NEWS RELEASE
2020 年 4 月 15 日（1/3 ページ）

戦後の洗剤需要を支えた 「精製ソーダ」 が 73 年を経てリニューアル新発売。
粒が細かくなって溶けやすく。キッチン、掃除、洗濯など、いろいろ使えて家じゅうスッキリ！
扶桑化学株式会社（本社:長野県上伊那郡辰野町 代表:
小久保好章）は、1947 年の発売以来、炭酸ソーダや
洗濯ソーダと呼ばれるカテゴリーで戦後に急拡大した
洗剤需要を支え、今日まで愛用され続けてきた洗浄剤
「精製ソーダ」を、73 年の時を経てリニューアル新発
売します。
「精製ソーダ」は炭酸ナトリウムを成分とする弱アル
カリ性の洗浄剤です。油汚れや皮脂汚れに対する洗浄
力が強く、キッチン、掃除、洗濯などマルチに使える
のが特長です。発売から 73 年後のリニューアルで、

(1) 成分の炭酸ナトリウムが従来の 7 水塩から水を
より多く含む 10 水塩になったことと、粒が従来よ
り細かい結晶粒状タイプになったことにより、水に
溶けやすくなりました。また、(2) チャック付きの
パッケージで密閉保存しやすくなりました。
食用油の汚れ落としに強く、業務用はレストランの厨房掃除にもとり入れられています。「精製ソーダ 250g」は
家庭用パッケージとして長く使われています。少量を水に溶かして家じゅうスッキリお掃除できるので経済的です。
＜ リニューアル新発売 ＞

リニューアル（1）＜水に溶けやすくなった＞
成分の炭酸ナトリウムが従来の 7 水塩から、水をより多く
含む 10 水塩になったことと、粒が従来より細かい結晶粒
状になったことにより、水に溶けやすくなりました。

「精製ソーダ 250g」

(新)

←

(旧)

←

少量を水に溶かして使います。

←

●「精製ソーダ 250g」
内容量：250g
成分：炭酸ナトリウム
液性：弱アルカリ性
オープン価格（参考価格
税別 460 円 税込 506 円）
発売元：扶桑化学株式会社
発売日：2020 年 5 月 1 日
リニューアル新発売
日本製 MADE IN JAPAN

改良後：結晶粒状
改良前：粒状 旧パッケージ
リニューアル（2）＜保存しやすくなった＞
←チャック付きパッケージで密閉保存しやすくなりました
（特長）
◎1947 年の発売以来、炭酸ソーダや洗濯ソーダと呼ばれ
るカテゴリーで戦後の洗剤需要を支えてきた洗浄剤。
◎炭酸ナトリウムを成分とする弱アルカリ性の洗浄剤。
◎油汚れや皮脂汚れの洗浄力が強い。
◎キッチン、掃除、洗濯などマルチに使える。
◎粒が細かい結晶粒状タイプで、水に溶けやすい。
◎チャック付きのパッケージで密閉保存しやすい。
◎少量を水に溶かして家じゅうを掃除できるので経済的。
◎日本製 MADE IN JAPAN
※手が荒れやすくなるので手袋をつけてご使用ください。
商品詳細 https://fuso-chem.co.jp/goods/f-1002.html
＞＞次ページで具体的な使い方をご紹介

チャック付きで密閉しやすく
＜ その他 発売中 ＞
業務用
特大サイズ
「洗曹達 10kg」
（あらいソーダ）
オープン価格
(参考価格)
税別 11,500 円
税込 12,650 円

【扶桑化学株式会社】 https://fuso-chem.co.jp
1970 年創業の日用品メーカーです。ホタルが飛びかう山紫水明の地、長野県辰野町に本社と工場があります。
入浴剤、冷却剤、家庭園芸用品、洗浄剤などを製造販売します。2019 年４月より KOKUBO グループに加わりました。
＜お問い合わせ＞
●一般のお客様：

扶桑化学株式会社

本社

TEL.0266-41-5255（代表）

[ホームページ] https://fuso-chem.co.jp
●メディア関係者様：KOKUBO グループ

広報／大田

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富 7362-20

[広報サイト] https://kokubopress.com

TEL.03-5205-1811

東京都中央区日本橋 2-3-6 日土地日本橋ビル 8F(株)小久保工業所

メール: press@fuso-chem.co.jp

※メディア様向け取材、画像、サンプル提供を承ります。
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「精製ソーダ」の使い方：
使用方法

水

スプレー
ボトル

500mL

バケツ

5L

スプレーボトルまたはバケツなどで、水に溶かしてお使いください。

精製ソーダ

使い方
●スプレー液の作り方
水 500mL に対して精製ソーダを小さじ 1 杯
（約 3g）
入れ、よく溶かし、汚れの気になる箇所に吹き付け
てご使用ください。
※材質・塗装の種類により変質・変色する場合が
あります。目立たないところにつけて 5 分ほど
おいて確認してからご使用ください。
●バケツに溶かす場合（拭き掃除用）
水 5L に対して精製ソーダを大さじ 1/2（約 5g)入
れ、よく溶かし、雑巾などを軽く絞ってご使用くだ
さい。汚れがひどい場合は大さじ 1 杯（約 10g）を
よく溶かしてご使用ください。
※ビニール手袋をご使用ください。

小さじ 1 杯
（約 3g）

大さじ
1/2 杯～1 杯
（約 5～10g）

＜ キッチン ＞
キッチンまわりのレンジ、コンロ、グリル、換気扇、シンクなどの油汚れのお掃除に。
汚れにスプレー液を吹きかけたあと、濡れタオルなどで拭き取るか、洗い流してください。
食器洗いは約 2 リットルの水に小さじ 1 杯を溶かします。油汚れなどをすばやく落とせます。（※手袋使用）
（使用例）

ビフォー

精製ソーダで洗う

アフター
ステンレスパネルの
油汚れを精製ソーダ
で洗うと、スッキリ
ピカピカに。

コンロ用
パネル

やかんについた油汚
れにスプレー液をか
けて洗うと、きれい
に落ちる。

やかん

こんなところに使えます

コンロの油汚れにスプレー液

五徳洗いに

換気扇まわりの掃除に

食器に

フライパンの油汚れに

グリルに

シンクに

スプレー液を吹きかけて掃除

キッチン台の油汚れに

レンジ掃除に

タイルの油汚れに

冷蔵庫の取っ手の皮脂汚れに
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「精製ソーダ」の使い方
＜ 掃除 ＞
お部屋のお掃除に。ドアノブやスイッチの手あか汚れ、たばこのヤニ汚れ、床・柱・ガラス拭きなど。
汚れにスプレー液を吹きかけたあと、濡れタオルなどで拭き取ってください。
←床の拭き掃除に
油汚れ皮脂汚れがよく落ちます

精製ソーダ モップ
の作り方

※バケツに溶かして使用する際
は手袋をご使用ください。
※目立たないところで試してか
らご使用ください。

(1)バケツに水 5L、精製ソー
ダ大さじ 1/2～1 を溶かし
雑巾用のタオルを絞ります
※手袋を使用してください

(2)フローリングワイパーにセットしてモップにします。
ドアノブやスイッチの手あか・皮脂汚れに

精製ソーダ ハタキ の作り方

柱拭きに

テーブル、タイルに

(1)精製ソーダ水を絞ったタオルを折り、棒に巻き付けます。

窓拭きに

タバコのヤニ掃除に

(2)輪ゴムで留めます。高いところのハタキ掃除に。

＜ 洗濯 ＞
【使用できないもの】
漆器、皮革類、絹製品、アルミ、銅、真鍮、貴金属、
花器、金箔、ニス塗りの家具、表面加工された家具、
眼鏡、自動車などの塗装面

お洗濯時に通常の洗剤に加えて精製ソーダを大さじ
1 杯入れるとサッパリとした洗い上がりになります。

洗濯をするときに洗剤といっ

血液などのタンパク汚れは少

しょに加えます。

し浸けておいて洗います。

【保管上の注意】[ 高温注意 ]
◎直射日光を避け、冷暗所（30 度以下）に保管して
ください。
※30 度以上になる場所で保管すると結晶が溶けて固
まる場合があります。
◎使用後はチャックをして密閉してください。

＜お問い合わせ＞
●一般のお客様：

扶桑化学株式会社

本社

TEL.0266-41-5255（代表）

[ホームページ] https://fuso-chem.co.jp
●メディア関係者様：KOKUBO グループ

広報／大田

長野県上伊那郡辰野町大字伊那富 7362-20

[広報サイト] https://kokubopress.com

TEL.03-5205-1811

東京都中央区日本橋 2-3-6 日土地日本橋ビル 8F(株)小久保工業所

メール: press@fuso-chem.co.jp

※メディア様向け取材、画像、サンプル提供を承ります。

