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Jiaen Power 次亜塩パワー 次亜塩素酸水 200mL ス... - Angela アンジェラ・ 

マツエク / マツエクセルフ / グルー / 初心者キット /
まつげ美容液

何をお探しですか？

まつ毛エクステ格安販売・化粧品・美容液｜Angela アンジェラ・ - 通販 - Yahoo!ショッピング メール便ご利用の方へ

TOP / 会社概要 / お支払い・送料 / 商品一覧 / プライバシーポリシー

Angela アンジェラ・ > その他 >  Jiaen Power 次亜塩パワー 次亜塩素酸水 200mL スプレーボトル メール便不可 除菌 消臭 消毒 Ph5.0-6.5 50ppm 微酸性電解水

IDでもっと便利に 新規取得
ログインしてお買い物をするとポイントがたまります Yahoo! JAPAN 無料でお店を開こう! ヘルプ

検索すべてのカテゴリ  カート お気に入り 注文履歴 Myショッピング

何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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常に新鮮！人体に優しい＆高い除菌力

Jiaen Power 次亜塩パワー 次亜塩素酸水 200mL スプレーボトル メール便
不可 除菌 消臭 消毒 Ph5.0-6.5 50ppm 微酸性電解水
あすつく

JANコード/ISBNコード：4573124880637

常に新鮮！人体に優しい＆高い除菌力

希釈しないでそのまま使える

自社工場で製造しているので新鮮

システム上メール便もご選択できるようになって
おりますがご注文確認後、宅配便料金にご変更
させて頂きますのでご了承ください。

価格 1,001円 （税込）

配送情報

東京都は 送料880円
このストアで8,800円以上購入で 送料無料
※条件により送料が異なる場合があります

東京都は最短 2020/07/03(金)のお届け

手数料・送料・配送方法について

ボーナス等

1%獲得※

ログインすると獲得できます。 

はじめての方はアプリで買わないと損！今すぐインストール

商品情報

※こちらの商品はメール便発送出来ません。
メール便を選択されても、こちらで宅配便に変更させて頂きますのでご了承下さい。

常に新鮮！人体に優しい＆高い除菌力
希釈しないでそのまま使える
自社工場で製造しているので新鮮

強力な消臭、消毒、除菌効果。次亜塩素酸水(微酸性電解水)

ユーザー高評価ストア 4.55（717件のストア評価） 会社概要Angela アンジェラ・   このストアをお気に入り

全6枚


大きな画像を見る

レビューを投稿する

すべての配送方法とお届け日を確認する 

10ポイント（1%）

あなたはまだYahoo!ショッピングで
PayPayを利用できません

最短1分で利用設定

最大倍率もらうと9%※

※獲得にはTポイント、PayPayボーナス（譲渡不可）、PayPayボ
ーナスライト（譲渡不可・期間制限あり）のいずれかが含まれま
す。いずれを獲得できるかは「内訳を見る」をご確認ください
※表示されている獲得率や付与額には、ヤフーカード決済限定また
はPayPay残高決済限定のものが含まれている場合があります。表
示されている獲得率や付与額は、支払方法の条件を満たす場合に適
用されます。
※各キャンペーンには「一定期間中の付与上限」があります。その
付与上限を超えた場合、対象期間中は表示されている付与額では付
与されません。
※獲得率の条件や付与上限の詳細は、各キャンペーンページにてご
確認ください。

80円相当（8%） ※
10ポイント（1%）

内訳を見る

何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴


12



この製品の濃度は 50ppm (Ph5.0-6.5)です。
【保存期間】開封後約3か月
【製造国】日本

■ご注意■
万が一、お肌に合わない場合は、ご使用をお止め下さい。

●内容量：200mL
●区分：日本製/雑貨

●広告文責：
株式会社アンジェラ（086-201-2012）

注文について ※選択してください

配送方法は宅配便のみとなります： 了承しました 

メール便選択された場合： こちらで変更させて頂き、送料は後ほど加算されます。 

この商品について問い合わせ
手数料について
違反商品の申告をする 
商品コード：S-077

シェアする

お気に入りに追加

この商品のカテゴリ：

この商品に関するQ&A

ダイエット、健康 衛生日用品 除菌剤、抗菌剤

お買い物レビュー閲覧の際の注意事項
このストアのレビューをもっと見る

この商品のレビュー この商品の他ストアでのレビュー
このストアのレビュー

4.55（717件）

発送も対応も早く、ピンク色もとても可愛かったです。ただ、14.2から14.5センチと書いてますが、殆どが14センチ有りません。なので、とても小さ
いです。

すぐに届いたので良かったです！ありがとうございました。

大げさな梱包じゃなくて助かります。でも商品は問題なくスタッフの方が丁寧にしてるなーって感じます。2度めの利用でしたが、オマケが入っていた
のが嬉しかったです。本日我が家のマツエクの在庫が無くなり急きょ3度目の注文をした所ですが、メールの対応も早くて、信頼のおけるお店だと思い
ます。

スピード配送で助かりました。機会があれば利用したいと思います。

梱包綺麗、対応、良かったです。配送もとても速かったです。



4.0 2020年6月22日 21:52

ygp*****さん

5.0 2020年6月14日 17:10

yum*****さん

5.0 2020年6月12日 16:28

qom*****さん

5.0 2020年6月10日 18:50

mcj*****さん

5.0 2020年6月8日 17:58

uch*****さん

この商品について質問する



数量 - 1 +

商品をカートに入れる

何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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商品説明

常に新鮮！人体に優しい＆高い除菌力
希釈しないでそのまま使える
自社工場で製造しているので新鮮
強力な消臭、消毒、除菌効果。次亜塩素酸水(微酸性電解水)
この製品の濃度は 50ppm (Ph5.0-6.5)です。
【保存期間】開封後約3か月
【製造国】日本

【ご使用上の注意】
・お肌に異常が生じていないかよく注意してお使いください。
・目に入らないようご注意ください。万が一目に入った場合はこすらずすぐに水で洗い流してください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
・開封後はお早めにご使用ください。

商品詳細
内容量 200mL
区分 日本製/雑貨
全成分 次亜塩素酸水(微酸性電解水)
広告文責 株式会社アンジェラ（086-201-2012）

何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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この商品を見た人は、こんな商品にも興味を持っています

おすすめ商品

▲ BACK TO TOP

会社概要 お支払いについて 配送について 返品・交換について お客様の声

お買い物かご 商品一覧 プライバシーポリシー Yahoo!ショッピング

Angela.アンジェラ・Yahoo!ショッピング店

何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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Yahoo!ショッピングからのおすすめ商品

掲載商品の情報について

プライバシー - 利用規約 - 免責事項 - 無料でお店を開こう！ - ヘルプ・お問い合わせ
Copyright (C) 2020 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved. 

Yahoo!ショッピングからのイチオシ商品

掲載している情報の精度には万全を期しておりますが、その内容の正確性、安全性、有用性を保証するものではありません。

現在ご覧になっているページは、この商品を取り扱うストアによって運営されています。
ページに記載されている内容や商品、ご購入に関するご質問は、直接各ストアにお問い合わせください。



何をお探しですか？ 検索
カート


お気に入り


注文履歴
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マツエク / マツエクセルフ / グルー / 初⼼者キット / まつげ美容液

何をお探しですか？

まつ⽑エクステ格安販売・化粧品・美容液｜Angela アンジェラ.楽天店 メール便ご利⽤の⽅へ

TOP / 会社概要 / お支払い・送料 /
商品⼀覧 / プライバシーポリシー

ヘルプ / 不適切な商品を報告

買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴 この商品の関連商品

Jiaen Power 次亜塩パ
ワー 次亜塩素酸…

1,000円
(税込)

送料880円

商品をかごに追加

ご購⼊手続きへ

お気に⼊りに追加

20
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カテゴリトップ > 楽天カテゴリ > その他

ヘルプ / 不適切な商品を報告

買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴 この商品の関連商品
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ヘルプ / 不適切な商品を報告

買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴 この商品の関連商品

22



ヘルプ / 不適切な商品を報告

買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴 この商品の関連商品

23



ヘルプ / 不適切な商品を報告

買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴 この商品の関連商品

24



ヘルプ / 不適切な商品を報告

買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴 この商品の関連商品

25



常に新鮮！人体に優しい＆高い除菌力
希釈しないでそのまま使える
自社工場で製造しているので新鮮

Jiaen Power 次亜塩パワー 次亜塩素酸水 200mL スプ
レーボトル メール便不可 除菌 消臭 消毒 Ph5.0-6.5
50ppm 微酸性電解水 安価 ウイルス対策 安全 無害

商品番号 S-077

当店通常価格1,000円 (税込)

価格1,000円 (税込)

※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表⽰されます。

10ポイント(1倍) 内訳を見る

送料880円 東京都への最安送料
宅配便(ヤマト運輸)
送料無料ライン対象
すべての配送⽅法と送料を⾒る

ヘルプ / 不適切な商品を報告

買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴 この商品の関連商品

26



2〜3⽇以内に発送（店舗休業⽇を除く）

個数 

商品についての問合わせ

レビューを書く

※こちらの商品はメール便発送出来ません。
メール便を選択されても、こちらで宅配便に変更
させて頂きますのでご了承下さい。

【商品特徴】
強力な消臭、消毒、除菌効果。次亜塩素酸水(微酸性電解水)
この製品の濃度は 50ppm (Ph5.0-6.5)です。
【保存期間】開封後約3か月
【製造国】日本

【ご使用上の注意】
・傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
・目に入らないようご注意ください。万が一目に入った場合はこすらずすぐに水で洗い流し
てください。目に異物感が残る場合は、眼科医にご相談ください。
・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
・極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
・開封後はお早めにご使用ください。

商品詳細

内容量 200mL

区分 日本製/雑貨

全成分 次亜塩素酸水(微酸性電解水)

広告文責 株式会社アンジェラ（086-201-2012） 

(楽天カード⼊会＆ポイント利⽤の場合)

了承しました 配送⽅法は宅配便のみとなります

1 商品をかごに追加 ご購⼊手続きへ

友達にメールですすめる

0

ヘルプ / 不適切な商品を報告

買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴 この商品の関連商品
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このショップの人気商品ランキング 8月20日(木)更新 (集計日：8月13日～8月19日)

▲ BACK TO TOP

会社概要 お支払いについて 配送について 返品・交換について お客様の声

お買い物かご 商品⼀覧 プライバシーポリシー 楽天市場

Angela.アンジェラ・楽天市場店

1位 2位 3位 4位 5位

ヘルプ / 不適切な商品を報告

買い物かご お知らせ myクーポン 閲覧履歴 お気に⼊り 購⼊履歴 この商品の関連商品
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Health & Personal Care Health Care Allergy Prevention Products Mask Fresheners

Share this item

Have one to sell?

【⽇本製/マスクを保護する除菌コート】使
い捨てマスクを繰り返し使える・マスクの
⼿前でウイルスをガード マスク 除菌 ウイ
ルス対策
Brand: EvolutionSelect

56 ratings

Price: ¥1,000 & FREE Shipping on orders
over ¥2,000 shipped by Amazon. Details

Amazon Points: 10pt  (1%) See details

✅マスク⽤除菌抗菌消臭スプレー 安⼼の⽇本製
✅次亜塩素酸が成分に⼊っており、安⼼してお使いいただけ
ます 【内容量30ml】【使⽤期限︓お⼿元に届いてから半
年】
✅使い捨てマスク、布製マスクを除菌・抗菌・消臭する事に
よって何度も使えます
✅携帯⽤サイズなので外出しながら持ち運び出来るので外出
先でもマスクをコーティング
✅【現在容器が不⾜しているためボトルのデザインやサイ
ズ、カラー等を予告なく変更することがあります。あらかじ
めご了承ください。】【ご迷惑をおかけしますが製造販売元
などは出品者欄をご覧ください。】

・Do not resell sanitary masks and alcohol products for
disinfection, etc. (*) which you purchased on our site.
Reselling such products for a profit is banned by the laws
and regulations and may be subject to punishment. (*
pharmaceuticals/quasi-pharmaceutical products
containing alcohol to be used for disinfection, etc. and any
other products of which alcoholic content is 60% or more)
・除菌・消毒⽤商品については国⺠⽣活センターより安全な使
⽤に関するガイダンスが公表されています。正しい知識を元に
ご購⼊いただくため、 こちら をご確認ください。

› › ›

Amazon Points: 10pt  (1%) See
details
& FREE Shipping on orders
over ¥2,000 shipped by
Amazon. Details

Arrives: Friday, Aug 28 Details

Select delivery location

¥1,000

In Stock. Click here for details
of availability.

Secure transaction

Quantity: 1

Ships from... Amazon
Sold by... ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ

Start your Free Trial to get
shipping benefits with 
Amazon Prime
Add gift options

Roll over image to zoom in

Drugstore Amazon Ranking Medicine Hygiene Products Beauty Diet Supplements Household Home & Elderly Care Baby Care Sexual Wellness Convenient Deals

Hello
Select your address Amazon Points: Check your balance Best Sellers AmazonBasics Today's Deals Prime Video New Releases Japanese Books Customer Service Gift Ideas

Returns &
Orders

Try
Prime Cart

.co.jp Health & Personal Care Account & Lists
Account

Hello, Sign in 0
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Customer reviews

56 customer ratings

By feature

See more

Review this product
Share your thoughts with other customers

3 out of 5

5 star 24%
4 star 14%
3 star 22%
2 star 17%
1 star 24%

How are ratings calculated?

Moisturizing 4.3

Easy to use 3.7

Warmth 3.3

Customer images

See all customer images

Filter reviews by

Translate all reviews to English

安⼼できない
Reviewed in Japan on April 24, 2020
Verified Purchase

38 people found this helpful

Comment Report abuse

Translate review to English

myumyu

製造元 製造⽇ 製造地 使⽤期限の記載がなく不安。
不具合はどこに問い合わせればいいのか分からない。

繰り返し使う布マスクの除菌と抗菌に
Reviewed in Japan on May 1, 2020
Verified Purchase

22 people found this helpful

Comment Report abuse

Translate review to English

よし

最近のこのご時世に我が家でもマスクの在庫が怪しくなり...
しかし、相変わらずどこも売り切れで、仕⽅なく使い捨てさえも繰り返し使っています。
息⼦にも繰り返して使⽤させていますが「マスクから異臭がする...( ﾟДﾟ)」なんて(*_*)
何とかせねば、とマスクを探していたら、このスプレーを⾒つけました︕
家の中の除菌⽤に次亜塩素酸⽔の除菌スプレーを購⼊し使っていますが、
同じシリーズのマスク⽤スプレーだったので除菌や消臭にこれはいいかも、と購⼊しました。
早速、使⽤中の使い捨てマスクと布マスクにスプレーしてみました。
使い捨ては不織布の性質上、すぐに染み込む感じではありませんが、しばらく放置すると⾃然に乾いていました。
布マスクにはサッと染み込み、すぐに⽔気がなくなりました。
スプレー直後は少し独特な匂いがありますが、すぐに消えます。
布マスクは構造上少し不安でしたが、外側にスプレーして抗菌作⽤をプラスすれば安⼼して使えますね。
あの異臭がする息⼦のマスクには消臭のため、内側にスプレーしてみましたが、
次の⽇マスクをつけた息⼦が「あの異臭がない︕(^^♪」と。
⼝や⿐、肌に触れるものなので、⽇本製なのも安⼼です。
持ち運びに便利なサイズなので、持ち歩いて気になる時にサッと使うこともできますね。
使い捨てマスクの購⼊が困難な今⽇この頃、このスプレーは強い味⽅です︕Read more

使い⼼地、お⼿軽さ
Reviewed in Japan on April 23, 2020
Verified Purchase

25 people found this helpful

Comment Report abuse

Translate review to English

Amazon Customer

私⾃⾝病院で勤務しており上司のドクターから勧められて購⼊し使ってるのですが嫌な匂いとかもなく使い⼼地が良
いです。今特に⼊⽤なのでまた追加で購⼊しようと思います。

不安。
Reviewed in Japan on May 3, 2020
Verified Purchase

19 people found this helpful

Comment Report abuse

Translate review to English

masakami

製造元、成分表⽰、使⽤期限など⼀切書かれておらず不信感のみです。⾒た⽬では判断できないので、本当に除菌さ
れてるのか不安で、今後使おうか悩みます。次亜塩素酸⽔は⽇光や紫外線に弱く、遮光性のある容器でないと劣化が
早いそうです。しかし、この商品は普通の透明のスプレー容器です。問い合わせ先も書いてません。購⼊者の中で不
安に思ってる⽅いらっしゃると思います。販売者の⽅からご回答をお願いしたいです。

使⽤期限
Reviewed in Japan on April 26, 2020
Verified Purchase

19 people found this helpful

Comment Report abuse

Translate review to English

横浜流星君LOVE

製造元、使⽤期限が記載していないので⼼配です
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Items with a best before or an expiry date: Amazon.co.jp strives to deliver items with sufficient shelf life. If you are not satisfied with a product you receive from Amazon.co.jp, please confirm Help Page the returns for each store.

Disclaimer: While we work to ensure that product information is correct, on occasion manufacturers may alter their ingredient lists. Actual product packaging and materials may contain more and/or different information than that shown on our Web site. We

recommend that you do not solely rely on the information presented and that you always read labels, warnings, and directions before using or consuming a product. For additional information about a product, please contact the manufacturer. Content on this site is for

reference purposes and is not intended to substitute for advice given by a physician, pharmacist, or other licensed health-care professional. You should not use this information as self-diagnosis or for treating a health problem or disease. Contact your health-care

provider immediately if you suspect that you have a medical problem. Information and statements regarding dietary supplements have not been evaluated by the Food and Drug Administration and are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease or

health condition. Amazon.com assumes no liability for inaccuracies or misstatements about products.

量の少なさ
Reviewed in Japan on April 29, 2020
Verified Purchase

12 people found this helpful

Comment Report abuse

Translate review to English

miyabi

量の少なさにびっくりしました
ラベルもなく透明の容器でした

匂いもなくなってすっきり
Reviewed in Japan on May 5, 2020
Verified Purchase

10 people found this helpful

Comment Report abuse

Translate review to English

おちか

我が家では布マスクと不織布マスクを使い分けしていますが、コロナは防げても匂いとかがしてくるので他の病気に
ならないか気になっていました。
同じような商品がある中、
とりあえずこれを選んで使⽤してみたところ、
匂いもなくなってすっきりしてます︕
不織布も使い捨てですが数⽇は使えるので、
助かってます︕

製造元、販売元、容器の件
Reviewed in Japan on April 30, 2020
Verified Purchase

4 people found this helpful

Comment Report abuse

Translate review to English

はんちゃん

製造元、販売元がわからない事と、２本頼んで容器が２種類でしたので中⾝が同じなのか不安になりました。
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