
Natural care catalog

毛肌を守る シャンメシャン　ナチュラルスキンケア

全てのワンちゃん猫ちゃん、そして毎日使う人たちの

　　　　安心・安全への願いはこれからもずっと

シャンメシャン自然のシャンプー・リンスの上手な使い方

シャンメシャン ケア用品に関するご相談、お問い合わせ

                  有限会社キタガワ

  〒572-0045 大阪府寝屋川市東神田町6-1

TEL 072-801-7771  FAX 072-801-7773
www.inunoie.com

　　十分な予洗いを行う

ワンちゃんの毛についているほこりなどを、シャンプーをつけずにお湯で十分に洗います。この予洗いで
汚れの60％は落ちると言われています。予洗いをする事によりシャンプーの泡立ちがよくなり、予洗い
をしない場合よりも約4分の1ぐらいの量ですみます。

　　シャンプーで洗う

シャンプーを手にとってワンちゃんの体につけます。指の腹でしっかり洗います。

　　洗い流す

十分に洗い流して下さい。この時ごしごし感がありますが、これは天然素材の証しです。リンスをする事
によりさらさらになります。

　　リンスをする

自然のリンスは10倍から20倍くらいに薄めて使用することができます。
リンスを入れた洗面器などの容器にお湯または水を適量入れます。そしてワンちゃんの体全体にいき渡
るようにかけます。かけた後にコームを体全体に通してあげる事でより全体に行き渡ります。（自然のリ
ンスは毛をコーティングするわけではなく、中和させるためのものなので良く洗い流して下さい。）

　　リンスの香りを持続させる

香りを長くもたせたい時はリンスの原液をそのまま手にとり、ワンちゃんの背中につけてマッサージし
た後洗い流して下さい。そうする事によりハーブの香りが約10日～2週間持続し、夏場などノミやダニ
などが発生する季節は寄せつけにくくする効果もあります。
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きめの細かい泡

泡立ち抜群

健康な被毛

上質な泡

舐めても大丈夫な泡

艶のある毛



自然のシャンプー、リンスは主にこんな理由で選ばれています。
１、どんなシャンプーを使っても痒がっていたワンちゃんが、全く痒がらなくなった！
２、私達トリマーも手が荒れなくなった！
３、アレルギーのワンちゃんの皮膚が改善してきた！
４、毛並みがすごく良くなった！
５、二週間近く経っても、まだすごくいい香りがする！

全てのワンちゃんネコちゃん、そして毎日使う人たちへ安心の願いを込めて！

自然のシャンプーはひまわり油を主原料とし、天然の界面活性剤を使用した天然
100％のシャンプー、リンスです。

自然のシャンプーは驚くほど泡立ちがよく、汚れはしっかりと落とし、皮膚を外からの
雑菌から守っている皮脂膜を必要以上に落としません。

自然のリンスはホホバ油を主原料にしている為、毛肌の保湿性を高め潤いを与えま
す。肌はしっとりしなやかな状態が長持ちます。また天然ハーブエキスの効果で約10
日～2週間いい香りが持続します。

合成界面活性剤

合成保存料

コーティング剤

人工着色料

合成酸化防止剤

合成香料

使用していません！

こんな症状ありませんか？

アレルギー
どんなシャンプーを
　使っても痒がる

皮膚が赤くなる

カサカサ
  乾燥

　　シャンプー後
絶えず体を舐めている

止まらないフケ

すぐに脂ぽくなる
　気になる臭い

こんな症状ありませんか？

　　　  それ！
シャンプーのせいかも！

Shampoo & Conditioner (Rins)
毛肌を守る：シャンメシャン自然のシャンプー、自然のリンスは
肌の弱いワンちゃんでも安心して使える天然成分100％シリーズ

自然のシャンプー

自然のリンス

天然成分100％だから安心できるんです。

アレルギー（かゆがる） 皮膚（赤くなる）シャンプー後（絶えず舐めている）止まらない（フケ） カサカサ（乾燥）気になる（臭い）

このほとんどの原因はシャンプーに含まれる合成界面活性剤によるものです。
自然のシャンプー、自然のリンスを継続してお使いいただくことで、これらの症状は徐々に改善していきます。
また人の手にも優しく肌の弱い方でも安心してお使いになれます。

自然のシャンプー

［成分］
ひまわり油、天然ビタミンE、天然ハーブエキス、
その他天然植物成分

内容量　　　　　　250ml    2050ml    10L    　 20L
上代価格（税抜）　   ¥2,500　 ¥7,500  オープン　オープン

自然のリンス

［成分］
天然ホホバ油、天然ハーブエキス（ローズマリー、ラベンダー、ユーカリ、セージ、カモミール、タイム）、
その他天然植物成分

内容量　　　　　　250ml    2050ml    10L    　 20L
上代価格（税抜）　   ¥2,500　 ¥7,500  オープン　オープン

自然のシャンプー、自然のリンスを使っているトリミングショップ

[トリマーさんの声]

※ 泡立ち、泡ぎれも驚くほどよく、合成の香料とは違い強過ぎず、ほのかないい香りです。
※ 香りがとてもよく、洗い上がりが大変良い。MIX犬や中型犬、大型犬でもドライニング
　の時間が短くてすみます。
※ 以前使っていたシャンプーで手荒れがひどかったですが、シャンメシャンに切り替えて
　からは手が荒れなくなりました。
※ 数種類のシャンプー、コンディショナーを使っていますが、お客様はかなりの確率で
　シャンメシャンを選択される方が多いです。
※ お客様からいい香りが持続すると大変喜ばれています。
※ フケ症の子も何度か洗っているうちにほとんど出なくなり、毛並みも以前に比べコシが
　あり健康的になりました。
※ 一度シャンメシャンで洗ってあげると、次回来られた際にほとんどの方が、前回と同じ
　シャンプーで洗ってねと言われます。

「家族にはいつまでも元気でいてほしい！」

自然のシャンプー、リンス使用動画

自然のシャンプー＆リンス　トライアル30mlセット
上代価格（税抜）　   ¥1,000



毛肌を守る：シャンメシャン 自然のシャンプーシリーズ

ハードウォッシュ シャンプー

ハードウォッシュ シャンプーの特長
自然のシャンプーの主原料ひまわり油に対し、ハードウォッシュ シャンプーの主原料はヤシ油を使用して
おります。洗浄力はヤシ油の方が高く、汚れのひどいワンちゃんなどの使用に適しています。自然のリンスと
合わせてお使いください。

耳の頑固な汚れ　　ハードウォッシュシャンプーを使用

ハードウォッシュ シャンプー

［成分］
ヤシ油、その他天然成分

内容量　　　　　　   2L          4L
上代価格（税抜）　   ¥6,800　 ¥12,800

使用前 使用後

耳の頑固な汚れ　　ハードウォッシュシャンプーを使用

2L 4L

ハードウォッシュ シャンプーよくあるご質問

Q ハードウォッシュ シャンプーって刺激が強そうなんですが？
A 自然のシャンプー（ひまわり油）よりガンコ汚れには強いですが、刺激に関してはそれほど変わりません。　自然のシャ
　ンプー同様に泡立ち、泡切れも良く、皮脂膜を必要以上に落としませんので安心してお使いいただけます。

Q ハードウォッシュシャンプーを使った後に、自然のシャンプーをもう一度した方がいいのでしょうか？
A ほとんどの場合ハードウォッシュ シャンプーの一度洗いだけでも大丈夫ですが、気になる場合などは二回目は自然
　のシャンプーで洗ってあげて下さい。リンスは自然のリンスをお使い下さい。

毛肌に保湿、潤いを与える
Natural Skin Care Cream
ナチュラルスキンケアクリーム クリームのいやなベタつき一切なし！　すーっとなじんでしっとりサラサラ

Natural Skin Care Cream（ナチュラルスキンケアクリーム）

［成分］
水、グリセリン、プロパンジオール、ホホバ種子油、スクワラン、ステアリン酸、パルミチン酸、
カリ石ケン素地、ハイブリッドヒマワリ油、アロエエキス、べヘニルアルコール、トコフェロール、
ヒノキチオール、エタノール

内容量　　　　　　  10g          50g          200g
上代価格（税抜）　   ¥700　 　¥2,800   　¥9,800

肉球がぷるぷるはもちろん、全身（鼻・耳・お腹・
肛門まわり・被毛）にもお使いいただけます。

カサカサの鼻に！ 肉球ケアに！ お腹にも保湿ケア！

ホホバ油   ： 被毛や皮膚の乾燥を防ぎ、潤いを与える作用があります。
　　　　　 皮膚の第三層まで浸透するといわれています。

スクワラン :  肌の表面で皮脂膜となり紫外線から乾燥、雑菌から守る働きがあります。

使用前 使用後2週間

⇨

耳を守る：菌の力でバランスを整える
Natural Bio Ear Cleaner
ナチュラルバイオイヤークリーナー 有用微生物を最大限活用した拭き取らなくてOKなイヤークリーナーです。 耳掃除をもっと素早く清潔に！

耳の中には様 な々微生物、有害菌がいます。
注入後そのままにしておくだけで、痒がったり、嫌な臭いがBio(有用微生物）とティーツリ
ーの力で耳を健康に保つ耳の強い味方！

有用微生物菌が通常の二倍の大きさで、しかも、有害菌の１万倍の繁殖力を生かし、有
害菌の生きていく環境を一気に奪います。その為有害菌は餓死し、有用微生物菌はその
死骸まで食べてくれるのです。食べる物が無くなった有用微生物菌は自然にいなくなり
ます。

Hard Wash Shampoo

Care Cream

Ear Cleaner

汚れのひどいわんちゃんや汚れのひどい箇所に最適です。

耳あか ・ かゆみ ・ 臭いを抑えます。
Natural Bio Ear Cleaner (ナチュラルバイオイヤークリーナー）

[成分]
有用微生物、ユッカエキス、ティーツリーオイル、エチルアルコール

内容量　　　20ml　　100ml　　200ml
上代価格　　¥700   　¥1,800 　 ¥3,200

※ 残量などの条件によって異なりますが、開封後は６ヶ月を目処にお 
　使いください。

20ml
100ml

200ml

バイオイヤークリーナーの使い方

お客様の喜びの声！
ワンちゃんが耳を痒がって、困っていた飼い主さんに購入して頂きました。
「痒い仕草も次第におさまり、今では普通に落ち着いて安心して寝ることがで
きるみたいです。私も気にせず一緒に寝ることができます。」

使用前 使用後

⇨

先に汚れを取り除きます 耳の中に２、３滴入れます

バイオイヤークリーナー使用動画

バイオイヤークリーナーの使用方法

耳の中にそのまま容器を差し込み、軽く容器を握ることで２～４滴
注入出来ます。そして軽くワンちゃんの耳の付け根をマッサージして
あげてください。そうすることで耳の中全体に液がいきわたります。そ
のあとおそらくワンちゃんは頭を振りますので、出てきた液体のみ拭
いてあげてください。耳の中の液体は拭き取らないでください。

※ 耳の中の汚れがひどい場合は、先に汚れをある程度拭き取って
からバイオイヤークリーナを注入する方が効果的です。

拭き取らなくてOK!

もう痒く
ないか

らぐっす
り眠れ

る！ 私の耳が臭わなくなったわ！

標準菌の繁殖力は５時間で10万個ぐらいですが、有用微生物菌
は同じ５時間で10億個に繁殖し、有害菌が繁殖できない環境に
します。

通常菌 有用微生物菌

通常の２倍の大きさ

ペットランドミクニ京都精華店様

10g
50g

200g

有用微生物菌

僕たち有用微生物菌が耳の中で仲
間を増やして悪い菌のご飯を食べち
ゃうよ！
だから悪い菌は増えることができな
くて、耳の中がキレイになるんだ！

耳ケアの新習慣
耳の中にバイオイヤークリーナーを
２.３滴入れて耳の付け根をマッサ
ージするだけ♪

Hard Wash Shampoo

大阪市 SALON-DE-AFRO様 ペットサロンMakkam様



次亜塩素酸や二酸化塩素を使用しない脱臭剤：安全な消臭＋除菌剤です。　ワンちゃんネコちゃんが誤飲しても大丈夫！
不快な悪臭を一発消臭！　臭い戻り一切なし！！

スーパー脱臭　Super Deodorizer

私たちが毎日飲んでいる水道水、その水道水の浄化剤と
して使われる硫酸アルミニウムを応用した全く新しい消臭
＋除菌剤です。

表でもわかるように、既に空気中に舞ってしまっている臭いを消す
のは難しいですが、検体（アンモニアを塗布された物）に関して10
分後には9ppmまで低下し、1時間後には1ppmまでになっていま
す。さらに3時間後には1ppm以下になっています。9ppmでも臭い
をあまり感じませんが、1ppm以下ではもうアンモニアの臭いを感
じる事は全くありません。これが「スーパー脱臭」なんです！

スプレーした瞬間からアンモニア臭が消えるんです。
　　　　これが「スーパー脱臭」なんです！

スーパー脱臭散布によるアンモニアの試験結果

初期ガス濃度 ： 約100ppm　　　  検体  : アンモニアを染み込ませた物
＜1 : 定量下限（1ppm)未満　　　空試験 : 空気中の濃度
※単位：ppmとは100万分の１の単位、百分分率とも呼ばれ、例えば9ppmは「100
万分の9」で0.0009を示します。

試験区分

 検体
空試験

散布後経過時間
10min 30min 1h 3h

9
100

2
97

1
91

＜１
80

散布前
0min

100
100

スーパー脱臭（Super Deodorizer）

［成分］
消臭剤（硫酸アルミニウム水道用）、硫酸亜鉛、硫酸ナトリウム

内容量　　　　　300ml本体    300ml付け替え       ２L　　     ２０L
上代価格（税抜）　   ¥1,800　 　    ¥1,600   　    ¥9,000      オープン

［用途］
ペット、小動物、ペットハウス、排泄物、たたみ、じゅうたん等、臭いが気になる所に
お使い下さい。

※黒い生地などに吹きかけた場合、乾燥すると白い結晶が残る場合があります。
その際は濡れタオルなどで拭き取って下さい。

大阪市　SALON-DE-AFRO様

スタッフの声
「トリミング室の床や犬舎のオシッコ臭が、すぐに消えて大変助
かってます。」

東京都台東区　保護猫カフェ　浅草ねこ園様

オーナーの声
「土日はお客様の来店も多く、特にオシッコ臭には気を使います。
今まで色 と々使ってきましたが、このスーパー脱臭の効き目が１
番です。臭い戻りも一切なく、悩みが一つ消えて助かっています。
成分も安心安全でいいですね。これからも活躍してもらいます。」

ケア用品JANコード一覧

自然のシャンプー 250ml
希望小売価格　¥2,500

※表示価格は全て税抜き価格です

自然のリンス 250ml
希望小売価格　¥2,500

自然のシャンプー 2050ml
希望小売価格　¥7,500

自然のリンス 2050ml
希望小売価格　¥7,500

ハードウォッシュシャンプー 2L
希望小売価格　¥6,800

ハードウォッシュシャンプー 4L
希望小売価格　¥12,800

Natural Skin Care Cream 10g
希望小売価格　¥700

Natural Skin Care Cream 50g
希望小売価格　¥2,800

Natural Skin Care Cream 200g
希望小売価格　¥9,800

Natural Bio Ear Cleaner 20ml
希望小売価格　¥700

Natural Bio Ear Cleaner 100ml
希望小売価格　¥1,800

Natural Bio Ear Cleaner 200ml
希望小売価格　¥3,200

スーパー脱臭スプレー 300ml
希望小売価格　¥1,800

スーパー脱臭付け替え 300ml
希望小売価格　¥1,600

スーパー脱臭詰め替え 2L
希望小売価格　¥9,000

自然のシャンプー&リンス
トライアル 30mlセット
希望小売価格　¥1,000

300ml本体 300ml付け替え ２L


