
年齢 都道府県
日ごろ使っている台所用洗剤で、使いにくい、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きくだ
さい（分かれば商品名も）

52 神奈川県　 ポンプ式の容器=台所用

台所用洗剤の不便・不満
2015年9/3～9/11 リビングくらしナビでのWebアンケート 465コメント

52 神奈川県　 ポンプ式の容器=台所用

38 兵庫県　
 食洗機用の粉洗剤も食器をセットした後の濡れた手で入れるのが面倒なので、まとめて入れておいて自
動投入してほしいです。

40 東京都　  台所用洗剤は、ドバッとスポンジに出てしまうので、薄めて入れています。
31 東京都　 100均の台所用洗剤はイマイチ泡切れが悪い

57 大阪府　
１回分の使う分量だけでてくると使い過ぎがなくなる。台所用洗剤はこすらなくても吹きかけで汚れが落ち
る。手が荒れない洗剤。

36 大阪府　
1滴ずつでる醤油容器のように少しずつ出ればいいのに、ジェル状でもけっこうビュっと出てしまうので、毎
回多いなあと思いながら使っています。

53 神奈川県　JOYの小さいボトルですが、逆さまで出すので、口の部分が液体が詰まってしまう。53 神奈川県　JOYの小さいボトルですが、逆さまで出すので、口の部分が液体が詰まってしまう。
40 岡山県　 JOYやキュキュットに代表されるコンパクト洗剤。少なすぎ。２回詰め替え用の口を付け替えて使用してま

50 神奈川県　
ＪＯＹを使っていて、油もよく落ちて気に入っているが、フライパンを使った後、一度洗ってまた使いたい時、
片手はフライパンの柄を持ったいるので、ポンプ式で片手で出せるような容器だったら便利だと思う。

31 東京都　 LIONのマジカ、もっと泡持ちが良ければいいのに。 さらさらと油汚れが落ちることには満足。
53 神奈川県　P&amp;Gのジョイの台所洗剤の入口が洗剤がだんだんたまって固まって使いづらくなる。
33 大阪府　 イオンのトップバリュー食器洗剤を使用していますが、油汚れが落ちにくい
28 東京都　 お皿洗い洗剤のジョイ君が、洗浄力があるのはわかるけど、ぬるぬる感が残る。
43 兵庫県　 キッチンクリーナー（ペーパータイプ）がすぐ乾燥する。破れやすい。 いいのを知らないだけかもしれません43 兵庫県　 キッチンクリーナー（ペーパータイプ）がすぐ乾燥する。破れやすい。 いいのを知らないだけかもしれません
47 東京都　 キッチンに置いていても見栄えのする容器がないでね～

31 京都府　
キッチンの除菌スプレーや、お風呂用洗剤など毎日使うので目につく所に置きますが、生活感があまり出
ないようなもう少しスタイリッシュな容器があればと思います。

35 愛知県　
キッチンの漂白剤（ボトルタイプのコップなどにつかうもの）。手に付いた時のぬるぬるや臭いがなかなか落
ちない。キャップで軽量しますが、図りにくいし、垂れて手につきます。手袋をするのも面倒です。

36 京都府　
キッチンハイター 蓋に入れて量を計って入れるのですが 蓋にこぼれ毎回指先がヌルヌルになる もっとこぼ
れない蓋にしてほしい。

53 千葉県　 キッチンハイターが液だれするときがあるので、注ぎ口をもう少し改良して欲しい。

35 東京都　
キッチンハイターなどの漂白剤の注ぎ口がとがっていたらいいのになと思います。あとキャップで測るので

35 東京都　
キッチンハイターなどの漂白剤の注ぎ口がとがっていたらいいのになと思います。あとキャップで測るので
はなく、ボトルを押すと1回分が出てくるようになったらいいなとも思います。

42 東京都　 キッチンハイターのツンとくる匂いのない物があるといいです
45 石川県　 キッチンハイターの匂いがきつい。気分が悪くなる。
36 埼玉県　 キッチンハイターは液垂れしやすいので困ってます。

59 大阪府　
キッチンハイターを使うときに口が大きいため入れすぎてしまう。 一枚ずつ取り出すタイプのwet sheetをとり
だしたあと、しっかり入り口をシールで閉めたつもりでも乾燥することが多い。

45 千葉県　 キッチン周りは業務用のよく落ちるコンパクトなものがほしい

63 大阪府　
キッチン洗剤の容器ですが、可愛いくてデザインも良いのですが、安定感が悪い。片手でプッシュすると倒
れる(花王キュキュットクリア除菌２５０ml)れる(花王キュキュットクリア除菌２５０ml)

72 神奈川県　キッチン洗剤はスポンジ除菌してくれるものが便利

40 京都府　
キッチン用洗剤等、使っていて幸せを感じれるものがあればいいと思います。　例えば、いろんな色が出て
くる液体洗剤であったり、ローズの香り（軽めの香水くらい）がするような液体洗剤であったり。　キッチンに

44 神奈川県　キッチン用漂白剤がしりむれする事があるので、しりむれしないようにして欲しい
30 群馬県　 キュキュット  油汚れが落ちにくい、皿荒い用のスポンジ→みず切れが悪い
38 岐阜県　 キュキュット。油汚れがよく落ちるけれど、手荒れが酷くなります。
31 兵庫県　 キュキュットで、油を簡単に落とせるようになったらいいなと思います。
53 千葉県　 キュキュットなど容器がすべりやすいときがある。
51 東京都　 キュキュットの本体の型51 東京都　 キュキュットの本体の型

30 愛知県　
キュキュットを使用しています。洗い物の途中に洗剤をスポンジに付け足す場合、手が濡れている為、洗剤
容器を落としてしまう事がよくあるので、落ちないように、コップのように持つ部分が付いているといいなと

44 京都府　 クリームクレンザーが使っているうちに口のところにクレンザーが固まって蓋が閉めにくくなるのが困る．
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57 大阪府　
クリームクレンザーの容器の蓋がしにづらいです。クレンザーがこびりつくので それでも蓋が出来る様に改
良して欲しいです

53 大阪府　 グリルパンを食器洗剤で洗っても油のねとねとが取れない
29 埼玉県　 クレンザー。なんだかんだで手が荒れるので膚に優しい物が欲しいです。
61 埼玉県　 クレンザーがとけにくう、固まりやすい。
44 高知県　 クレンザーが固まる44 高知県　 クレンザーが固まる
35 東京都　 クレンザーが入っている中性洗剤があれば便利と思います。 リンスインシャンプーのような感じで。
44 兵庫県　 クレンザーのふた部分に研磨剤が残ってしまりにくくなり、乾燥する ので、改善しないかな。
44 神奈川県　クレンザーのボトルが透明だと、中身が透けて見えて、残量がわかりやすいのに、と思っています。
62 東京都　 クレンザーは口の周りにこびりついてキャップがはまり難くなってしまう。

31 神奈川県　
クレンザーや漂白剤の液だれが気になります。 食器用洗剤の蓋（引き上げると出るタイプ）が、開いてるか
閉まっているのか分かりにくいです。

37 東京都　 クレンザーを逆さにして、振りまいた時、蓋にべっとり洗剤がくっつく。

55 兵庫県　
コンパクト台所洗剤を使っていますが手に優しくて汚れ落ち抜群とのうたい文句ですが、やっぱり一日に何
度も使うので手荒れが酷くなっています。油の汚れをしっかり落としてくれて手肌に本当に優しい台所洗剤55 兵庫県　 度も使うので手荒れが酷くなっています。油の汚れをしっかり落としてくれて手肌に本当に優しい台所洗剤
が欲しいです

36 神奈川県　コンロ周り。お料理中もサッとふけるものが欲しい
67 東京都　 サッと洗い流せるといい。
62 神奈川県　さっと泡切れができるものがほしいです。
52 広島県　 ザルの網目に入った野菜くずや食品が洗い落としにくい。
36 千葉県　 しつこい汚れが落ちつつ、食器や手にやさしいものです。
72 岡山県　 ジフについて 蓋のまわりにクリーム洗剤が付いてベトベトするのが不便！
46 埼玉県　 シャボン玉石けんの食器用は、汚れが全然とれない。

シャンプーや台所用洗剤の袋入り詰め替えタイプの詰め替え（移し替え）の作業が億劫であり、いっそのこ
54 岩手県　

シャンプーや台所用洗剤の袋入り詰め替えタイプの詰め替え（移し替え）の作業が億劫であり、いっそのこ
と手間暇かからずに従前の製品のフタ・ノズルを使用して、本体（ボトル）部分だけそっくり取り換える仕様
であればよいのにと思います。

25 東京都　 ジョイ もう少し肌に優しいといい
32 兵庫県　 ジョイ、手荒れする。
40 大阪府　 ジョイがもう少し安ければ・・・
33 神奈川県　ジョイがもっとサラッとしていたら良い。
44 兵庫県　 ジョイがもっと手に優しければいいのに。
47 千葉県　 ジョイを使っている。ポンプ式だったら使いやすいのになと思う

50 兵庫県　
ジョイを使用中。CMでは、油もよく落ちると、言っていても家では落ちないことが多い。洗い方があるので

50 兵庫県　
しょうか？

47 兵庫県　 シンクの汚れが酢やクエン酸ではなかなかおちない
31 大阪府　 シンクや換気扇の汚れがとにかく気になる。

52 埼玉県　
シンク洗剤いろいろ出ていますが、水垢が簡単におちる洗剤がないので、簡単におとせる洗剤があるとう
れしいです。

34 岩手県　 すぐ泡立たなくなり洗剤を足さなければならないこと。

34 東京都　
ずっと使っていた食器用洗剤(泡のチカラ)がなくなって、今は別のメーカーに変えて使っています。定番商
品だと思っていたものがなくなったり、リニューアルのペースが早すぎて詰替用があっても本体から買い直
しがすること多いのが残念です。

19 千葉県　 すべての台所洗剤で、量の調節がしやすいといい。19 千葉県　 すべての台所洗剤で、量の調節がしやすいといい。
48 群馬県　 スポンジ　単体で自立してくれたり、壁についてくれれば清潔に使えるのにと思います。
37 東京都　 スポンジ、すぐに使い捨てしなくてはならないのが・・
56 奈良県　 スポンジにつける時に自動的に希釈された状態で出てくれば便利
30 東京都　 スポンジの汚れが落ちやすいとうれしい
35 埼玉県　 スポンジの魚くささが取れず、他の食器にも匂いがついてしまうのでなんとかしてほしい。
40 東京都　 チャーミーグリーンは量が多くていいのだけど、泡切れがもっと良いといいと思う。
34 東京都　 テフロンのフライパン。テフロンなのにこげつきやすいのがたまにあるのは、どうにかしてほしいｗ

52 埼玉県　
どこの台所洗剤も、洗剤の量が減ると、倒れやすくなる事。 洗剤の出る所に、洗剤が固まる（？）事がある
事。 昔に比べて、洗剤濃度が、低くなったと思います。事。 昔に比べて、洗剤濃度が、低くなったと思います。

41 三重県　
とにかく冬になるとお湯を使わないと汚れの落ちが格段に悪くなるので、寒くても洗浄力を保てる洗剤が
もっと出て欲しいです。ハンドソープなどで泡ポンプ式のが出ているので、台所用などでも容器を握ったりし
て洗剤を押し出すと泡で出てくれる商品が出てもいいのではないかと思います。

31 埼玉県　

なぜ、食器用洗剤はポンプタイプが少ないのか。ポンプタイプでないと、洗剤をつけるときに両手を使わない
といけないので使いづらい。あと、どのメーカーも洗剤のパッケージが派手すぎて使用しているキッチン・バ
ス・トイレの雰囲気をぶち壊す。買うときは派手でわかりやすくてもよいが、使用するときにはラベルなどを
はがせて、無機質なものに変わればワザワザ詰め替える必要がないし、清潔な容器を維持できるので、値
段に関わらず購入したい。
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41 大阪府　 ハイター　　液だれするので、困る
25 兵庫県　 ハイター  手が臭くなる、熱い湯まで時間かかるし、お湯で洗うが水で落ちないのが不便だなといつも思う
30 愛知県　 ハイター 蓋の周りが白くなるのが嫌だ
50 福岡県　 ハイター　危険だけど必要必需品　もっと手につかない方法があればいいな50 福岡県　 ハイター　危険だけど必要必需品　もっと手につかない方法があればいいな
50 福岡県　 ハイター　手につくとぬるぬるで危険　液だれしにくくなるといいな
51 宮城県　 ハイタ―のボトルとてもつかいにくいです
37 福島県　 ハイターをよく使いますが、色落ちしないでよく落ちるといいのに
48 東京都　 ファミリーピュアがもう少し泡だって欲しい。
46 東京都　 ふきん専用の洗剤が欲しいです

59 大阪府　
プッシュ式の洗剤は、片手で扱うのが難しい。上からプッシュしてスポンジにつくタイプは使いやすいけど、
容器がとても高いです。私は化粧水用を使っています

66 大阪府　 フャミリーフレッシュを使っているが、もっと大きいサイズが欲しい。
26 千葉県　 フライパンが一回で綺麗にならない。
51 千葉県　 プラスチックやシリコンの製品の油汚れがもっとすっきり取れる台所用洗剤が欲しいなあと思います。
41 東京都　 ボトルがもっとおしゃれになってほしい。特に台所用は来客の目にもはいるし。
31 東京都　 ボトルが不安定で、シンクの端からよく転がり落ちるのが困りものです。
52 兵庫県　 ボトルの下部が小さいと安定感がなく、倒れて不便だった。

64 埼玉県　
ボトルの形状が縦長なので、対面キッチンでシンクの上の水道脇に置くと、リビング側から洗剤が見えてし
まい恰好が悪い。もっと丈の短いずんぐり型のボトルだと対面から見えず美観だと思う。

30 岐阜県　 ボトル容器の安定性が悪いものがある。 倒れにくい構造にしてもらいたい。
36 広島県　 マジカ油汚れがスッキリ落とせていいけど、ベタツキが気になります36 広島県　 マジカ油汚れがスッキリ落とせていいけど、ベタツキが気になります
31 兵庫県　 マックスバリューの食器用洗剤でロックがかからない(中栓がない)のは不便だと思う。
55 佐賀県　 ミキサーの刃が邪魔で、取り出しづらい。
27 兵庫県　 もう少し泡立ちが長続きしてほしい joy
42 大阪府　 もう少し油とれたらいい
48 兵庫県　 もっと魚の臭いが落ちたらいいのに！！
59 神奈川県　もっと薄い台所洗剤があれば、そのままスポンジに付けて洗えるて手に優しい。
37 大阪府　 もっと油汚れが取れればいいのに
62 東京都　 ライオンの「チャ-ミ-クイック」を愛用しております。もう少し量が多いと 嬉しいのですが・・・。
55 東京都　 レンジフードの油汚れがすっきりするスプレーひと吹き、あったらなー55 東京都　 レンジフードの油汚れがすっきりするスプレーひと吹き、あったらなー
63 滋賀県　 レンジ周りのしつこい油汚れを簡単に落とせる洗剤。なかなか見当たりません。

37 東京都　
レンジ周りの掃除の際に効率よく落とせるフキンやスポンジがスプレー洗剤についてたりすると手がよごれ
なくてたすかるのに。。

39 愛知県　 ワンプッシュ(片手)で使いたい。
47 大阪府　 ワンプッシュで、適量が出れば嬉しい。キャップに移し替えるのが面倒。
40 千葉県　 ワンプッシュで適量が測れると便利だと思います
37 神奈川県　ワンプッシュで適量出る洗剤がほしい
46 静岡県　 ワンプッシュで必要量が出せたらいい。46 静岡県　 ワンプッシュで必要量が出せたらいい。

63 千葉県　
旭化成から発売されているフロッシュが手にやさしいのはいいのですがもう少しとろみを緩くしてくれれば
いいな。

50 大阪府　 液体クレンザーが固まって出にくくなる。
52 東京都　 液体クレンザーが分離する。

40 宮城県　
液体ハイターを使うとキャップで図るのですが、どうしてもそのあとに手ににおいが付いたり、ボトルに液垂
れするのが困ります。

50 千葉県　 液体食器洗剤を食洗機に入れる際、キレが悪くキャップに残りガビガビになってくるのが嫌。
42 兵庫県　 汚れ落ちがいいとべたつきが気になるので、もっとさっぱり汚れが落ちたらいいと思う。
36 熊本県　 汚れ落ちがよくて、環境や肌にもいい洗剤が増えるといい36 熊本県　 汚れ落ちがよくて、環境や肌にもいい洗剤が増えるといい
29 東京都　 汚れ落ちが良いのに、手荒れしない洗剤が理想です。
37 埼玉県　 汚れ落ちが良くて、いい香りがしたらと思います。

39 東京都　
欧米のような環境に配慮して食器洗い洗剤が、先進国なのに日本に少な過ぎるとママ友の間で話題に
なっています。良い製品を見つけては皆で試しています。
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43 埼玉県　 花王・キュキュットの台所用洗剤の口がもっと開けやすかったいいのにと思います。
67 神奈川県　花王の「キュキュット」の容器は下が細く安定感が無し

58 神奈川県　
花王のキッチンハイターはどんな汚れにも適応して便利に使用していますが、容器の口が大きく、細い場
所や少量使用したい時に大量に出すぎてしまうので不便です。ボトルの口を改善してほしいです

37 兵庫県　
花王の食卓クイックルスプレーを毎日使っていますが、すぐなくなる為もう少し大きなサイズがあればと、い
つも思っています。 近所のスーパーで、この商品を取り扱っている店舗が少ない為もっと手軽に買えたら
と思っています。と思っています。

64 神奈川県　
花王株式会社製品「キッチンハイタ－」でキャップが手の力が弱い為、まわし難いので少し突起があると良
いと思います。

42 千葉県　 蓋を開けてスポンジに出すでは無くて押したら出るが良いかな

44 埼玉県　
環境にいい台所用洗剤を使ってみたら、やはり落ちが悪く、洗った後も食器がキュキュッとしない。結局、よ
くＣＭしている商品で洗い直すはめになった。

49 東京都　 環境に良いとされている物が、油汚れを落とし切れ無いのがジレンマ。

34 千葉県　
環境の事を考えエコ洗剤を使用したいのですが、以前使用したエコ洗剤は泡立ちが悪く汚れがきちんと落
ちなかったので、出来ればもう少し泡立ちが良く汚れがきちんと落ちてくれたらなぁ・・・と思います。

54 千葉県　 簡単にスポンジに洗剤をつけられたら良いのに54 千葉県　 簡単にスポンジに洗剤をつけられたら良いのに
51 東京都　 気温が低くなると何度洗っても洗剤だけでは油汚れが全然落ない。
33 神奈川県　気持ちよく泡立ちがほしい。 地球に優しいうえに少量で済む洗剤が生まれればいいな。

45 千葉県　
詰め替え用を使用するようにしているが、詰め替えを続けると元の容器から液体が出にくくなる（台所用洗
剤）

52 東京都　
詰め替え用台所洗剤を使っているのですが、袋詰め(ボトルではない)のものは全量入れ替えなくてはなら
ないので不便です。中身がこぼれない口になっていると良いのに。

48 兵庫県　 魚の臭いがもっと落ちる洗剤が欲しい！！
70 東京都　 今、各社ＣＭで氷水でもとかベロンとか言っていますがこんな洗剤の落ち方を見た事がありません。
45 東京都　 最近香りが強すぎるものが多いので、無香料のものがほしい。 （とくに食器用洗剤）

35 東京都　
最後にスポンジを洗ってから、また洗剤をつけて除菌するのが面倒。洗いっぱなしで除菌できればよいの
にと思います。

38 大阪府　
使った後のスポンジ類をどうしたらいいのか悩んでいます。カビが生えたら困るし、使わない時は邪魔だ
し。

62 東京都　 自然に優しいと（やしのみせっけん）を使っていますが、泡立ちがないので落ちているか良くわかりません。

46 大阪府　

主に花王のキュキュットのシリーズを使っています。冬はハンドビューティを使って手荒れを防いでいます。
といっても肌に優しいというだけで潤う成分はもちろん入っていないので全く手荒れしないわけではなりま
せん。洗浄力が弱いものはたくさん洗剤を出してしまい結果肌がかさつくこともあります。直接洗剤をかけ
たいシーンはあまりないのでポンプ式で泡になって出てくるものがあったらいいのにと思います。肌と環境
にやさしいフロッシュも試しましたが洗浄力やすすぎの悪さで気に入りませんでした。肌荒れしない洗浄力にやさしいフロッシュも試しましたが洗浄力やすすぎの悪さで気に入りませんでした。肌荒れしない洗浄力
のあるすすぎの楽な洗剤があったらうれしいです。

55 愛知県　 手がかぶれやいので手にやさしい台所洗剤があれば助かります。
60 愛知県　 手が荒れない台所洗剤があるとよいです。

56 福岡県　
手に付いたヌルヌルが早く濯げる食器洗い洗剤や野菜や果物も安心して洗える洗剤があったら良いと思い
ます。

35 和歌山県　手に優しい洗剤を使いたいです。台所用洗剤もポンプタイプがいいです。
48 東京都　 手軽に使える漂白剤
69 東京都　 手荒れしない、油汚れも簡単におちる台所洗剤
57 大阪府　 縦長の台所洗剤の形が多いと思います倒れやすいのでもう少しドッシリした形でもいいように思う57 大阪府　 縦長の台所洗剤の形が多いと思います倒れやすいのでもう少しドッシリした形でもいいように思う
25 千葉県　 少しだけ洗い物をしたいときも、勢いよく洗剤がでてしまう
38 神奈川県　少しの泡でも、脂分がもっと良く落ちるキッチン洗剤が欲しいと思います。
47 大阪府　 少しの量で完璧に油がおちたらいいのに   と思います
68 宮城県　 少量で、油の汚れが簡単に落とせるような洗剤を希望します。
41 埼玉県　 植物油脂の食器用洗剤の泡立ち・汚れ落ちが悪く、かなりの量を使ってしまう
36 大阪府　 食器を洗うときスポンジの泡立ちが悪い
26 京都府　 食器を洗うと手荒れをするので、保湿効果がある洗剤があれば良いなっと思います。
50 神奈川県　食器を洗っている途中で、スポンジに洗剤を足したい時、片手でできたら便利だと思う。

47 福岡県　
食器を洗っている途中にスポンジに洗剤を足したい時、片手でできると便利がいいので、市販のポンプボト

47 福岡県　
食器を洗っている途中にスポンジに洗剤を足したい時、片手でできると便利がいいので、市販のポンプボト
ルに詰め替えて使っています。 ポンプ式か他の方式で、片手でできる方法を提案してほしいです。

36 千葉県　 食器洗いのフロッシュがもっと泡立ちがよかったらいいのに。。。
56 神奈川県　食器洗いの洗剤がいまいち もっと使いやすいのはないか？
21 神奈川県　食器洗いの洗剤がてが荒い、確か油がすっきりとれました・・・
33 兵庫県　 食器洗いの洗剤について、よく食器を割ることが多いので、滑らない洗剤があれば嬉しいです。
43 東京都　 食器洗い洗剤　泡切れが悪い

35 千葉県　
食器洗い洗剤、ついつい必要以上に出してあわあわにしてしまうので、適量でるものがあればいいと思い
ます。

40 愛知県　 食器洗い洗剤、口のところが使っているうちに固まりができる。汚くなる。



年齢 都道府県
日ごろ使っている台所用洗剤で、使いにくい、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きくだ
さい（分かれば商品名も）

37 神奈川県　食器洗い洗剤。少しの量でちゃんと落ちるのに一回押すとたくさん出てしまって不経済。
37 東京都　 食器洗い洗剤がセンサーだったら衛生的
59 東京都　 食器洗い洗剤では泡立つものが好みですが、あまりにもツルツル滑る製品があるので少し不便です。
46 東京都　 食器洗い洗剤で除菌のもののフルーツの香りつきのものがほしい。
45 神奈川県　食器洗い洗剤のふたを閉めるのが面倒なので、自動でしまる容器があればいいと思います
37 大阪府　 食器洗い洗剤のボトルが倒れやすい、滑って持ちにくい
38 千葉県　 食器洗い洗剤の泡立ちが、もう少し長くたくさん洗えるまで続けば良いと思います。

50 大阪府　
食器洗い洗剤の容器が白くて、透明でないので、残量が解りにくい。せめて半透明なら残量がわかるのに

50 大阪府　
食器洗い洗剤の容器が白くて、透明でないので、残量が解りにくい。せめて半透明なら残量がわかるのに
と思う。

42 埼玉県　 食器洗い洗剤は、ポンプ危機に入れ換えてます。ポンプ式を売ってほしい。
46 大阪府　 食器洗い洗剤も ハンドソープのように泡ででくるものがあればどうかなとおもいます。
43 愛知県　 食器洗い洗剤も詰替え用があるといいのに

41 愛知県　
食器洗い洗浄機用の洗剤は液体も粉も両方つかったことがあり、いろんなものを使いましたが汚れ落ちが
悪いです！ 結局、自分で洗ったほうが良いって感じで使えないです！！ ちゃんと汚れが落ちるものが良
いですね☆

42 東京都　 食器洗い用の洗剤が、詰め替えにくい。
29 東京都　 食器洗い用洗剤が、ポンプ式のものが増えればいいのになと思います。

43 神奈川県　
食器洗い用洗剤は、泡状のハンドソープのように、プッシュ式で濃い泡状で出る商品なら、泡だてる必要も
なく汚れも落ちやすいのではないかと思う

43 神奈川県　
なく汚れも落ちやすいのではないかと思う

48 東京都　
食器洗い用洗剤を洗っている途中でスポンジにつける時ポンプ式だったらオスだけなのでよいと思いま
す。

45 兵庫県　 食器洗乾燥機。いつのまにか庫内の汚れてしまうのが気になるし、掃除も大変。

51 大阪府　
食器洗剤スリムでおしゃれな容器が多いんですが下が細いと安定感がなくメッシュカゴの中でよく転んでま
す

39 東京都　 食器洗剤で、こすぎて、ポンプの口にかたまる。

51 東京都　
食器洗剤で、手にやさしい　との謳い文句がありますが、これから到来する冬場に向け洗剤荒れが気掛か
りです。本末転倒の要望ですが、保湿剤や手荒れ防止の成分が入った台所洗剤を発売して欲しいです。
（手荒れ防止のためのゴム手袋は作業性と管理が大変なので、限りなく使いたくないです。）

41 岡山県　
食器洗剤ですがイチイチ蓋を開けるのが面倒なので横に倒れても 洗剤がこぼれない容器を開発してほし

41 岡山県　
食器洗剤ですがイチイチ蓋を開けるのが面倒なので横に倒れても 洗剤がこぼれない容器を開発してほし
いです

65 京都府　 食器洗剤と食洗機洗剤が１つになればいい
53 大阪府　 食器洗剤のグリルパンの油のぬめぬめがなかなか落ちない
37 東京都　 食器洗剤のボトルがポンプ式なら楽なのに。
22 東京都　 食器洗剤の詰め替えがボトルに入りきらない時がある
47 神奈川県　食器洗剤の詰め替えが面倒。 元々のボトルがもう少し大きな物だったら良いと思う。
52 大阪府　 食器洗剤の詰め替えは蓋で替えることができればいいなと思う。
42 東京都　 食器洗剤の詰め替え用　パウチパックにしたらもっとエコになるのになと思います。

57 東京都　
食器洗剤の詰め替え用の容器の口を尖らせたら使いやすいと思います。 母が高齢の為詰め替えの時こ
ぼしてしまいます。

38 福岡県　 食器洗剤の泡切れがよくなってほしい38 福岡県　 食器洗剤の泡切れがよくなってほしい

25 愛知県　
食器洗剤の容器。蓋でとじるタイプなのだが、めんどくさくていつも開けっ放しにしている。ポンプ式があれ
ば便利だなと思う。

41 大阪府　
食器洗剤の容器がもっとシンプルでおしゃれだったら。 洗濯洗剤がドロッとしてて、切れがわるい。分量的
にはどうなのか？

43 大阪府　 食器洗剤の容器が使いづらいので、私はポンプ式のハンドソープの空容器に入れ替えて使っています。
35 東京都　 食器洗剤も1回の分量が1プッシュで出ると便利だと思う。 つい、使い過ぎてしまうので・・・。
62 大阪府　 食器洗剤もワンプッシュの容器があれば便利です
46 愛知県　 食器洗剤をもっと工夫してほしい
27 静岡県　 食器洗剤を一々持って蓋を開けずに出せたら楽だなーと、思います
37 兵庫県　 食器洗剤を使用後、しっかりとフタが閉まらない37 兵庫県　 食器洗剤を使用後、しっかりとフタが閉まらない
67 兵庫県　 食器洗剤を出した後の液だれがするのでいつももったいないと思います。
58 静岡県　 食器洗浄機の洗剤、洗濯みたいに人るをポッと入れればいいのがあれば、図らなくてもいいし、楽
33 大阪府　 食器洗濯機の洗剤が粉ですが、溶けずに残っていることがあり不安（ＪＯＹ）

38 埼玉県　
食器用の洗剤を使用するとき思った以上に量を使ってしまったり途中で継ぎ足さなくてはいけなくなる。
使ってるスポンジによって泡立ちが違ったり使用量が増えたりしてしまうのでどうにかしてほしい

31 東京都　 食器用洗剤、濃密なのはいいけれど、注ぎ口がかたまってしまう（アナをふさぐ）
39 東京都　 食器用洗剤、油汚れへの強さと手肌へのやさしさが両立しているといいと思います。
31 神奈川県　食器用洗剤が、自動で出るものがあるといいのにといつも思っています。
43 埼玉県　 食器用洗剤がいつもハンドソープのように泡で出てきたらいいなと思います。
31 岡山県　 食器用洗剤が使い心地が悪い
31 東京都　 食器用洗剤で、茶渋などの汚れが付きにくく、落とし易いものがあれば嬉しい。31 東京都　 食器用洗剤で、茶渋などの汚れが付きにくく、落とし易いものがあれば嬉しい。

31 愛知県　
食器用洗剤でお皿などの汚れは落ちるんですがスポンジ自体の汚れが染み付いて取れないところがイヤ
で、食器用洗剤でスポンジもしっかり洗ってるうちに汚れが落ちるといいなぁと思います。

42 兵庫県　
食器用洗剤ですが、ハインツのケチャップのように、下にしたところから液体が出れば楽なのにって思いま
す

36 兵庫県　 食器用洗剤のボトルは透明がいい。 JOYの白いボトル
30 群馬県　 食器用洗剤の液垂れ

44 兵庫県　
食器用洗剤の詰め替えが面倒。キャップをクルクル回して洗剤入れてまた締める。入れ替えたあとは容器
がヌルヌルするので洗わないといけないし…。この手間がどうにかなったらなぁといつも思います。

36 大阪府　 食器用洗剤の口に洗剤がつきやすく、べたべたしてしまうこと。
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日ごろ使っている台所用洗剤で、使いにくい、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きくだ
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42 東京都　
食器用洗剤の出し口に洗剤の固まりが出来てしまうことが気になるのでいろいろな形を使ってみたけどど
れも変わらないのが何とかなれば良いのにと思います。

54 東京都　
食器用洗剤の容器が、もう少し使いやすいと良いと思います。濡れた手で使う物なので、簡単にスポンジ
出せるようだと良いなぁといつも思っています。

37 熊本県　 食器用洗剤の容器がプッシュ式だったらよいのにと思う。
53 神奈川県　食器用洗剤の容器は、シャンプーのようにポンプ式の容器が使いやすいと思います。
46 神奈川県　食器用洗剤の容器をプッシュして出すようになったらいいなと思いました。46 神奈川県　食器用洗剤の容器をプッシュして出すようになったらいいなと思いました。
36 愛知県　 食器用洗剤の容量をもっと大きくしてほしい 大家族なのですぐになくなります
41 東京都　 食器用洗剤は、どうしても肌が荒れる・・・

44 東京都　
食器用洗剤は、ポンプタイプでないと、一度洗剤を持ってスポンジにつけるという2工程入るのはめんどくさ
い。

42 東京都　
食器用洗剤はポンプ式の方が使いやすいと思う。ワンプッシュで適量でるような商品が増えればいいの
に。

56 東京都　
食器用洗剤をスポンジに付ける時、ボトル本体を持たずに、置いたまま上からプッシュして洗剤液が出てく
ると使いやすい。

53 愛知県　 食器用洗剤を使うとき、手洗い石けんみたいにポンプ式で自動で出たりするのがあると便利ですね・・・53 愛知県　 食器用洗剤を使うとき、手洗い石けんみたいにポンプ式で自動で出たりするのがあると便利ですね・・・

35 兵庫県　
食事をしたあと片づける時間も水につける時間もなかったときの固まった汚れがもっととれるといいとお
もった

29 大阪府　 食洗の洗剤の入れ物。もっとおしゃれな方がいいなあ。。。 って思います。

59 埼玉県　
食洗器用の洗剤で、粉末のもの。保管方法によってなのか、固まってしまう。また、詰め替え容器のふた
が、すぐにこわれてします。

58 静岡県　 食洗機の洗剤も洗濯洗剤みたいにジェルで一つをポンと入れ込むかんじがいい
40 兵庫県　 食洗機洗剤の詰め替えや置き場が不便
40 兵庫県　 食洗機用の液体洗剤の種類が少ない。粉タイプは食器に傷がつくように感じられる。
30 東京都　 食洗機用の洗剤、もっとにおいがきつくないといい。
39 大阪府　 食洗機用の洗剤が、ジェルボールみたいに量が決まっていてぽんと入れられると便利。
30 大阪府　 食洗機用の洗剤が、湿気が 多いシーズン固まりになってしまい、困ります。
41 神奈川県　食洗機用の洗剤に無添加ができればいいのに…。子供がいるので心配です。
47 静岡県　 水で薄めて使える希釈タイプの台所用洗剤があったら良いと思います。

29 神奈川県　

生活感のあるパッケージが嫌、いっそ無地の白のボトルに黒のキャップで販売してくれたらいいのに。表示
のシールは必須だと思うので、はがしやすくor底面に表記してくれれば尚よし！  食器洗い用のスポンジ
と、フライパンなど用のスポンジ分けて使っている人も多いと思うので、同じように、フライパン専用の油落
ちに特化した洗剤が欲しい。

63 熊本県　 洗い物した後、シンクが水垢できれいになりません。簡単に取れる洗剤があると助かります。
41 滋賀県　 洗い物で手が潤えばいいのに。41 滋賀県　 洗い物で手が潤えばいいのに。

36 神奈川県　

洗剤とスポンジがセットになってたらいいのにと思う。食洗機があるので、あまり洗剤は使わないから洗う
ならちょっとしたもの。スポンジがそのままついてたら逆さにして洗うだけ。かえのスポンジが市販のもので
代用できたらもっといいです。後は台所洗剤って結構シミ抜きに使ったりするので、シミ抜きブラシが着いて
たらいいなあっと思います。

41 岡山県　
洗剤のジフ。  使用後ふたをしめるのですが、白い洗剤が蓋の周りについて 次に使うときになかなか蓋が
開かないこと。 液タレしないようにして欲しい

57 福岡県　
洗剤を入れて　流しの内側に吸盤のようなもので付けておき、使う時は横に押せばよいような液体洗剤の
入れ物があればと思う。

40 東京都　
洗剤容器が、蓋つきのは、使いずらいです。いちいち蓋をあけなくちゃいけないので。 手を洗う泡のハンド

40 東京都　
ソープみたいに、台所洗剤であってもいいと思います。

71 兵庫県　 洗浄力が強くて便利だが手の汚れや脂分までしっかり取れすぎるのがちょっと難点。（ジフ）
44 東京都　 洗濯のように台所用洗剤ももっといい香りのがあればいいのに

55 東京都　
洗濯洗剤にはかつてのようにいきよいよく泡立つタイプは少なくなってきてすすぎの回数や時間が減ってき
たと思いますが、台所洗剤ではいまだに泡立ちがよすぎるものが多くてゆすぐのに水と時間を使います。
汚れはよく落ちて、ゆすぐ手間がかからない台所の食器用洗剤が開発されるとよいと思います。

58 神奈川県　洗濯用は別にしても、台所用は威勢よく出るのではなく霧じょうに出ると食器に満遍なく行き届くのでは
48 埼玉県　 台所スポンジがすぐ ボロボロに スコッチ
68 東京都　 台所のシンクなどでの水垢を落とすのに苦労しています。簡単に落とせる商品は無いのでしょうか。

台所のシンクの汚れを取る洗剤はどれもなかなか落ちないこと。さっぱりきれいに汚れが落ちる洗剤があ
38 青森県　

台所のシンクの汚れを取る洗剤はどれもなかなか落ちないこと。さっぱりきれいに汚れが落ちる洗剤があ
るとうれしいです。

60 千葉県　
台所のステンレス用に重曹洗剤を使っていますが固まりやすいのが難点、液体的なものがないのでしょう
か

52 愛知県　
台所の食器洗剤を薄めて使っています。薄まり方が一定にならないので、ボトルに目盛があるといいのに
と思っています。

40 京都府　
台所の食器用洗剤はポンプ式の物を見かけないですよね？ １回分の適量が出せるので、絶対便利だと思
います！！ 私はいつもポンプ式容器に詰め替えて使っています。



年齢 都道府県
日ごろ使っている台所用洗剤で、使いにくい、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きくだ
さい（分かれば商品名も）

34 石川県　 台所の食器用洗剤を出しすぎてしまう事があるのでワンプッシュで適量が出るものがあってもいいなと思う
61 東京都　 台所の洗剤、いつも口から液だれ、特にクレンザーなど白い液体が注ぎ口の周りについてしまう。

51 兵庫県　
台所の洗剤、洗いながら使うので、入れ物がボトルタイプでなく、ハンドソープのようにプッシュ式なら便利
なのに、どこも扱っていない

54 大阪府　 台所の洗剤の詰め替え用が洗濯洗剤の様な詰め替え容器なら嵩にならないのにと思います。
33 兵庫県　 台所の洗剤は毎日使うので手が荒れないものを選ぶようにしているが、そういう洗剤は値段が高い。

27 神奈川県　
台所の洗剤使ってると垂れてきて、周りがベトベトになる… あと、出口のところに洗剤の固まりができてし
まう。

27 神奈川県　
まう。

50 埼玉県　 台所の油汚れが落ちにくい時がある
57 東京都　 台所は、プッシュボトルの方が便利だと思うのに、なかなか無い。

59 青森県　
台所はキュキュットですが気に入って使っています。洗濯用はアリエールです。これはすすぎ１回の物です
が、２回にして使っています。どう考えても１回のすすぎでは綺麗になっているとは思えないです。大きな不
満は無しです。

69 広島県　
台所液体洗剤の石鹸系のものは洗剤出口が固まってしまいます。出が悪くなり力を掛けると細長く固まり
かけたものが出ますが、また繰り返します。スムースに使い続けたいです。

43 神奈川県　
台所洗剤　残りが少なくなると頭が重くなってすぐに転ぶいらいらする。 洗濯洗剤　泥汚れが落ちるわけな
い。CMで威張りすぎ

35 神奈川県　台所洗剤！１回にたくさん使ってしまうので、容器を変更してもらいたいです。35 神奈川県　台所洗剤！１回にたくさん使ってしまうので、容器を変更してもらいたいです。

38 東京都　
台所洗剤、ちょっとだけ出したいのにいつもいっぱい出ちゃう。泡だらけになるし、もったいない。少量出す
場合とちょっと多めに出す場合。段階があったら便利だな。

40 千葉県　 台所洗剤、手に持たずにスポンジに出せるとラク。
68 大阪府　 台所洗剤、手洗いするブッシュするのであれば、いいと思う
66 東京都　 台所洗剤、濃度が濃いので、濃度の薄いタイプも販売してほしい。
47 兵庫県　 台所洗剤・・・結構押さなければ出てこないので、思った以上に出てしまう
65 兵庫県　 台所洗剤JOY W除菌を使っているが、残量が見えないので見えるようにして欲しい。
40 東京都　 台所洗剤がポンプ式だとよい
43 広島県　 台所洗剤がワンプッシュ式だったらいいな　と思います。

台所洗剤が一番洋服のしみをとる。どうして洗濯洗剤できれいにとれないの？しかも夏場はよく汗もかくの
47 大阪府　

台所洗剤が一番洋服のしみをとる。どうして洗濯洗剤できれいにとれないの？しかも夏場はよく汗もかくの
で知らない間に黄ばむこともある。大不満！

42 東京都　 台所洗剤が最後の方になると（洗剤の量が少なると）出てくるのに時間がかかって不便に感じる
42 福岡県　 台所洗剤が垂れて容器がべとべとになるので、1滴ずつ洗剤が出る容器があるといいなぁ～
64 京都府　 台所洗剤で、ハンドソープが兼用できると、とても便利になると思う。

35 神奈川県　

台所洗剤で、最近のは食器や鍋についた油汚れはフッ素加工の鍋と相まって簡単に汚れ落ちができるよ
うになってますが（現在食器洗いに愛用しているのは、キュキュットの台所洗剤です）、魚を焼いたあとの魚
焼き器の網についた汚れだけはどの洗剤を使ってもなかなか落ちません（その汚れ落ちに効果ありと耳に
する中性洗剤の台所マジックリンを使用しても落ちません）。これがするっと落ちるような洗剤があったらい
いなあといつも思います。

59 東京都　 台所洗剤で、全体的に、もっと細いものがあったら、シンクラックに楽に入るのに　と思っています。59 東京都　 台所洗剤で、全体的に、もっと細いものがあったら、シンクラックに楽に入るのに　と思っています。

51 茨城県　
台所洗剤ですが、濃縮タイプを充分泡立てないと液体がぬるぬるしてお皿などが滑ってします。サラサラ液
体だといいと思います。

40 神奈川県　
台所洗剤でたまに食器に卵や牛乳の匂いが残ってしまうときがあり洗いなおします。私の洗い方が雑なの
かもしれませんがさっと洗っただけで匂いも汚れもとれたらうれしいなとおもいます。

35 大阪府　 台所洗剤でポンプ式にしてほしいです。
32 福岡県　 台所洗剤でもセンサー式の泡がでてくればいいのに。。
65 兵庫県　 台所洗剤のJOYを使っているが、残量がわかりにくい。

70 石川県　
台所洗剤のキャップ付近がすぐに洗剤でベトベトになってしまうことです。 洗うと洗剤の成分で泡だってし
まい、キレイに使えるといいなと思うことがあります。

40 神奈川県　台所洗剤のキュキュットが油が一番よく落ちます。他の洗剤だとタッパの油がしっかり取れず困ってます。40 神奈川県　台所洗剤のキュキュットが油が一番よく落ちます。他の洗剤だとタッパの油がしっかり取れず困ってます。

29 兵庫県　
台所洗剤のジョイは油汚れは落としやすいのですが、茶渋が取れにくいので、洗浄力がもっとあればあり
がたいです。

54 東京都　 台所洗剤のふたが片手であけづらい
37 千葉県　 台所洗剤のボトルが液ダレして不便。キレをよくして欲しいです。

38 埼玉県　
台所洗剤のマジカですが、油汚れは落ちますが。界面活性剤が強いのか、手がガサガサになったり湿疹
みたいになるので、もう少し手に優しい素材で作ってくれたら良いのになと思います。

36 東京都　 台所洗剤の引っ張って開けるのがとても不便です。ワンアクションで出せるようにして欲しい。
43 神奈川県　台所洗剤の液だれが気になります。
55 埼玉県　 台所洗剤の液垂れ。置いてあるところの下がベタベタになります。（ほとんどすべての商品）
55 神奈川県　台所洗剤の液体使用量が適量です。すぐ無くなる。ワンプシュで適量になる工夫が欲しい55 神奈川県　台所洗剤の液体使用量が適量です。すぐ無くなる。ワンプシュで適量になる工夫が欲しい
64 兵庫県　 台所洗剤の詰め替えの種類（どの品にもあるわけでない）が少ないと思う
32 大阪府　 台所洗剤の詰替用の容器もボトルでなく薄いプラスチックならいいのに！
48 東京都　 台所洗剤の残量が少なくなると、ボトルが倒れやすい！いちいち起こすのがイラッとする。
48 神奈川県　台所洗剤の新しい商品を買う時、実際に香りが分かるようにしてあればいいのに。

34 千葉県　
台所洗剤の適量が未だにわからず…つけ過ぎ？直ぐなくなる為、1回の使用量がわかるメジャーカップの様
なものが蓋になっていれば嬉しい。

43 兵庫県　 台所洗剤の濃縮タイプがかぶれやすい。
33 埼玉県　 台所洗剤の泡立ちが悪い
32 東京都　 台所洗剤の容器がポンプ式になってくれたらいいなぁとよく思います。あまり見かけないので…



年齢 都道府県
日ごろ使っている台所用洗剤で、使いにくい、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きくだ
さい（分かれば商品名も）

56 東京都　 台所洗剤は、原液を使うと手が荒れるので、薄めて使うので、薄めずにつかえ、洗浄力もあるmのが良い。
44 福岡県　 台所洗剤は、濃縮すぎて液が固まるので固まらないような容器にしてほしい
32 滋賀県　 台所洗剤は、油汚れへの強さと手肌へのやさしさを両立してくれたものが欲しい
49 大阪府　 台所洗剤はハンドソープの入れ物のようにプッシュ式になってると使いやすいと思います。

台所洗剤は液体が垂れることがありボトルがべたべたになってしまうので、液垂れしないく工夫があるとい
63 東京都　

台所洗剤は液体が垂れることがありボトルがべたべたになってしまうので、液垂れしないく工夫があるとい
い。

57 千葉県　 台所洗剤は詰め替えるときに、ボトルの口が小さくて入れにくい。ボトルの口を大きくしてほしい。
58 兵庫県　 台所洗剤は濃すぎて、泡だらけになりなかなかすすげない。

45 東京都　
台所洗剤は容器をひっくり返して押して出す方法は面倒。自動でスポンジをかざすと 適量が出てくるタイプ
はないのでしょうか。あったら便利です。

64 広島県　 台所洗剤は量を計ることはありませんが、基準があるんでしょうか。
57 埼玉県　 台所洗剤もプッシュ型があるといい
40 香川県　 台所洗剤もポンプ式があったらいいなと思う
34 大阪府　 台所洗剤もポンプ式ならいいのにと思い今は自分で入れ替えてます。34 大阪府　 台所洗剤もポンプ式ならいいのにと思い今は自分で入れ替えてます。
63 大阪府　 台所洗剤も泡で出てくると、使いやすいと思います。
53 北海道　 台所洗剤ワンタッチで出ると楽だなぁ

35 埼玉県　
台所洗剤を使うとき、ついでに手も洗うが、ベタベタがよく洗っても落ちない。もう少し手洗いでもさっぱり使
えるといい。

44 静岡県　 台所洗剤を多めに使いすぎる。一回分の分量だけ使えるようになればいいな。
35 岡山県　 台所洗剤を補充するとき、どうしてもべたべたとこぼれてしまうのは、どうしようもないのですかね…
68 大阪府　 台所潜在はもっと泡切れがよければよいのにと思う
51 埼玉県　 台所用、出すところの口、上下するところが、出になっているが、時間がたつと下がっている。
39 岡山県　 台所用、焦げ付きがとれない39 岡山県　 台所用、焦げ付きがとれない
37 鹿児島県　台所用、洗濯用ともに最近の商品は香りが強すぎて、スーパーの売り場を通過するのも息苦しいです。
34 兵庫県　 台所用、油が多いと落ちにくいのが不便に感じる。
42 大阪府　 台所用…油ギレ、すすぎがサッパリしない。
66 兵庫県　 台所用キュキュット使用時シャンプー容器のように押すだけで1回分が出てくると良い。

49 神奈川県　
台所用のハイターのにおいがつんとするので苦手です。フローラルやフルーツの香りがあればいいのにと
思います。

47 大阪府　
台所用の液体漂白剤はキャップを使用して容量を測るのですが、後、キャップまわりに液体が固まってパリ
パリになるのが、とっても嫌です。
台所用の食器洗剤はつい出し過ぎてしまって使いすぎてしまう。さらに、詰め替えていくうちに容器がへこ

34 千葉県　
台所用の食器洗剤はつい出し過ぎてしまって使いすぎてしまう。さらに、詰め替えていくうちに容器がへこ
んできて出しにくくなるため、ワンプッシュ(シャンプー)にならないのかなと思う。

43 大阪府　 台所用の洗剤がシンクに落ちてお湯を使ってたら泡ぶくになったことがある。漏れない仕組みが欲しい
40 神奈川県　台所用の洗剤がもっとさらっとしていてほしい
54 兵庫県　 台所用の洗剤でどうしても手が荒れがちになる。

33 兵庫県　
台所用の洗剤にフックがついてればかけておいてめんどくさがりなわたしでもすぐ掃除出来るようになるの
にと思います。

30 愛媛県　 台所用の洗剤のボトルがそのままシンクにくっついてくれるといいのに、スポンジも同様に。
35 愛知県　 台所用の洗剤の香りが弱くて、スポンジに食品のニオイが残るのがイヤだなと思っています。

台所用の洗剤はスポンジの中に残るのが残念ですね。専用のスポンジで泡切れの良いのがあれば最高。
66 千葉県　

台所用の洗剤はスポンジの中に残るのが残念ですね。専用のスポンジで泡切れの良いのがあれば最高。
又、お風呂用洗剤は水で流すだけで大丈夫なのが欲しい。

47 千葉県　 台所用の洗剤は容器が全部プッシュ式だったらいいのに

64 神奈川県　
台所用の洗剤を入れ替えで使用していますが、１回目の入れ替えなのに、ポンプの調子が悪く、ふたを外
して使っています。

43 神奈川県　台所用の漂白剤がふたではかると手についたりするので、もっと使いやすくはかりやすくなるといい。
28 兵庫県　 台所用の油汚れ用洗剤 もっと効き目のあるのがでてほしい
60 兵庫県　 台所用は　使いやすい容器が欲しい

48 神奈川県　
台所用は、時々ジョイをつかうのですが、手が荒れる事があります。手袋は違和感があり、使いません。
洗濯用は、おしゃれ着洗いのアクロンをよく使いますが、すぐ無くなってしまいます。もう少し大きいタイプを48 神奈川県　洗濯用は、おしゃれ着洗いのアクロンをよく使いますが、すぐ無くなってしまいます。もう少し大きいタイプを
発売するか、大きいと重いので濃縮タイプを発売してもらえると嬉しいです。

31 東京都　
台所用は汚れ落ちが強力な商品に限って、手荒れがひどい。落ち方はそのままに手に優しい商品が欲し
い。

30 千葉県　 台所用は香りが強いと食材の匂いと混ざって気分が悪くなることがあります。控えめにしてほしいです

43 兵庫県　
台所用は手荒れがひどいため、市販の洗剤が使えず台所用石鹸を利用していますが、汚れがあまり落な
いので手荒れにも優しい洗剤を作ってほしい。

50 大阪府　 台所用もワンプッシュで泡立つのがいいです。



年齢 都道府県
日ごろ使っている台所用洗剤で、使いにくい、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きくだ
さい（分かれば商品名も）

35 東京都　
台所用液体洗剤容器がつまってでてこなくなり使いづらい。 食洗機用の粉洗剤容器がボトル型が売って
いない。（前はあった）箱型は場所をとるから使いたくない。詰め替え時に粉が舞って吸い込んでしまう。 健
康にとても悪い。

60 東京都　 台所用食器洗剤、一つの商品に対して香りの種類が多すぎて、無駄な気がします。

37 福島県　
台所用食器用洗剤にポンプタイプがないのはなぜなのか、ずっと疑問です。詰め替え用を100均のポンプ容
器に詰め替えて使っています。

53 鹿児島県　台所用石けんなのですが、泡立ちが少ないので多めに使用してしまう。
51 兵庫県　 台所用洗剤　洗剤の付いた手で持つと、滑ることがある。
37 愛知県　 台所用洗剤(詰替)が入れにくくこぼれそうになるので先を尖らせるなどしてほしい。
41 兵庫県　 台所用洗剤，洗剤のにおいが強すぎる(嫌なにおいではないが，手についたにおいが取れない)
27 東京都　 台所用洗剤、油が多いのか、すごくすべる、コップ落として割ったり、ヒビを入れてしまう。。。
34 茨城県　 台所用洗剤、油汚れが一度に落ちないのが不便です。34 茨城県　 台所用洗剤、油汚れが一度に落ちないのが不便です。
58 神奈川県　台所用洗剤。プッシュ式１回分量が決まっていると使い過ぎが防げてよいのに。
27 兵庫県　 台所用洗剤：スポンジに万遍なくつくように、シャワーのように出たらいいのに。

42 東京都　
台所用洗剤がプッシュタイプになってくれたらと思うことがあります。 手がお肉触った後などに洗剤の容器
触らずに洗剤が出てきたらいいのに！と思っています。

54 東京都　 台所用洗剤がポンプ式なら嬉しい

28 兵庫県　
台所用洗剤が好きでよく色んなメーカーの物を買って並べて使っていますが、全て少し大きめのポンプ式
の物にして欲しい。 まだ小さい子どもが居てる中で急いで洗い物をするのにポンプ式ならすぐ押せて使え
るし便利

44 愛媛県　 台所用洗剤が時間がたつと、開封したての時よりも、洗浄力が劣ってくる。44 愛媛県　 台所用洗剤が時間がたつと、開封したての時よりも、洗浄力が劣ってくる。
69 東京都　 台所用洗剤が手にべたついてなかなか落とせないのが困ります。
29 大阪府　 台所用洗剤が濃縮しているのは嬉しいけれど、スポンジに出すときにチカラがいるのが疲れます。
38 埼玉県　 台所用洗剤が肌に合うのがなかなかなく荒れてしまいます
42 大阪府　 台所用洗剤が油落ちが悪い
29 千葉県　 台所用洗剤で、お皿などを水で流しても油がよく取れるといいなと思います。

53 大阪府　
台所用洗剤で、クレンザーや漂白剤を使わなくても茶渋などが洗剤だけで落ちる商品があればいいと思い
ます。

62 兵庫県　 台所用洗剤ですが、もう少し持ちやすければと思います。
53 滋賀県　 台所用洗剤ですがスポンジに付ける時、ボトルに汚れや水がつき不便に感じます53 滋賀県　 台所用洗剤ですがスポンジに付ける時、ボトルに汚れや水がつき不便に感じます

30 東京都　
台所用洗剤でプッシュ型のが殆どない。手が汚れているときに簡単に押して出てくるプッシュ型は使いやす
い。もっとプッシュ型を多くしてほしい。

40 東京都　
台所用洗剤でもう少し泡切れが体感できる商品があれば、食器洗いもより気持ちよくできるのではと思い
ました。

35 大阪府　 台所用洗剤でヤシの実洗剤を使用していますが使用感が物足りないです。
37 大阪府　 台所用洗剤で手が荒れるので、もう少し自然なものがあればうれしいかな
35 愛知県　 台所用洗剤で泡立ちがよくて手に非常に優しいものに出会いたい。
66 兵庫県　 台所用洗剤とキッチンハイターが混じった物があっても便利かと思う。
55 神奈川県　台所用洗剤について。茶渋など頑固な着色汚れも落ちると嬉しい。
54 兵庫県　 台所用洗剤に容器がお洒落でワンプッシュで出て置くのに邪魔になら無い細くて小さい容器が欲しい
41 千葉県　 台所用洗剤の、詰めかえの種類がもっと、ふえたらいい

55 兵庫県　
台所用洗剤の１回分の使用量がマチマチ。いつも多く出てしまうので、泡だらけになってしまう 適量が出て
くるボトルがあれば良いです

30 大阪府　 台所用洗剤のキュキュットは、油がよく取れるけど手が荒れるのが困ります。
33 兵庫県　 台所用洗剤のキュキュットを使用していますが、ワンプッシュで適量しかでないように改良してほしいです。

47 兵庫県　
台所用洗剤のスリムな縦型容器は傾斜のついているシンクの底に立てようとするとバタバタ倒れてしま
い、転がって排水溝にあたまから突っ込んでいることも。小物立てのかごに出し入れすればよい話なので47 兵庫県　 い、転がって排水溝にあたまから突っ込んでいることも。小物立てのかごに出し入れすればよい話なので
すが、、スペースがありません。

46 東京都　 台所用洗剤のヌルヌル感。しょっちゅう手がすべって、食器を割ってしまうので、なんとかしてください

60 石川県　
台所用洗剤のふた。開けたり、しめたりがめんどうです。たおれてもでないようになっているのではないの
ですか。なんでふたがいるの？

62 神奈川県　
台所用洗剤の詰め替えの時に切り口が軟弱で漏れてしまうことがあるので、かっちりしたものにしてほし
い。



年齢 都道府県
日ごろ使っている台所用洗剤で、使いにくい、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きくだ
さい（分かれば商品名も）

65 兵庫県　 台所用洗剤の置き場に困るので、容器をシンクに取り付けが出来れば良い
42 兵庫県　 台所用洗剤の通常サイズがすぐ無くなるのでポンプ式など大きいサイズが欲しい。

60 兵庫県　
台所用洗剤の油汚れの落ちが良くなって嬉しく思っていますが、排水口のぬめりは綺麗になりません。ス
プレーだけでぬめりが綺麗になる洗剤が欲しいです。
台所用洗剤の容器。初めからポンプ式にすればいいのにと思います。今は詰め替えてポンプで使ってま

36 兵庫県　
台所用洗剤の容器。初めからポンプ式にすればいいのにと思います。今は詰め替えてポンプで使ってま
す。

39 愛知県　 台所用洗剤の容器が最初からお洒落だったら嬉しいです
48 埼玉県　 台所用洗剤の容器が泡で出てくるタイプが欲しい。

48 神奈川県　
台所用洗剤の容器を液体ハンドソープのようなプッシュ式の容器になったら、汚れた手で洗剤の容器を持
たなくても手の甲で押せたり出来るので便利ではないでしょうか？ 両手が汚い時などは、洗剤を使った後
容器も洗う事になるのでめんどくさいです。

47 兵庫県　 台所用洗剤は　コマーシャルでやってるほど落ちません。もっと綺麗に油汚れが取れたら。きゅきゅっと
29 千葉県　 台所用洗剤は、お湯ではなくて水でも油がしっかりとれればいいのにな、と思います！
37 東京都　 台所用洗剤は、お湯ではなく水でも油汚れがきちんと落ちたらいいのにと思う。37 東京都　 台所用洗剤は、お湯ではなく水でも油汚れがきちんと落ちたらいいのにと思う。
53 東京都　 台所用洗剤は、もう少し濃度が薄くても良いのでは…。
33 東京都　 台所用洗剤はシンプルな容器に入れ替えて使用しているので、 液体が無色透明なものを増やして欲しい
31 東京都　 台所用洗剤はボトルの周りに洗剤液がたれてくっついてベタベタ
55 東京都　 台所用洗剤はポンプ式がよい
56 東京都　 台所用洗剤はもっと水切れがよく、素早くカラッとしたらいいなと思います。

35 兵庫県　
台所用洗剤は一気にガバっと出て、泡だらけでもったいない時があるので、 出る量をもっと調整できたら
嬉しいです。

42 神奈川県　台所用洗剤は使っているとだんだん液ダレしてにぎっている部分もぬるぬるして使いにくいです。
35 静岡県　 台所用洗剤は容器が軽くて使いやすいのですが倒れやすい35 静岡県　 台所用洗剤は容器が軽くて使いやすいのですが倒れやすい

41 大阪府　
台所用洗剤は容器を持ってひっくり返して使わなければならないので、途中でスポンジに足す場合、容器
が汚れるため、ポンプタイプだといいと思います。

44 大阪府　 台所用洗剤フロッシュの大きいサイズを使っていますが、つかみにくく重いので持ちやすくしてほしい。
54 大阪府　 台所用洗剤マジカ。こびりついた汚れはごしごしこすらないととれませんねー。CM のようにはいきません。
30 東京都　 台所用洗剤も自動など手を使わずにスポンジに足せる洗剤が出てくれたら嬉しい～♪

43 愛知県　
台所用洗剤全般  既に商品化している品もあるかもしれないけれど、ポンプ式のボトルが便利だと思いま
す。

33 神奈川県　台所用洗剤容器がシンクなどに直置きにならないように、容器に吸盤などがつけられるといいと思う。

66 大阪府　
茶渋が普通の台所用洗剤では落ちないので、汚れとは別にクレンザーやハイターに浸ける等しないといけ

66 大阪府　
茶渋が普通の台所用洗剤では落ちないので、汚れとは別にクレンザーやハイターに浸ける等しないといけ
ないので面倒と感じてる

64 東京都　
昼食つくりの主夫です。台所用洗剤で一言。泡切れがいい、チョットでスッキリなど最近いろいろ開発されて
いますが、みな一面的で満足しません。総体的な効力のある商品開発を願います。

48 大阪府　
鍋の焦げを取るための液体クレンザー、時間が経つと底に溜まって混ざらなくなるので、不便だと感じてま
す。

45 大阪府　 日頃使っている食器用洗剤は、洗浄力が強いほど手荒れがひどくなるので肌が弱い主婦にはツラいです。

33 東京都　
排水溝がぬめりやすいので、茶碗洗いをして流すだけで排水溝もぬめりづらくする成分の入った台所洗剤
が欲しいです。 かつ香りが良いと家事が苦にならない。

36 大阪府　 肌が弱く、台所用洗剤をそのまま使用するとすぐに肌があれる36 大阪府　 肌が弱く、台所用洗剤をそのまま使用するとすぐに肌があれる

29 兵庫県　
肌に優しいとうたってる食器用洗剤でも手荒れをしてしまいます。これからの寒くなる時期なら尚更。色々
試していく中で自分に合う物に出会えれば良いのですが…。

29 兵庫県　 肌に良いものだったらいいのに、と思います。やはり洗剤は手が荒れてしまいます。（ジョイ・キュキュット）

32 大阪府　
不便さは余り感じたことは無いですが、手に泡が付いた状態で洗剤の本体を持つ時に滑ったりするときが
ある。シャンプーの様に横にギザギザを少し入れるとどうでしょう？

50 東京都　
普段ジョイを使っているのですが容器が小さいのかすぐになくなってしまいます。いくつもストックしているの
ですがほんの少量でも抜群の洗いあがりができるような出る口の工夫や洗剤品質がよくなると環境にもよ
いかと思います。

60 福岡県　 片手で簡単にスポンジに洗剤をつけることが出来たら、いいのに。60 福岡県　 片手で簡単にスポンジに洗剤をつけることが出来たら、いいのに。
42 神奈川県　泡が長く続くといいなと思います！
47 愛知県　 泡が長く続くの
39 千葉県　 泡が長持ちして水切れがよかったらいいのに
37 千葉県　 泡タイプの洗剤を愛用しているのですが、逆さまにしても使えるようになると嬉しいです。

30 愛知県　
泡ででる洗剤。 ネイル用の消毒液などを入れる容器（上から抑えると液体が出る）の原理をつかった洗剤
があると便利。 洗剤が容器にこぼれてぬるぬるしがち。 手で容器を持たなくてもそのままスポンジに洗剤
を付けられる。



年齢 都道府県
日ごろ使っている台所用洗剤で、使いにくい、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きくだ
さい（分かれば商品名も）

27 埼玉県　 泡で出てくる食器用洗剤があったらいいのになと思います。
41 兵庫県　 泡ハイタ―　もっともっちりした泡で，頑固な黒カビもすばやく落とせればいいのに
57 神奈川県　泡ハイター　使っていくうちに押すところがべたついてきて手に付くのがきになる。
64 千葉県　 油がすっきり落ちない
29 埼玉県　 油が取れない

33 東京都　
油でべたべたのフライパンを水と洗剤で洗おうとすると全然落ちない。お湯を使わなくても水と洗剤で落とし
たい。

50 兵庫県　 油汚れがなかなか落ちない。
48 東京都　 油汚れがもっと簡単に落ちればいいと思う。
47 静岡県　 油汚れが一度洗っただけではきれいにならない。
47 広島県　 油汚れが落ちにくいです。また、食器の洗浄後、スポンジが不潔になりがちです。
33 東京都　 油汚れだとなかなか落ちないので、簡単にさっと落とせる洗剤が欲しいです33 東京都　 油汚れだとなかなか落ちないので、簡単にさっと落とせる洗剤が欲しいです
32 千葉県　 油汚れにすこぶる苦戦中

55 千葉県　
油汚れに強い台所洗剤[joy]は定着した人気洗剤です。香りも増えてきました。お得な詰替えを使っており
ますが、やはり必要以上にスポンジに出してしまう... ワンプッシュで使用量がセーブ出来、洗いあがり同様
にスッキリがあるといいなと 思います。

41 東京都　 油汚れのがスポンジを使わないで落ちる洗剤がほしい
47 北海道　 油汚れや焦げ付きがもっと簡単に短時間におちると良いと贅沢な事想う（笑）
35 埼玉県　 油汚れ落ちにくい
43 兵庫県　 油物を洗うと、泡立ちが急に悪くなって、追加しないといけなくなるのが不便です
52 兵庫県　 容器の液だれがないようになればうれしいです。特に食器洗い用の洗剤です。使いにくいです52 兵庫県　 容器の液だれがないようになればうれしいです。特に食器洗い用の洗剤です。使いにくいです
36 兵庫県　 揚げ物したあとのフライパンのギトギト油汚れをスカッと落としたい
58 香川県　 流しの中を洗う洗剤につぶが入っているものがあり流れにくい

47 青森県　
料理好きで何でも手作り派の私は、台所での洗い物のが多く、食器洗い洗剤（JOY）で指先が荒れる事が
多いです。 汚れ落ちは今まで通りで、手肌にとても優しい食器洗い洗剤があったら良いのに。 今の所、肌
への優しさは「ヤシノミ洗剤」が一番みたいです。

67 神奈川県　冷蔵庫の中を掃除する時、台所洗剤でやってますが、泡が出て何度も拭き直すので、面倒です。


