SoaLa 商品カタログ

CEOL 株式会社

ご挨拶
はじめまして、布ナプキン＆エコストア SoaLa（ソアラ）です。
当店は 2014 年、お肌にやさしい・地球にやさしい、「快適で簡単なオーガニックライフ」の提案をコンセプトに、手作り石け
んと布ナプキンの製造販売から始まりました。
憂うつに感じる生理（月経）が、待ち遠しく
待ち遠しくなるような、
全ての女性に簡単で快適な月経期間を過ごしていただくために、憂うつ
憂うつ
待ち遠しくなるような、
かわいい布ナプキンをご提供いたしております。
かわいい布ナプキン
柄の生地とスナップボタン以外は、内部や縫い糸も含め全て認証済みのオーガニックコットンを使用しており、素材にもこ
だわっております。
柄の生地は花柄を中心に、お客様がその日の気分で決められるように、その日のお洋服や下着のカラーに合わせて選
その日の気分で決められるように、その日のお洋服や下着のカラーに合わせて選
べるように、
、カラフルでかわいい生地を使用しています。常時
50 種類以上の柄をご用意しております。
べるように
カラフルでかわいい
また現在は、布ナプキンの他にプラスチックゴミ削減・使い捨ての削減にも取り組んでおり、エコラップや
エコラップやネルフィルター
エコラップやネルフィルター
などの繰り返し使える
繰り返し使えるエコ商品
などの
繰り返し使えるエコ商品もお取り扱いしております。
エコ商品
皆様が楽しく快適に過ごせるお手伝いができたら幸いです。
布ナプキン＆エコストア SoaLa

（CEOL 株式会社）

【取扱ブランド】

SoaLa

ちびすけ

smile

sumire beauty

CEOL

＊弊社では、女性の自立支援を目的としたビジネス講座を開催し、独自のブランドを作るサポートをしております。
それぞれにコンセプトや特徴がございますが、布
布ナプキンに
ナプキンに関しましては全ブランド同一形状にて展開しております。
関しましては全ブランド同一形状にて展開しております。

【布ナプキン】
サンプル写真
商品名（形状など）
（写真は見本・
（写真は見本・イメージです）
見本・イメージです）
一体型布ナプキン

本体

税込

価格

価格

1,500 円

1,650 円

JAN コード
4573316150234

【用途】 普通サイズ・昼用（
（防水布なし）
【サイズ】 縦約 22cm・横約 16cm(羽部分)
長さ（縦）は、市販の使い捨てナプキンの「多い日の昼用」と同じぐらいとなります。

【構造】 内部 4 層、全 6 層構造

【吸収量】 約 20ml
全体での吸収量のため、一部分に集中した場合は

花柄、レトロ柄、シンプルなタイプなど

20ml 以下となります。

常時 50 種類以上をご用意しております。
単品（1 枚）でそのままお使いいただけます。
使い捨ての羽根つきナプキンと同様の形状・使用方法のため、初心者の方にも
おすすめです。
《もれが不安な時》
もれが不安な時》
ショーツを布ナプキンの間に、使い捨てナプキンや防水シートを敷いたり、布パ
布パ
ッドを重ねたり（または挟んだり）してください。
ッド

一体型布ナプキン・
一体型布ナプキン・ホルダー付き

4573316150319

1,600 円

1,760 円

上記の一体型布ナプキンにホルダーが付いたタイプ
内部にフランネル生地の吸収体入り
【サイズ】 縦約 22cm・横約 16cm(羽部分)
【用途】普通サイズ・昼用（防水布なし）
（防水布なし）

【構造】 内部 4 層、全 6 層構造

【吸収量】 約 20ml（パットを重ねた場合約 35ml）
全体での吸収量のため一部分に集中した場合はそれ以下となります。

写真は柄の生地にホルダー部分のレースがきていますが、実際の商品及び使
用する際は肌面（オーガニックコットン側）にレースがきます。
ハンカチタイプまたは布パッド
布パッドをレース部分に挟んで使用いただくと、厚みが増
ハンカチタイプ
布パッド
します。 単品でもお使いただけますのでその際はレースを写真のように柄の
生地側にしてお使いください。
ハンカチタイプ M (普通の日用)
普通の日用)

4573316150241

1,200 円

1,320 円

【サイズ】 縦約 20cm・横約 18cm
【用途】普通サイズ・昼用（防水布なし） ／三つ折り仕様

吸収体が１層なので、三つ折りにすると吸収体が 3 層、全 6 層になります。
三つ折りにして使用します。

そのままショーツの上に置くことも可能ですが、ずれたり落ちたりする可能性も
使用例

あるので、ホルダーと一緒に
ホルダーと一緒にお使いいただいた方が安心です。
ホルダーと一緒に

ハンカチタイプ L (多い日用)
多い日用)

4573316150210

1,300 円

1,430 円

【サイズ】 縦約 25cm・横約 18cm
【用途】多い日用・夜用（防水布なし）
三つ折り仕様
畳まない状態で 5 層、三つ折りにすると全 15 層になります。

そのままショーツの上に置くことも可能ですが、ずれたり落ちたりする可能性も
多い日用

あるので、ホルダーと一緒に
ホルダーと一緒にお使いいただいた方が安心です。防水布入りホル
ホルダーと一緒に
ダーL や夜用布ナプキンにもおすすめです。
防水布入りホルダーM
防水布入りホルダーM

4573316150289

1,600 円

1,760 円

1,800 円

1,980 円

上記一体型布ナプキンと同じサイズ・形状
【サイズ】 縦約 22cm・横約 16cm(羽部分)
内部に防水布が 1 枚だけ入っています。（吸収体
（吸収体なし
（吸収体なし）
なし）

写真は柄の生地にホルダー部分の
レースが来ていますが、実際の
商品及び使用する際は肌面
（オーガニックコットン側）にレースがきます。
ハンカチタイプまたは布パッド
ハンカチタイプ
布パッドをレース部分に
布パッド
挟んで使用してください。

防水布入りホルダーL
防水布入りホルダーL

4573316150296

【サイズ】 縦約 29cm・横約 17.5cm(羽部分) L サイズ（多い日・夜用）
内部に防水布が 1 枚だけ入っています。（吸収体
（吸収体なし
（吸収体なし）
なし）

写真は柄の生地にホルダー部分のレースが来ていますが、実際の商品及び使
用する際は肌面（オーガニックコットン側）にレースがきます。
ハンカチタイプまたは布パッド
布パッドをレース部分に挟んで使用してください。
ハンカチタイプ
布パッド
夜用布ナプキン

4573316150302

2,200 円

2,420 円

【サイズ】 縦約 29cm・横約 17.5cm(羽部分) ／多い日・夜用
ホルダー付き、フランネル生地の吸収体 3 層入り（防水布
（防水布なし
（防水布なし）
なし）／全 5 層
吸収体入りのため単品でも使用可能です。
ハンカチタイプまたは布パッド
ハンカチタイプ
布パッドを重ねると更に厚みが増します。
布パッド
写真は柄の生地にホルダー部分のレースが来ていますが、実際の商品及び使
用する際は肌面（オーガニックコットン側）にレースがきます。

夜用布ナプキン・超ロング
夜用布ナプキン・超ロング

4573316150357

2,500 円

2,750 円

【サイズ】 縦約 36cm・横約 19.5cm(羽部分) ／多い日・夜用
ホルダー付き、フランネル生地の吸収体 3 層入り（防水布
（防水布なし
（防水布なし）
なし）／全 5 層

吸収体入りのため単品でも使用可能です。
ハンカチタイプまたは布パッド
布パッドを重ねると
ハンカチタイプ
布パッド
更に厚みが増します。

布パッドＭ

4573316150272

800 円

880 円

【サイズ】 縦約 21.5cm
フランネル生地の吸収体 3 層、全 5 層
単品でもお使いいただけます。
ホルダーや一体型布ナプキンに重ねると厚みが増します。
布パッド・ロング

4573316150364

900 円

990 円

【サイズ】縦約 28cm
フランネル生地の吸収体 3 層、全 5 層
防水布入りホルダーL や夜用にピッタリのサイズです。
単品でもお使いいただけます。
ホルダーや一体型布ナプキンに重ねると厚みが増します。
布パッド・
布パッド・ホルダー付き

4573316150548

【サイズ】 縦約 21.5cm
フランネル生地の吸収体 3 層、全 5 層

単品でもお使いいただけます。
一体型布ナプキンや使い捨てナプキン
の上に重ねて厚みを出すことができます。

900 円

990 円

布ライナーＳ

4573316150258

750 円

825 円

【サイズ】 縦約 15cm・横約 15cm ／ 吸収体 1 層、全 3 層
（市販の使い捨ておりものシートと同じぐらいの長さです。）
【用途】おりもの用・普段の日用
布ライナーＭ

4573316150265

850 円

935 円

500 円

550 円

【サイズ】 縦約 20cm・横約 15.5cm ／
吸収体 1 層、全 3 層
【用途】おりもの用・普段の日用

S サイズよりも 5cm 縦に長いので、
お尻のほうまであたたかく感じられます。
厚みは S サイズと同じになります。
Ｔバック用布ライナー

4573316150340

（リボンタイプ）
【サイズ】 縦約 15cm／吸収体 1 層、全 3 層
【用途】おりもの用・普段の日用／T バックショーツ専用の布ライナー
Ｔバック用布ライナー

4573316150340

500 円

550 円

（羽根つきタイプ）
【サイズ】 縦約 15cm／吸収体 1 層、全 3 層
【用途】おりもの用・普段の日用／T バックショーツ専用の布ライナー
リボンタイプに比べて装着時の安定感があり、ずれにくいです。（当社比）

【キッチン用品】
オーガニックコットン

4573316150562

600 円

660 円

コーヒーネルフィルター
【サイズ】・台形型 最大縦約 9.5cm / 上横約 15.5cm、下横約 7cm
・円すい型 最大縦約 13.5cm / 横約 15.5cm
【素材】オーガニックコットン 100%（糸も含む） 【カラー】きなり
●お自宅にあるペーパーフィルター用のドリッパーに設置できるタイプです。（正式な
ネルドリップ用のフィルターではありません。）
カリタ式の三つ穴構造のドリッパーには、台形型で対応可能です。

台形型／円すい型の
台形型／円すい型の 2 種類

●２～４杯分のドリッパーに最適です。
布製のため使い捨てではなく、繰り返し使えます。

オーガニックコットン

4573316150555

500 円

550 円

お茶パック
【サイズ】縦約 7cm / 横約 10cm
(一般的な市販のお茶パックと同じぐらいの大きさです。)
【素材】オーガニックコットン、オーガニックコットン糸
布製のため、使い捨てではなく繰り返し使えます。
水出しにもホットにも使用可能です。
水出し時にも茶葉がもれにくい構造になっていますが、細かい茶葉などは出る場合
もございます。

オーガニックコットン

4573316150654

600 円

660
660 円

1,000 円

1,100 円

出汁パック
出汁パック
【サイズ】縦約 11cm / 横約 12.5cm
【素材】オーガニックコットン、
オーガニックコットン糸
布製のため、使い捨てではなく繰り返し使えます。
ハーブなどを入れて入浴剤入れとしても
ご使用いただけます。

オーガニックコットン

4573316150685

食パン用
パン用巾着
【サイズ】縦約 22cm / 横約 30cm（マチ約 12.5cm）
【素材】オーガニックコットン 100%、オーガニックコットン糸
食パン 1 斤～小さめの 2、バラの菓子パン、バラ野菜などが入れられます。

オーガニックコットン

4573316150692

900 円

990 円

バケット用巾着
【サイズ】縦約 54cm / 横約 14cm（マチ付き）
【素材】オーガニックコットン 100%、オーガニックコットン糸
長めに仕上げているため、様々な長さのバゲットやネギなどが入れられます。

カップスリーブ

4573316150807

600 円

660
660 円

（オーガニックコットン使用
オーガニックコットン使用）
使用）

【サイズ】縦約 5.5cm ／横約 26cm（開いた状態）
【素材】柄の生地：コットン、内側：オーガニックコットンフランネル
オーガニックコットン糸、マジックテープ®
ホットにも、コールドにもご使用いただけます。コールドの場合、水滴を吸い取ってく
れます。マジックテープタイプのため、様々な大きさのカップに対応。

【エコラップ（みつろうラップ）】
プラスチック製の食品用ラップの代わりに、何度も繰り返し使える布製ラップです。
みつろうとヴァージンココナッツオイルの優れた抗菌性により、天然の保存性を備え、食品の美味しさを長持ちさせます。

エコラップ S

4573316150517

800 円

880 円

【サイズ】 20cm×20cm コットン 100%
小さめのボウルのカバーとして、または野菜の保存用として
大根 1/4 やニンジン 1 本、リンゴ半分を包むことができるサイズ

エコラップ M

4573316150524

1,200 円

1,320 円

【サイズ】 30cm×30cm コットン 100%
ボウルや少し大きめのお皿のカバー、または野菜の保存用として
カット済み大根(1/3 程度)やニンジンなどを包むことができるサイズ

エコラップ L

4573316150531

2,000 円

2,200 円

【サイズ】 50cm×50cm コットン 100%
白菜、レタス、シフォンケーキ 1 台などは丸ごと包めます。
＊上に示す野菜は種類や品種によっても大きさが異なりますので、あくまで
も目安としてください。

【布ナプキンの
布ナプキンの原材料】
肌面

オーガニックコットン 100%

ショーツ側

コットン 100%

内部（吸収体）

オーガニックコットンフランネル

縫い糸

オーガニックコットン糸

スナップボタン

プラスチック製

ホルダー部分

オーガニックコットンレース

テープ（ひも）

オーガニックコットン 100%

防水布（一部商品のみ）

ポリエステル・ポリウレタン

①原料の原産地（原産国）：
原料の原産地（原産国）：全て日本国内で製造（日本製）
②合成香料
合成香料・
香料・添加剤などの化学物質
添加剤などの化学物質：
などの化学物質：一切使用していません。
③製造工程：
製造工程：原材料を購入し、製造加工しています。 1 枚 1 枚手作業にて製造しています。
④原材料のオーガニック認定
原材料のオーガニック認定
●オーガニックコットン（フェアトレード）
購入先メーカーは、インド、タンザニア、ペルー、ブラジル、スイスなどの国々から、オーガニックコットン 100%の糸と原綿
を輸入し、日本国内で原反を製造いたしております。
＜認証機関＞特定非営利活動法人 日本オーガニックコットン協会 または
＜認証機関＞ＮＯＣ（日本オーガニックコットン流通機構）
●オーガニックコットン糸（フェアトレード）
＜認証機関＞ＮＯＣ（日本オーガニックコットン流通機構）

【特徴】
当店の布ナプキンは、一部の製品を除き、ほとんどの形状に防水布を入れずに１枚の厚みを薄手に製造しております。
これは生乾きによる雑菌の繁殖を防ぐためです。
漏れが不安な時ように重ね付けできるように様々な形状をご用意しております。

お問い合わせ・ご注文先

布ナプキン＆エコストア SoaLa（運営：ＣＥＯＬ株式会社）
TEL: 070-8563-2520 FAX: 045-761-7703
E-mail: info@soala.net
URL: https://www.soala.net/

