グリセリン、グルコノラクト

ン、アブラナ種子油、カミツレ水*、アンズ核油*、ヒマワリ油、ラウリルグルコ

シド、ジポリヒドロキシステアリン酸ポリグリセリル－２、安息香酸Ｎａ、レブ

リン酸、カプリン酸ポリグリセリル－４、トコフェロール、レブリン酸Ｎａ、オ

レイン酸グリセリル、炭酸ジカプリリル、クエン酸、フィチン酸Ｎａ、香料、グ

ルコン酸Ｃａ、アベナストリゴサ種子エキス、レシチン、ソルビン酸Ｋ 

（*オーガニック原材料） 

 

【原材料】水、塩化 Na、グリセリン＊、レブリン酸、ソルビン酸 K、野菜油、

ラウリルグルコシド、ジポリヒドロキシステアリン酸ポリグリセリル—2、レブ

リン酸 Na、アロエベラ葉水＊、フィチン酸 Na、炭酸ジカプリリル、オレイン酸

グリセリル、トウキンセンカ花エキス＊、オレンジ果皮油＊、クエン酸、安息香

酸 Na、ハマメリス葉エキス＊（＊はオーガニック原材料） 

ロット:14 

使用期限：製造後 2 年、開封後 3 ヶ月 

本体サイズ：W14.0×D3.0×H10.5cm  

（シートサイズ 約 19.5×19.5cm） 

商品コード：NC0202  

JAN コード：0782126202024 

ロット:16 
使用期限：製造後 2年、開封後 3ヶ月 
本体サイズ：W13.0×D5.0×H12.0cm  
（シートサイズ 約 20.0×19.5cm） 
商品コード：NC0303  
JANコード：0782126203137 

ロット:24 

使用期限：製造後 2 年、開封後 3 ヶ月 

本体サイズ：W14.5×D1.9×H10.5cm  

（シートサイズ 約 19.5×19.5cm） 

商品コード：NC0151  

JAN コード：0782126200150 


