
品番

品番

品番

CWSCWSCWSCWS－－－－400400400400(62回分×4箱)

CWSCWSCWSCWS----300300300300(62回分×3箱)

CWSCWSCWSCWS----500500500500(62回分×5箱)

CWSCWSCWSCWS----600600600600(62回分×6箱)

26262626

27272727

28282828

29292929

3,9603,9603,9603,960（税抜3,600円）

6,6006,6006,6006,600円円円円（税抜6,000円）

5,2805,2805,2805,280円円円円（税抜4,800円）

7,9207,9207,9207,920円円円円（税抜7,200円）

1,3201,3201,3201,320円円円円
（税抜1,200円）

〈〈〈〈プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ〉〉〉〉
スプーンスプーンスプーンスプーン洗剤洗剤洗剤洗剤（（（（806g）

せんたく剤せんたく剤せんたく剤せんたく剤 ウールからコットンまで洗え、
漂白剤漂白剤漂白剤漂白剤・・・・柔軟剤柔軟剤柔軟剤柔軟剤もももも不要不要不要不要な洗濯用洗剤。

(1,280g×4袋)

CWF－200L

(20ｇ×33パック×2袋)

〈〈〈〈プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ〉〉〉〉パックパックパックパック

ニューエレガントニューエレガントニューエレガントニューエレガント
(500ml)

2,310.2,310.2,310.2,310.円円円円
（税抜2100円）

WD-2001

歓喜歓喜歓喜歓喜 せんせんせんせんかんき

(850ｇ)

2,5302,5302,5302,530円円円円
（税抜2,300円）

おしゃれおしゃれおしゃれおしゃれ着着着着、、、、
ドライマークドライマークドライマークドライマーク衣料用衣料用衣料用衣料用

洗洗洗洗たくたくたくたく剤剤剤剤

抜群抜群抜群抜群のののの漂白漂白漂白漂白・・・・除菌除菌除菌除菌
消臭効果消臭効果消臭効果消臭効果！！！！

酸素系漂白剤酸素系漂白剤酸素系漂白剤酸素系漂白剤

衣替えの必需品です
1回分が約50円と経済的。
おうちで簡単クリーニング！

衣類のしみ抜き・台所用品
の除菌・消臭漂白に、洗濯
層の洗浄、カビ取りに。

<<<<プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ>>>>スプーンスプーンスプーンスプーン洗洗洗洗たくたくたくたく剤剤剤剤
徳用徳用徳用徳用サイズサイズサイズサイズ

あらってごらんあらってごらんあらってごらんあらってごらん（（（（スプーンスプーンスプーンスプーン））））
(1,280g×2袋)

<<<<プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ>>>>パックパックパックパック洗洗洗洗たくたくたくたく剤剤剤剤
徳用徳用徳用徳用サイズサイズサイズサイズ

(20g×33パック×6袋)

7,2607,2607,2607,260円円円円（税抜6,600円）

⑪⑪⑪⑪

4,0704,0704,0704,070円円円円（税抜3,700円）
7,3707,3707,3707,370円円円円（税抜6,700円）

パインオイル(松根油)配合なので、
消臭・殺菌効果があります。
気になる加齢臭もスッキリ。

(3kg)ハイソープハイソープハイソープハイソープ

パインオイルパインオイルパインオイルパインオイル配合配合配合配合

4,6204,6204,6204,620円円円円（税抜4,200円）

2,6402,6402,6402,640円円円円
（税抜2,400円）

◆食器やグラスや鍋 ◆キッチン周りの油汚れ ◆鏡や窓ガラス

◆浴室(浴槽･タイル)  ◆シンクの水あか ◆電子レンジの庫内 ◆果物や野菜洗い

野菜野菜野菜野菜食器洗い食器洗い食器洗い食器洗い
お肌にやさしい植物原料と、お肌に近い弱酸性がデリケートな手肌をいたわり、手荒れを
解消します。植物性超微粒子配合で、傷をつけずに茶渋や油膜もスッキリ落とします。

品番
M-198２

2,5302,5302,5302,530円円円円
（税抜2,300円）

(900ｇ)(450ｇ×2個)
ニューキラーニューキラーニューキラーニューキラー固型固型固型固型

・おろしてたての白さをキープ
・バイオ酵素配合
・安全な蛍光剤入り
・白い衣類をさらに白く！

【【【【プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ】】】】 【【【【あらってごらんあらってごらんあらってごらんあらってごらん】】】】
・生成や無蛍光肌着に最適。
・バイオ酵素配合。
・無添加・無香料
・蛍光剤は入っていません。

【【【【ハイソープハイソープハイソープハイソープ】】】】
・消臭、殺菌効果を発揮
・ﾊﾟｲﾝｵｲﾙ（松根油）配合
・加齢臭など気になる

臭いもスッキリ！！

〈〈〈〈プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ〉〉〉〉せんたくせんたくせんたくせんたく剤剤剤剤 徳用徳用徳用徳用サイズサイズサイズサイズ

1.1.1.1.余分余分余分余分なななな箱箱箱箱をををを省省省省いてゴミをいてゴミをいてゴミをいてゴミを減減減減らしますらしますらしますらします。。。。
2.2.2.2.コンパクトでコンパクトでコンパクトでコンパクトで、、、、保管保管保管保管スペースもとりませんスペースもとりませんスペースもとりませんスペースもとりません。。。。
3.3.3.3.内容量内容量内容量内容量がががが同同同同じでじでじでじで価格価格価格価格がおがおがおがお得得得得。。。。

⑨⑨⑨⑨

⑱⑱⑱⑱
⑲⑲⑲⑲

㉑㉑㉑㉑

2,6402,6402,6402,640円円円円（税抜2.200円）

～人気ニューキラーのパウダータイプです～
☆使いやすいパウチ袋に変えて新登場です★
・溶かしたり又は ふりかけてご利用下さい。
・片減りした固型ﾆｭｰｷﾗｰに補充すると便利です

ニューキラーパウダーニューキラーパウダーニューキラーパウダーニューキラーパウダー(900g)45454545

2,4202,4202,4202,420円円円円（税抜2,200円）

魔法のニューキラーパウダー新登場！魔法のニューキラーパウダー新登場！魔法のニューキラーパウダー新登場！魔法のニューキラーパウダー新登場！魔法のニューキラーパウダー新登場！魔法のニューキラーパウダー新登場！魔法のニューキラーパウダー新登場！魔法のニューキラーパウダー新登場！

品番 CWS-100

品番

品番
品番

S-360

WS-570
WS-320

あらってごらんあらってごらんあらってごらんあらってごらん（（（（スプーンスプーンスプーンスプーン））））

品番CWP-560

⑫⑫⑫⑫

パックパックパックパック
タイプタイプタイプタイプ

スプーンスプーンスプーンスプーン
タイプタイプタイプタイプ

スプーンスプーンスプーンスプーン
タイプタイプタイプタイプ

品番 CWS-560

⑭⑭⑭⑭

⑮⑮⑮⑮

⑰⑰⑰⑰

⑯⑯⑯⑯

品番 RK－198

品番 O-198２

2,4752,4752,4752,475円円円円
（税抜2,250円）

ニューキラーニューキラーニューキラーニューキラー固型固型固型固型㉒㉒㉒㉒

品番 N-198

パックパックパックパック
タイプタイプタイプタイプ

((((スプーンスプーンスプーンスプーン806g806g806g806g××××4444袋袋袋袋))))

4,9504,9504,9504,950円円円円（（（（税抜税抜税抜税抜4,5004,5004,5004,500円円円円））））

品番

⑬⑬⑬⑬

CWS-350

((((スプーンスプーンスプーンスプーン806g806g806g806g××××6666袋袋袋袋))))

7,2607,2607,2607,260円円円円（税抜6,600円）

品番 M-148

1,6281,6281,6281,628円円円円
（税抜1,480円）

(450ｇ)ニューキラーニューキラーニューキラーニューキラー㉔㉔㉔㉔

容器容器容器容器のののの色色色色がホワイトにがホワイトにがホワイトにがホワイトに変変変変わりましたわりましたわりましたわりました
。。。。

品番 CWF－200L

⑨⑨⑨⑨
(20ｇ×33パック×2袋)
〈〈〈〈プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ〉〉〉〉パックパックパックパック



品番

品番

品番 SC-250

①①①①送料送料送料送料((((全国全国全国全国))))
・・・・おおおお買上買上買上買上げげげげ金額金額金額金額 5,5005,5005,5005,500円以上円以上円以上円以上⇒⇒⇒⇒ 送料無料送料無料送料無料送料無料
・・・・おおおお買上買上買上買上げげげげ金額金額金額金額 5,5005,5005,5005,500円未満円未満円未満円未満⇒⇒⇒⇒ 全国全国全国全国660660660660円円円円

②②②②おおおお電話電話電話電話でのごでのごでのごでのご注文注文注文注文はははは代引代引代引代引((((現金現金現金現金・カード・カード・カード・カード)))) ですですですです。。。。
代引手数料代引手数料代引手数料代引手数料はははは無料無料無料無料ですですですです。。。。
((((ハチハチショップがハチハチショップがハチハチショップがハチハチショップが負担負担負担負担しますしますしますします))))

③③③③メールマガジンのごメールマガジンのごメールマガジンのごメールマガジンのご案内案内案内案内
（（（（メールアドレスをごメールアドレスをごメールアドレスをごメールアドレスをご連絡連絡連絡連絡いただいたおいただいたおいただいたおいただいたお客様客様客様客様））））

ホームページからホームページからホームページからホームページから登録登録登録登録してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。
（（（（会員以外会員以外会員以外会員以外のののの方方方方もももも登録登録登録登録できますできますできますできます））））

＊＊＊＊フリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤル廃止廃止廃止廃止しましたしましたしましたしました。。。。
間違間違間違間違いいいい電話電話電話電話がががが多発多発多発多発のののの為為為為にににに廃止廃止廃止廃止いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。
093093093093----603603603603----2001200120012001をごをごをごをご利用利用利用利用くださいくださいくださいください。。。。

のごのごのごのご案内案内案内案内のごのごのごのご案内案内案内案内

093093093093----601601601601----8889888988898889

093093093093----603603603603----2001200120012001

【【【【ごごごご注文注文注文注文はおはおはおはお好好好好きなきなきなきな方法方法方法方法でででで！！！！】】】】

24242424時間受付時間受付時間受付時間受付
受注専用受注専用受注専用受注専用ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル

24242424時間時間時間時間おおおお好好好好きなきなきなきな時間時間時間時間
インターネットでインターネットでインターネットでインターネットで

ホームページホームページホームページホームページ/www.88s.jpwww.88s.jpwww.88s.jpwww.88s.jp

FAXFAXFAXFAX

火火火火----金金金金 9999時時時時30303030分分分分----16161616時時時時 時間外時間外時間外時間外 土土土土・・・・日日日日・・・・月曜月曜月曜月曜・・・・祝日祝日祝日祝日はははは留守録留守録留守録留守録

作りたての製品をお届けします。作りたての製品をお届けします。作りたての製品をお届けします。作りたての製品をお届けします。
ハチハチ化学は安全な原料で安心してお使いいただける、無添加の洗剤、化粧品

を製造しております。

無駄を省いて必要なものを必要なだけ使い、「環境にも人にもやさしい」エコ製

品をハチハチショップより直接お客様へお届けいたします。

ハチハチのハチハチの通販カタログ通販カタログ

【【【【ごごごご注文注文注文注文・お・お・お・お問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは】】】】

88SHOP(88SHOP(88SHOP(88SHOP(ハチハチショップハチハチショップハチハチショップハチハチショップ))))

福岡県北九州市八幡西区大字則松581-5

火火火火～～～～金金金金 9999時時時時３０３０３０３０分分分分～～～～16161616時時時時 土･日･月・祝日・時間外は留守番電話で受付

093093093093----603603603603----2001200120012001

ハチハチハチハチハチハチハチハチ化学化学化学化学 検検検検 索索索索

無添加のスキンケア無添加のスキンケア無添加のスキンケア無添加のスキンケア
〈〈〈〈プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ〉〉〉〉全身全身全身全身シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー

無添加・無香料・無着色・天然原料。弱酸性・アミノ酸の
全身シャンプー。敏感肌の方や赤ちゃんにも安心です。

品番 CS-220

全身全身全身全身シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー (ポンプタイプ500ml)

2,6402,6402,6402,640円円円円（税抜2,400円）

2,4202,4202,4202,420円円円円（税抜2,200円）

全身全身全身全身シャンプシャンプシャンプシャンプ(つけかえ用 500ml)

〈〈〈〈プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ〉〉〉〉ヘアトリートメントヘアトリートメントヘアトリートメントヘアトリートメント
表示指定成分無添加・無香料・
ノンカチオン・ノンシリコン

HT-230

ヘアトリートメントヘアトリートメントヘアトリートメントヘアトリートメント(ポンプタイプ400ml)

2,6402,6402,6402,640円円円円（税抜2,400円）

ヘアトリートメントヘアトリートメントヘアトリートメントヘアトリートメント(つけかえ用 400ml)

2,4202,4202,4202,420円円円円（税抜2,200円）

｢｢｢｢洗う洗う洗う洗う」」」」〈〈〈〈プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ〉〉〉〉全身シャンプー全身シャンプー全身シャンプー全身シャンプー

無添加・無香料・無着色・天然原料

「とじこめる」「とじこめる」「とじこめる」「とじこめる」素肌ケアクリーム素肌ケアクリーム素肌ケアクリーム素肌ケアクリーム

お肌しっとりナチュラル効果。お肌しっとりナチュラル効果。お肌しっとりナチュラル効果。お肌しっとりナチュラル効果。

赤ちゃんから、アトピー・アレルギー・敏感肌
の方にまで安心してお使いいただけます。

全身全身全身全身シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー徳用徳用徳用徳用サイズサイズサイズサイズ(1000ml)

4,4004,4004,4004,400円円円円（税抜4,000円）

品番 CS-220

<<<<プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ〉〉〉〉
全身全身全身全身シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー

(500ml)
2,6402,6402,6402,640円円円円（税抜2,400円）

品番

素肌素肌素肌素肌ケアクリームケアクリームケアクリームケアクリーム

(100g)2,7502,7502,7502,750円円円円
（税抜2,500円）

髪と頭皮に優しい
ノンシリコン・ノンカチオン
アミノ酸系です。

①①①①

①①①①

②②②②

③③③③

④④④④

④④④④

⑤⑤⑤⑤

③③③③

①①①①
⑧⑧⑧⑧

携帯サイズ携帯サイズ携帯サイズ携帯サイズ
旅行やお試しに便利！

品番 CWF-010

<<<<プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ>>>>パックせんたくせんたくせんたくせんたく剤剤剤剤(20g)

39393939
220220220220円円円円

（税抜200円）

ヘアヘアヘアヘア
トリートメントトリートメントトリートメントトリートメント

(20g)

品番 HT-020

47474747

全身全身全身全身シャンプーシャンプーシャンプーシャンプー

(30ml)

220220220220円円円円
（税抜200円）

品番 ＣＳ-020

220220220220円円円円（税抜200円）

キッチンスポンジキッチンスポンジキッチンスポンジキッチンスポンジ

4040404041414141

30ml

220220220220円円円円
（（（（税抜200円）

ニューエレガントニューエレガントニューエレガントニューエレガント

品番 ＷＤ-025147474747

ニューキラーパウダーニューキラーパウダーニューキラーパウダーニューキラーパウダー

110110110110円円円円（税抜100円）

品番 N-010

かんきせんかんきせんかんきせんかんきせん

(30ｇ)

110110110110円円円円
（税抜100円）

品番 RK010

110110110110円円円円（税抜100円）

<<<<プラスコモプラスコモプラスコモプラスコモ>>>>スプーンスプーンスプーンスプーン洗洗洗洗剤剤剤剤

110110110110円円円円（税抜100円））））

品番 ＣＷＳ-010 43434343

CS-2002

品番 CS-370

品番 HT-220

46464646

37373737

【【【【おおおお支払方法支払方法支払方法支払方法】】】】

代金引換代金引換代金引換代金引換 ・・・・ クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード決済決済決済決済 ⇒⇒⇒⇒ 手数料無料手数料無料手数料無料手数料無料

＊＊＊＊ネットからのごネットからのごネットからのごネットからのご注文注文注文注文にににに限限限限りりりり、、、、コンビニコンビニコンビニコンビニ前払前払前払前払い・い・い・い・銀行振込銀行振込銀行振込銀行振込

・カード・カード・カード・カード決済決済決済決済がががが選選選選べますべますべますべます

＊＊＊＊直営直営直営直営ショップではショップではショップではショップではペイペイ・ペイペイ・ペイペイ・ペイペイ・クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカードががががごごごご利用利用利用利用

できますできますできますできます。。。。

【【【【88SHOP88SHOP88SHOP88SHOP（（（（ハチハチショップハチハチショップハチハチショップハチハチショップ））））店舗店舗店舗店舗のごのごのごのご案内案内案内案内】】】】

セブン
イレブン

至 福岡

則松東
公民館入口

水辺の里
公園

ウエスト

国道３号線 至 黒崎

金
山
川

至

三ケ森

ヤマダ
電機 至

折尾

則松
1丁目

ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ

☆☆☆☆工場直営工場直営工場直営工場直営ショップですからショップですからショップですからショップですから、、、、すべてのすべてのすべてのすべての商品商品商品商品をごをごをごをご覧覧覧覧いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。

カードカードカードカード等等等等キャッシュレスキャッシュレスキャッシュレスキャッシュレス決済決済決済決済がごがごがごがご利用利用利用利用できますできますできますできます。。。。

店舗営業時間 火曜～金曜 9時30分～１６時

ご注文受付専用ダイヤル 093093093093----603603603603----2001200120012001
（２４時間留守録で受付中）

88SHOP88SHOP88SHOP88SHOP((((ハチハチショップハチハチショップハチハチショップハチハチショップ))))

うるおい美容液うるおい美容液うるおい美容液うるおい美容液
指定成分無添加・無香料・無着色

みるみる美白、抗シワを実感。新型みるみる美白、抗シワを実感。新型みるみる美白、抗シワを実感。新型みるみる美白、抗シワを実感。新型
100100100100倍浸透ビタミン倍浸透ビタミン倍浸透ビタミン倍浸透ビタミンCCCC誘導体誘導体誘導体誘導体2222％配合。％配合。％配合。％配合。

品番 UB-500

うるおいうるおいうるおいうるおい美容液美容液美容液美容液
(30ml)

5,5005,5005,5005,500円円円円
（税抜5,000円）

⑦⑦⑦⑦

素肌の成分に一番近い弱酸性・素肌の成分に一番近い弱酸性・素肌の成分に一番近い弱酸性・素肌の成分に一番近い弱酸性・
アミノ酸系。やさしく洗い上げます。アミノ酸系。やさしく洗い上げます。アミノ酸系。やさしく洗い上げます。アミノ酸系。やさしく洗い上げます。

｢｢｢｢うるおすうるおすうるおすうるおす」」」」

②②②②

⑤⑤⑤⑤

品番 KS-02044444444

品番 SC-020

素肌素肌素肌素肌ケアクリームケアクリームケアクリームケアクリーム

220220220220円円円円（税抜200円）

福岡県北九州市八幡西区大字則松581-5
株式会社 ハチハチ化学内 093-603-2006

アクセス バス:折尾駅西口から西鉄バス10分 則松6丁目下車 徒歩3分則松東公民館前
徒歩:折尾駅東口から徒歩15分 車:則松東公民館前(ナビでハチハチ化学を検索)

ペイペイもペイペイもペイペイもペイペイも
使使使使えますえますえますえます

【【【【88SHOP88SHOP88SHOP88SHOP（（（（ハチハチショップハチハチショップハチハチショップハチハチショップ））））からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ】】】】

☆☆☆☆ ニューキラーニューキラーニューキラーニューキラー容器色変更容器色変更容器色変更容器色変更、、、、変更商品変更商品変更商品変更商品のごのごのごのご連絡連絡連絡連絡

ニューキラーニューキラーニューキラーニューキラー容器容器容器容器ホワイトにホワイトにホワイトにホワイトに変更変更変更変更・・・・DXDXDXDXキラーはニューキラーキラーはニューキラーキラーはニューキラーキラーはニューキラー450450450450ｇｇｇｇにににに品名変更品名変更品名変更品名変更。。。。

230101230101230101230101 改定改定改定改定

ハチハチショップハチハチショップハチハチショップハチハチショップHPHPHPHP

☆☆☆☆ 商品価格値上商品価格値上商品価格値上商品価格値上げのごげのごげのごげのご連絡連絡連絡連絡 （（（（値上値上値上値上げげげげ幅幅幅幅はははは0000％％％％からからからから20202020％％％％ですですですです））））

原料原料原料原料、、、、包材高騰包材高騰包材高騰包材高騰によりによりによりにより、、、、誠誠誠誠にににに恐恐恐恐れれれれ入入入入りますがりますがりますがりますが

2023202320232023年年年年1111月月月月1111日日日日よりよりよりより表示価格表示価格表示価格表示価格にににに改定改定改定改定させていただきますさせていただきますさせていただきますさせていただきます。。。。

2023202320232023年年年年((((令和令和令和令和5555年年年年))))新価格新価格新価格新価格


