ＰＡＰＡＹＡ ＳＯＡＰのこだわり製法

①コールド・プロセス製法
天然由来の油脂に水酸化ナトリウムを加えて撹拌すると石
鹸素地ができあがります。
この時、火を使わずに、反応熱だ
けで作ります。
この方法をコールドプロセス製法といい、パ

青パパイヤに含まれる栄養素を
日本伝統の発酵技術でより、
味わいも豊かに。
バイオ・ノーマライザーで健康維持を。

パイヤに含まれる食物酵素や熱に弱い成分にも影響がな

青パパイヤ発酵食品

く、保湿剤であるグリセリンが自然と生まれます。完成までに
長い時間が掛かりますが、不要なものを一切含まず、人に

iTQi 優秀味覚賞

2014 年 Superior Taste Award 受賞

2015 モンドセレクション
4 年連続金賞受賞

¥ 6 , 8 0 4（ 税込）

◎メーカー希望小売価格：1 箱（3g×30 包）

内容量：90g (3g ×30 包 )

保存料・合成甘味料・着色料、遺伝子組み換え原料は一切使用していません

大切な家族の一員をお忘れなく。
コールド・プロセス製法の特長

愛用者のご要望に応え、ペット用に開発されたのが本製品です。
愛する家族に“贈り物”としてお役立てください。

1）パパイヤの食物酵素を保つ
2）オリーブオイルの美容成分を保つ
3）脂が変質・酸化しない
4）天然の保湿成分グリセリンが多い
5）優しい使い心地になる

BNペット
◎メーカー希望小売価格：1 瓶 55g

¥ 3 , 2 4 0（税込）

ボトルタイプ

◎メーカー希望小売価格：3g×30包

¥ 6,4 8 0（税込）

分包タイプ

原材料名：カリカパパイヤ デキストロース 食用酵母
保存料・合成甘味料・着色料、遺伝子組み換え原料は一切使用していません

②枠練り製法
出来上がった石鹸を鋳型等に流し込んで時間をかけて冷

取扱店

やし固め、それから９０日ほどかけて乾燥と熟成を行いま
す。
これを枠練（わくねり）
と呼び、職人の熟練の技によって

汚れを落とすパパイン酵素配合︑

原材料名：カリカパパイヤ デキストロース 食用酵母

天然成分たっぷりのお肌に優しい石鹸です︒

も自然環境にも優しい石鹸と言えます。

〜素肌にやさしい石鹸〜

口の中でサッと溶けて
甘くおいしい
青パパイヤ発酵食品。

出来上がったものを一つ一つ手作業で確認しながら仕上
げます。

枠練り製法の特長
1）天然のグリセリンを残す
2）泡持ちが良い
3）自然乾燥しながら熟成させて個性豊かに
4）天然成分たっぷりの石鹸が作れる

みんな

バイオ

※類似品にご注意ください。

洗い上がりのさっぱり感、
保湿効果の 2 つの理由。

1

食物酵素で汚れを落としてお肌すっきり
お肌の汚れと一口に言っても、タンパク質、脂肪、糖分な
どさまざま。青パパイヤの食物酵素は、そうした汚れを

自然のちからでさっぱりと洗い流します。古い角質 ( 死んだ細胞 )
を取り除き、テカリ肌やしつこい毛穴汚れをスッキリ解消するこ
とで、健康的なピンク色の輝きを取り戻しましょう。

2

〜素肌にやさしい石鹸〜

オリーブオイルで潤い補給
オリーブ油にはオレイン酸が多く（73％）、次にパル
ミチン酸、リノール酸が含まれています。実はこれ

ら成分の割合が、人の母乳や脂肪酸とほぼ同じだそうです。
「オリーブオイルは人の肌に近い」といわれる理由もそのため
で、肌にやさしく馴染むオイルとして古代ギリシャ時代から

食物酵素で汚れを取り除き、
オリーブオイルの保湿性を備えた、
天然成分だけのお肌にやさしい石鹸。
<ＰＡＰＡＹＡＳＯＡＰ> は、青パパイヤの食物酵素を失わぬよう
火を使わないコールド・プロセス製法にこだわりました。
そして、
枠練りと呼ばれる方法で、長時間かけてゆっくり乾燥と熟成を
行っています。
これら２つの製造方法によって、<ＰＡＰＡＹＡＳＯ
ＡＰ> の石鹸分子は大きな結晶となり、泡もちの良い、優しい石
鹸になりました。
もちろん、合成香料、合成着色料、防腐剤は一切
使用しておりません。生後すぐのあかちゃんからお年寄りまで、幅
広くご使用いただけます。
◎メーカー希望小売価格：1 箱 100g

使われています。洗い上がりのお肌への保湿に最適です。

汚れを取り除き、保湿する。
ただそれだけに、こだわりました。
紫外線によってお肌の奥にメラノサイトが生
まれます。メラノサイトからはチロシナーゼ活
性酵素を生成します。それが、メラノサイト内
のチロシンと結合して
シミやお肌のくすみの

メラニン細胞

原因となるメラニン色

チロシン

素となって表 皮に現

メラノサイト

パパイヤ果実エキス
陽差し
＜紫外線＞

紫外線

れます。メラノサイト

¥ 1 , 9 4 4（税込）

成分：オリーブ油 水 パーム核油 水酸化Ｎａ パーム油 コメヌカ油
ブドウ種子油 パパイヤ 酵母培養液 グルコース パパイン
※お肌に合わない時、お肌に異常がある場合は使用をお止め下さい。
※自然乾燥仕上げ、品質安定剤など無添加の手造り石けんの為、色や形が異なりますが使用上問題ございません。
※香料、着色料、保存料、防腐剤、
凝固剤、
合成界面活性剤は使用しておりません。

を活 発にさせないよ
う健 康的な生活を心
がけましょう。
※石鹸でメラノサイトは除去できませんので、
先ずは日焼け防止に心がけてくださいね。

パパイヤに含まれる食物酵素たっ
ぷりのパパイヤ果汁エキスでお肌
をさっぱりと洗い上げます。

新陳代謝

オリーブオイル

細かい泡で
汚れを除去

天然保湿成分が皮膚からの
水分の蒸発を防ぎ、肌本来
のうるおいを保ちます。

毛穴
細かい質感の泡がよごれと古い
皮膚を毛穴から取り除きます。
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