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ソーダサンのはじまり ソーダサン社は、製造過程から使用後まで環境を汚染しない自然原料からできた洗剤の開発を

目指し、1982 年に誕生しました。当時、ドイツ国内で水質汚染が深刻化していたことから、

可能な限りオーガニック栽培の再生可能な原料を使用し、生分解性を追求しました。それと同

時に機能的で広く普及する洗剤となるよう、従来の石油由来の洗剤に負けない洗浄力や使用感

も重視しました。その結果、ソーダサンの商品はドイツの日常にしっかりと定着し、ドイツ国

内のオーガニック洗剤のシェア NO.1 を誇るブランドに成長しました。ソーダサンの製品は、

手肌にやさしく、使用感がよく、すっきりとした香りが特徴です。また、グリーンエネルギー

の利用や再生利用可能なペットボトルのみを使用するなど、限りある資源を守り、環境を保護

する活動に取り組んでいます。 

取得認証  

商品ラインナップ 

洗濯洗剤 ボディ＆ハンドソープ 

食器洗い用洗剤 住居用洗剤 固形石けん 

ドイツ オーガニック洗剤市場No.1 ブランド 

Omochabako HP Omochabako official 

Instagram 

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 

• 3 アイテム以上の取扱いが出来る販売店で

あること。 

• ロット単位での注文とすること。 

※各商品のロットにつきましては、製品一覧を参

照とする。 
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こだわり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

優れた洗浄力 

ソーダサンの洗剤の主な洗浄成分はショ糖界面活性剤を使用。 

ソーダサンの洗浄剤はココナツ油とショ糖から作られており、

高い洗浄力と泡立ちの良さ・高い生分解性を実現しています。  

天然由来の洗剤でも洗浄力は一切妥協致しません。 

 

 

石油由来原材料・酵素・  

マイクロプラスチック・合成香料・蛍光増白剤・  

合成着色料・遺伝子組み換え成分不使用 

オーガニック栽培の植物をはじめ、人と環境に優しい原料を厳

選しています。一般的な洗濯洗剤には、タンパク質汚れを簡単に

落とすため酵素が使われています。しかしこれは遺伝子組換え

により作られるうえ、衣類に残ると皮膚タンパクを攻撃し、敏感

肌の人に刺激を与える可能性があります。ソーダサンの洗剤は

酵素不使用、赤ちゃんや敏感肌の方にも安心して使っていただ

けます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境への配慮の徹底  

100％カーボンニュートラルの実現 

 

ソーダサンは 2014 年からすべての商品に対してリサイクルボトルを使用

し、温室効果ガスの大幅な削減をしました。 

全体の 80％は太陽光システムや熱電動併給システムを利用した電力を使用

し製造しており、残りの 20％はグリーンピースエネルギーの風力ガスを購

入する事で貢献しています。 

また、廃棄熱の修復システムを通じて、低温の鹸化工程にも使われています。 

 

 

 

ソーダサンの活動に対して数々の賞を受賞 

ソーダサンが考える自然のループ

に沿って、天然由来の原材料のみ

を使用しています。 天然由来の

原材料を使用する事で土壌へ 再

循環させる事を目的としていま

す。 

 

2018年  

ドイツナショナルサスティナビリティー賞受賞 

2017年  

フォーカスオンラインアワードで  

ドイツで最もサステイナブルな会社として受賞 

2015年  

B.A.U.M環境賞を受賞 
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商 品 一 覧  

洗濯用洗剤 

洗浄力や気泡力に優れたショ糖界面活性剤を使用、衣類の汚れをしっかりと落とします。 

柑橘系のすっきりとした香りの液体洗剤から、無香料のセンシティブタイプ、ウールシルク用、部分洗い用まで、 
使い勝手の良いラインナップです。 
 

原産国:ドイツ 

ソーダサン 
ランドリーリキッド 
1.5Ｌ 1,980 円（税抜価格 1,800 円）    

 

 

 

 

 

 

 

ECO BOX 5L  

5,500 円（税抜価格 5,000 円） 

 白物・色柄物衣類用洗濯洗剤。日常のお洗濯はもちろん、赤ちゃんやお肌の敏感な

方の衣類にもお使いいただけます。冷水でもさっと溶けるので溶け残りがありませ

ん。お洗濯中はさわやかなライムの香りが広がります。 

 
ECO BOX 
環境配慮型の大容量 ECO BOX。紙箱の中に、袋入りの液体洗剤が入って 

おり、使用後は分別して折りたたんで捨てられます。蛇口付きなので、詰め 
替え用としてはもちろん、BOX のままでも快適に使えます。 
 

【原材料】界面活性剤（22.4％、純石けん分（脂肪酸カリウム*）、アルキルポリグルコシド、アルキル

硫酸エステルナトリウム）、pH 調整剤（クエン酸カリウム、炭酸ナトリウム）、粘度調整剤（エタノ

ール*）、香料 

＜*全成分の 8%は有機栽培原材料＞ 

ソーダサン ランドリーリキッド  
ウール・シルク用 
750mL 1,540 円（税抜価格 1,400 円）    

 おしゃれ着用洗剤。ウール・羽毛・シルク・モヘアなどのデリケートで上質な繊維

を傷めず、やさしく洗い上げます。肌触りがよくふっくらと仕上がります。手洗い

にも洗濯機にも。華やかなフローラルの香り。 

【原材料】界面活性剤（22.18％、アルキルポリグルコシド、高級アルコール硫酸エステル塩）、増粘

剤（塩化ナトリウム）、粘度調整剤（エタノール）、繊維保護剤（レシチン）、pH 調整剤（クエン酸

カリウム）、香料 

ソーダサン ランドリーリキッド 
センシティブ 

1.5L 1,980 円（税抜価格 1,800 円） 

 白物・色柄物衣類用液体洗剤。香料やエッセンシャルオイルを含まない無香料タイ

プなので、特に敏感肌の方や赤ちゃんの衣類に適しているやさしい洗剤です。冷水

にさっと溶けるので溶け残りがなく、手洗いのお洗濯も快適です。 

【原材料】界面活性剤（26.75％、純石けん分（脂肪酸カリウム*）、アルキルポリグルコシド）、pH 調

整剤（クエン酸カリウム、炭酸ナトリウム）、粘度調整剤（エタノール*） 

＜*全成分の 10%は有機栽培原材料＞ 

ソーダサン  

スポットリムーバージェル 
200mL 880 円（税抜価格 800 円） 

 部分洗い用液体石けん。しみ抜きや、ひどく汚れた部分の予洗いに適しています。

衣類についた草の汁、血液、チョコレート、果汁などのしみをしっかり取り除きま

す。ブラシがついた使いやすい容器です。 

【原材料】純石けん分（21％、脂肪酸カリウム*）、粘度調整剤（エタノール*）、繊維保護剤（グリセ

リン）、pH 調整剤（クエン酸カリウム） 

＜*全成分の 20%は有機栽培原材料＞ 

本体サイズ：W13×D9×H28cm 

商品番号：SD1506 

JAN コード：4019886015066 

ロット：６ 

本体サイズ：W11.5×D6.5×H20cm 

商品番号：SD4507 

JAN コード：4019886045070 

ロット：６ 

 

本体サイズ：W13×D9×H28cm 

商品番号：SD1530 

JAN コード：4019886015301 

ロット：６ 

 

本体サイズ：W5×D5×H17.5cm 

商品番号：SD1809 

JAN コード：4019886018098 

ロット：６ 

 

本体サイズ：W15.7×D16.7×H24.5cm 

商品番号：SD1526 

JAN コード：4019886015264 

ロット:1 

2021年10月1日 新発売 
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台所用洗剤 

洗い残りも手荒れも気にならない食器用洗剤。 
粘度が高く、少量で泡立ち、泡切れよくさっとすすげて経済的です。 
 
原産国:ドイツ 

ソーダサン  
ディッシュウォッシュリキッド 
500mＬ 660 円（税抜価格 600 円） 

 

 

 

 

 

1Ｌ 1,100 円（税抜価格 1,000 円） 

    

 

 

 

 

ECO BOX 5L  

5,500 円（税抜価格 5,000 円） 

  

 

台所用洗剤。少量で泡立ち、食器やお弁当箱のしつこい油汚れまですっきり

落とします。ガラス製食器のくもりをとって、輝きを与えます。また、泡切れ

がよく、さっとすすげるので経済的です。やさしいレモンの香り。 

 

 

ECO BOX 

環境配慮型の大容量 ECO BOX。紙箱の中に、袋入りの液体洗剤が入って 
おり、使用後は分別して折りたたんで捨てられます。蛇口付きなので、詰め 

替え用としてはもちろん、BOX のままでも快適に使えます。 
 

 

 

【原材料】界面活性剤（25.7％、アルキルポリグルコシド、アルキル硫酸エステルナトリウム）、

増粘剤（塩化ナトリウム）、pH 調整剤（クエン酸カリウム）、香料 

ソーダサン 
ディッシュウォッシュリキッド  

ラベンダー＆ミント 

500mL 660 円（税抜価格 600 円） 

 台所用洗剤。少量で泡立ち、食器やお弁当箱のしつこい油汚れまですっきり

落とします。ガラス製食器のくもりをとって、輝きを与えます。また、泡切れ

がよく、さっとすすげるので経済的です。ラベンダーとミントのはなやかで

すっきりした香り。 

【原材料】界面活性剤（26.2％、アルキルポリグルコシド、アルキル硫酸エステルナトリウム）、

増粘剤（塩化ナトリウム）、pH 調整剤（クエン酸カリウム）、香料 

ソーダサン  
ディッシュウォッシャー 

1kg 1,650円（税抜価格 1,500円） 

 食洗機用粉末洗剤。酵素、リン酸塩、塩素等一切不使用なので、環境にやさし

い食器洗いが出来ます。洗い残しがなく、食器をピカピカにします。さわやか

なレモングラスの香り。 

【原材料】キレート剤（クエン酸三ナトリウム、ケイ酸塩）、pH 調整剤（炭酸ナトリウム）、

漂白剤（過炭酸ナトリウム）、洗浄剤（フーゼル油コムギフスマ／コムギワラグリコシズ）、香

料 

住まい用洗剤 

自然由来の成分で、小さなお子さまやペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。 
レモングラスやシトラスの清潔感のあるすっきりとした香りです。 
 

原産国:ドイツ 

ソーダサン バスルームクリーナー 
500mL 1,045 円（税抜価格 950 円） 

 浴室用洗剤。浴槽についたしつこい水あかや、石けんカスを落とします。汚れ

た面にさっとふきかけ、洗い流すだけで使えるスプレータイプ。レモングラ

スのさわやかな香り。 

【原材料】粘度調整剤（エタノール*）、界面活性剤（3.84％、アルキルポリグルコシド）、pH

調整剤（酢*、クエン酸カリウム）、香料 

 ＜*全成分の 13%は有機栽培原材料＞ 

ソーダサン トイレットクリーナー 

750mL 990 円（税抜価格 900 円） 

 トイレ用洗剤。頑固な便器の汚れをしっかり落とします。斜めに傾斜したボ

トルによってトイレのふちまで洗剤がとどきやすくなっています。さわやか

なシトラスの香り。 

【原材料】pH 調整剤/キレート剤（クエン酸 4%、クエン酸三ナトリウム 3%）、界面活性剤（ア

ルキルポリグルコシド、アルキル硫酸エステルナトリウム）、増粘剤（キサンタンガム）、香料、

着色料（カラメル） 

本体サイズ：W7.5×D5.5×H22cm 

商品番号：SD2306 

JAN コード：4019886000239 

ロット:6 

本体サイズ：W9.2×D5.8×H18.8cm 

商品番号：SD2014 

JAN コード：4019886020145 

ロット:6 

本体サイズ：9.5×7×21cm 

商品番号：SD0024 

JAN コード：4019886000246 

ロット:6 

本体サイズ：W9×D6.5×H24.5cm 

商品番号：SD1956 

JAN コード：4019886019569 

ロット:6 

本体サイズ：W8.5×D6×H27cm 

商品番号：SD2060 

JAN コード：4019886020008 

ロット:6 

本体サイズ：W10×D6.5×H26.5cm 

商品番号：SD2006 

JAN コード：4019886000208 

ロット:6 

本体サイズ：W15.7×D16.7×H24.5cm 

商品番号：SD216 

JAN コード：4019886002165 

ロット:1 

2021年10月1日 新発売 

2021年10月1日 新発売 
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ハンド＆ボディソープ用液体ソープ 

高品質のオリーブ油配合で肌をなめらかにしっとりと洗い上げ、うるおいを与えます。 

石けん成分で作られるやさしいソープなので、 
乾燥肌の方から赤ちゃんまでお使いいただけます。ギフトにもおすすめ。 
 

原産国:ドイツ 

シトラスソープ 
300mＬ 990 円（税抜価格 900 円） 

 

 

 

 

1Ｌ 1,980 円（税抜価格 1,800 円） 

 

    

  

さわやかなシトラスの香り。 

【原材料】水、ヒマワリ種子油脂肪酸 K*、オリーブ脂肪酸 K*、変性アルコール* （小由由来）、グリ

セリン*、クエン酸 K、香料  

<*は有機栽培原材料> 

ラベンダーソープ 
300mＬ 990 円（税抜価格 900 円） 

 

 

 

 

1Ｌ 1,980 円（税抜価格 1,800 円） 

 

    

  

リラックスするラベンダーの香り。 

【原材料】水、ヒマワリ種子油脂肪酸 K*、オリーブ脂肪酸 K*、変性アルコール* （小由由来）、グリ

セリン*、クエン酸 K、香料 

<*は有機栽培原材料> 

ローズソープ 
300mＬ 990 円（税抜価格 900 円） 

 

 

 

 

1Ｌ 1,980 円（税抜価格 1,800 円） 

 

    

  

華やかなローズの香り。 

 

【原材料】水、ヒマワリ種子油脂肪酸 K*、オリーブ脂肪酸 K*、変性アルコール* （小由由来）、グリ

セリン*、クエン酸 K、香料 

<*は有機栽培原材料> 

ハンド＆ボディソープ用固形ソープ 

天然保湿成分のグリセリンがしっかりと含まれています。 
さらに、仕上げにシアバターを配合。しっかり泡立ち、肌をしっとりと洗い上げます。 

身体だけでなく洗顔や手洗いにもお使いいただけます。 
 

原産国:ドイツ 

クリームソープ ラベンダー 

100g 550 円（税抜価格 500 円） 

  

リラックスタイムに、ラベンダーのやさしい香り。 

【 【原材料】パーム脂肪酸 Na*、パーム核脂肪酸 Na*、水、パーム核油*、グリセリン*、塩化 Na、ラ

バンデュラハイブリダ油*、香料、シア脂*、グンジョウ、クエン酸<*は有機栽培原材料> 

クリームソープ レモングラス 
100g 550 円（税抜価格 500 円） 

  

すっきりとした、爽やかな柑橘系の香り。 

【原材料】パーム脂肪酸 Na*、パーム核脂肪酸 Na*、水、パーム核油*、グリセリン*、インド

レモングラス油、シア脂*、ショウガ根油*、カラメル*、塩化 Na、アンナット、（クロロフィ

リン／銅）複合体、酸化鉄、クエン酸<*は有機栽培原材料> 

クリームソープ ワイルドローズ 
100g 550 円（税抜価格 500 円） 

  

幸福感をもたらす、ワイルドローズの優雅な香り。 

【原材料】パーム脂肪酸 Na*、パーム核脂肪酸 Na*、水、グリセリン*、パーム核油*、香料、

シア脂*、塩化 Na、カラメル*、酸化鉄、クエン酸<*は有機栽培原材料> 

ロット:6 

製造後期限:24 ヶ月 

本体サイズ:300mL W8×D5×H13cm / 1L W9×D6×H26.5cm 

商品番号：SD7736 

JAN コード：4019886077361 

商品番号：SD7936 

JAN コード：4019886079365 

商品番号：SD7716 

JAN コード：4019886077163 

商品番号：SD7916 

JAN コード：4019886079167 

商品番号：SD7636 

JAN コード：4019886076364 

商品番号：SD19001 

JAN コード：4019886190015 

商品番号：SD19006 

JAN コード 4019886190060 

ロット:6 

製造後期限:24 か月 

本体サイズ:W8×D3×H5cm 

商品番号：SD7616 

JAN コード：4019886076166 

商品番号：SD19007 

JAN コード：4019886190077 


