
☝ FAX 挿入方向 ☝ 太字商品は、軽減税率 8％となります 

エコショップ ecomo FAX 注文用紙  FAX:03－3868－3113   令和   年   月   日 

お名前              E-mail:                         

御住所 〒   -                                     

TEL   -    ‐     FAX 兼 □ FAX   -    -     送料別途 次ページに表記 

商品 単位 (円)税込み 数量 合計 摘要 

重曹 小分け １kg 324    

重曹 12.5kg 2,376   ハーフサイズ 

重曹１袋 25kg 4,320   お徳用 

重曹 25kg 以上 ＠173 円   kg ＠173   重量を記載願います 

過炭酸ソーダ 1kg 400   酸素系漂白剤 

クエン酸 500g 540   洗浄・リンス用途 

クエン酸 １kg 1,080   同上 

食用 クエン酸 500g 864   ボトル入 

過炭酸ソーダ 小分け 1kg 440    

過炭酸ソーダ 12.5kg 4,400   ハーフサイズ 

過炭酸ソーダ 1 袋 25kg 8,250   お徳用 

過炭酸ソーダ 25kg 以上＠330 円   kg ＠330   重量を記載願います 

天然液体石鹸 プラス 770mL 1,100   ヤシ油+オレンジオイル配合 

柔軟剤 ソフモ 770mL 660   無香料 

ドライマーク洗浄剤 アラウル 340mL 560    

ドライマーク柔軟剤 ウルケア 340mL 560    

糊剤 パリット 350g 198   すべての繊維に使用可 

グリセリン 440g １本 968   保湿・リンス剤 

洗濯機用マイクロバブル発生器 1 個 7,700   洗浄を後押し 

硫酸ナトリウム 400g 550   温まり入浴添加剤 

アクリルたわし ２個１組 550 組  色・形おまかせ 

温泉気分 １個 5,500   我が家の風呂が温泉風に 

料理名人 １個 5,500   炊飯・煮物・揚げ物にポン 

アミノ酸シャンプー あわわ 200mL 1,650   ボディにも使用可 

あわわトリートメント 300ｍL 1,650   ボディにも使用可 

マイクロバブルシャワーヘッド 1 本 11,000    

キトサンジェル 100mL 1,100   手作り化粧水素材 

月桃葉ピュアウォーター 30mL 770   手作り化粧水素材 

アルガンオイル 30g 2,200   ビタミン E 含有 

化粧品用ガラス容器 50mL 1 本 550    

原液小分け用注射器 １本 330   1～5ｍL 計量可 

消臭抗菌防カビ剤 タンガッタ 400mL 1,980   食品添加物素材で安心・安全 

抗ウイルス消臭抗菌剤シュパット 300mL 1,320   ホルムアルデヒド消臭 

抗ウイルス消臭抗菌剤シュパット 45mL 308   ホルムアルデヒド消臭 

たちばな米 玄米 2kg 1,166   ピロール農法 

たちばな米 玄米 5kg 2,830   ピロール農法 

たちばな米 白米 2kg 1,270   ピロール農法 

たちばな米 白米 5kg 3,088   ピロール農法 

書籍 1 冊 1,650   重曹の使い方読本 

アロマオイル各種 5mL 990～1,210   種類は問い合わせください 

宅配指定日  月  日 指定時間 なし 10～12 12～14 14～16 16～18 18～20 時 要○囲み 

支払方法 ゆうちょ振込 振替口座 記号００１９０１  番号７０３６０５ 木内茂二 

□ ゆうちょ通帳 又は、カード使用 ATM による振込み 振込先をご登録しますと次回から振込が容易になります 

□ 郵便払込票（現金による振込み） □ ゆうちょインターネット送金 

□ 銀行振込 新生銀行 金融機関コード 0397 東京支店 支店コード 520 普通口座 0314769 木内茂二(キウチシゲジ) 

□ 代引き 手数料 330 円(請求金額 2 万円未満) 440 円(2 万円以上 3 万円未満) 税抜 それ以上は福山通運 HP で 



商品一覧 

太字商品は、軽減税率 8％となります 

商品 用途 価格等 税抜き 

重曹 
洗濯・掃除・食器洗い・入浴剤

歯磨き・シャンプー・消臭剤 

食品添加物規格 25kg4,320円 12.5kg 2,376円 25kg以上は@173円 

小分け袋 1kg 入り 324 円 1kg 刻みでご用意 

過炭酸ソーダ 

(酸素系漂白剤) 

洗濯・キッチン用品の除菌 

漂白 洗濯機洗浄等 

小分け袋 1kg 入り 440 円 1kg 刻みでご用意いたします。 

お徳用 12.5kg4,400 円 25kg 8,250 円 25kg 以上は@330 円 

クエン酸 掃除・衣類リンス・ヘアリンス 
食品添加物規格 1kg 1,080 円 500ｇ 540 円 

食用 500ｇ 864 円(ボトル入り) 手作りスポーツドリンク用 

プラス 

オレンジリ入り液体石鹸 

洗濯・食器洗い・浴槽洗い 

拭き掃除・襟汚れ、スニーカー 

770mL 1,080 円 重曹４:プラス６で混ぜるとジェル洗浄剤が出来上がり

襟汚れブラッシング、食器・浴槽洗いに幅広く使えます 

衣類柔軟剤 ソフモ 静電気防止 風合い向上 770mL 660 円 洗濯機 20～30cc 投入 手洗い 1 リットルに 1～2mL 

ドライ洗浄剤 アラウル ドライマークをご家庭で 340mL 560 円 30℃のぬるま湯 10ℓに 15～20mL 

ドライ柔軟剤 ウルケア 毛・絹に最適柔軟剤 340mL 560 円 30℃のぬるま湯 1ℓに 5mL 

糊剤 パリット すべてに繊維に使用可 550g 198 円 30℃のぬるま湯 1ℓに 10mL 

グリセリン 入浴剤・洗浄緩和 440g 968 円 

洗濯機用マイクロバブル 洗浄力の補助 1 個 7,700 円 さっぱりとした洗い上がりとなります。 

硫酸ナトリウム 入浴用温まり添加剤 400g 550 円 重曹大さじ３杯に小さじ１杯の硫酸ナトリウムを添加 

温泉気分 我が家のお風呂が温泉風に 1 個 直径 75mm 高さ 75mm 5,550 円 充填物は半永久的に使えます 

料理名人 炊飯・煮物・揚げ物にポン 1 個 直径 35mm 5,550 円 半永久的に使えます 

シャンプー あわわ 

キトサン配合で保湿力 up 

髪や皮膚に近い素材の 

弱酸性アミノ酸系 

200mL 1,650 円 クリーミーな泡立ちで髪に優しく作用し、地肌を洗いた

くなる新感覚のシャンプー 肌の弱い方も安心して使用できます 

ヘアトリートメント 素肌にもトリートメント可能 300mL 1,650 円 キトサン配合でスカルプ＆キューティクルケア 

ナノバブルシャワーヘッド 毛穴すっきりシャワー 
1 本 11,000 円 細かい泡で快適シャワーを堪能ください。 

浴室の排水口のぬめりが付きにくくなります。 

キトサンジェル 

手作り化粧品素材 
スキンケア・ヘアケア 

100mL 1,100 円 水で 20 倍希釈して使用 使用期限:6 ヶ月 

お使いのシャンプー、リンス、化粧品に 5％添加して使用 

月桃葉ピュアウォーター 
美白・艶 uｐ ショウガ科 

月桃水溶性エッセンス 

30mL 770 円 水で 10～20 倍希釈して使用 使用期限:6 ヶ月 

キトサンジェル 20 倍水溶液 30mL に対して 1～2mL 添加 

アルガンオイル 

高濃度ビタミンＥ含有 

スキンケア・ヘアケア 

ネイルケア 

30g 2,200 円 ユネスコの世界遺産に指定されている、モロッコのサハラ

砂漠に自生する植物 アルガンツリーの種子から抽出 べたつきのない優

れた使用感 ベビーオイルとしてもご使用になれます 

タンガッタ 

除臭・除菌・防カビ剤 

トウモロコシ由来の乳酸＆ 

食品対応発酵アルコールパワー 

400mL 1,980 円 洗面所のタオルに朝にひと吹きしておくと一日快適に

使用できます。衣類・靴・トイレ・カーテン等、多目的に使用可 

シュパット 複合アミノ酸・天然由来素材 300mL 1,320 円 抗ウイルス/消臭/抗菌/防カビ/ホルムアルデヒド消臭 

たちばな米 ピロール農法 2kg 玄米 1,166 円/白米 1,270 円 5kg 玄米 2,830 円/白米 3,088 円 

書籍 エコロジカル＆ 

セイフティクリーニング 
重曹使い方読本 

B5 改訂版 1 冊 1,650 円 重曹を使った洗濯方法やアイロンの掛け方 

重曹の多目的な使い方を紹介しています 

福山通運：趣味クラブ名・同好会名・屋号・法人名等々を記載すると配達可能 

地域 

東京 

神奈川 

埼玉 

千葉 

茨城 

栃木 

群馬 

山梨 

静岡 

愛知 

三重 

岐阜 

富山 

石川 

福井 

新潟 

長野 

宮城 

山形 

福島 

青森 

秋田 

岩手 

大阪  

京都  

滋賀  

奈良  

和歌山 

兵庫 

岡山 

広島 

山口 

鳥取 

島根 

香川 

徳島 

愛媛 

高知 

北海道 九州 

30kg 以下一律  550 550 550 550 550 660 660 770 880 990 990 

30kg 2 個口 825 825 825 825 825 990 990 1,155 1,320 1,485 1,485 

単位は円(消費税抜き) 

令和元年 10 月より 沖縄 総重量 25kg 未満 2,170 円 25～28kg2,680 円 

定型外郵便 税込 100g まで 220 円 150g まで 300 円 250g まで 350 円 

500g まで 510 円 1kg まで 710 円 書籍発送 クリックポスト 2 冊まで 188 円 

レターパックプラス 520 円 シャンプー3 本 or シャンプー＆トリートメントのみの発送 

レターパックプラス・定型外郵便・クリックポストは、日時指定／代引き決済は出来ません 


