
洗濯用洗剤の不便・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 498コメント

67 東京都　
  洗濯粉洗剤が箱入りから袋入りでファスナー付きに変更。口が狭くて出しにくい。箱入りの
方が使いやすかった。(生協の商品)

68 東京都　
 柔軟剤ですが、最後の方は固まって出が悪く水を入れて使っていますが、そうならないよう

68 東京都　
 柔軟剤ですが、最後の方は固まって出が悪く水を入れて使っていますが、そうならないよう
にしてほしいです。

38 大阪府　  憤懣やりきれないのは、洗濯用洗剤の種類や形状が多い事です。
41 埼玉県　 【ワイドハイター粉末】ふたで量を量るときにこぼしてしまう。

43 長崎県　

＜アリエール・ジェルボール（P＆G）：香りが強すぎる。＞ 　 　最近、話題のジェルボール洗
剤。確かに（１）計量不要、（２）液ダレ等で手が汚れない、（３）ぷにぷに感が楽しい、（４）少量
使用できない との短所も５人家族の我が家には関係ない、と良いことずくめのような気がし
ます。しかし、最大の難点は、その強すぎる香り。　職場でも「今日は、舶来の香水、つけてい
るんですか。」とか言われましたW。　根本には香りについての日米間の文化的差異があると
思います。とまれ、日本人向けに香りを弱くして欲しい。

52 東京都　 ◆洗濯に使う柔軟剤、いちいちカップで計量せずに投入できるような容器を切望。

41 京都府　

・洗濯用の粉石けんを粗品としてよくいただくのですが、時々洗濯物を干すときに固まってい
るのをみつけます。 液体を購入するようにはしていますが、溶けやすい粉洗剤があればなっ
て思います。  ・洗濯槽のクリーナーですが、イオンなどのお店で売っているものよりも、アマ
ゾンなどで販売されている物の方が良く落ちます。 量販店でも売っていただけたらと思いま
す。

48 千葉県　 HYGIA(ライオン)は蓋が開けづらいです。

46 東京都　
アクロンなどの洗濯洗剤や柔軟仕上げ剤のボトルの高さをもう少し低くしてくれたら、片付け
やすいのにと思います。よくある洗濯機上のラックに置いています。アリエールは高さが低く
てとても良いです。てとても良いです。

54 東京都　
アタック 洗濯機より洗剤の進化がはやく洗濯機の機能が追いついてなく思います。アタック
に限らずセールでお買い得品を購入すると性能により分量がまちまちのため戸惑うことがお
おです。

65 千葉県　 アタックＮＥＯ：洗剤使用量の目処の目盛りがもっと細かければいい
33 東京都　 アタックネオ。もっと大容量がほしい。
35 埼玉県　 アタックの液体洗剤のキャップが開けづらい。かたくて。
31 大阪府　 アタックの粉末。 たまにかたまってしまい、それが洗濯物につく。

34 大阪府　
アラウを使っていますが、洗濯石鹸なのでどうしても洗濯槽に石鹸カス？がついてしまい頻繁
に洗濯槽を洗っています。石鹸カスが残らない洗濯石鹸があればいいのになぁと思います。

39 大阪府　 アリエール もっとサラっとした液体だったらいいのになぁと思う
41 神奈川県　アリエール 倒してしまった時に、注ぎ口の回り洗剤液がにたまってしまうので。

46 神奈川県　
アリエール・ジェルボール　洗濯物の量と洗剤の量が適量なのかよくわからなくてちょっと不
安。

44 東京都　
アリエールジェルボール 洗濯の一番下に入れなければいけないこと、先にポンポン洗濯をい
れるので全部どけていれなければいけないので好きな瞬間にいれたいこと。

62 兵庫県　
アリエールジェルボールの形が、もう少し、持ちやすいほうが良い。柔らかく、時々落としそう
になるので、つまみがあるといいですね。

37 静岡県　
アリエールで洗うと、なんか臭い。柔軟剤を入れてほしい。安くてすすぎ１回の洗濯洗剤がほ
しい。

37 静岡県　
しい。

50 東京都　 アリエールのパワージェル、少量洗う時1つ入れるのは、もったいない気がする

34 神奈川県　
アリエールを使ってます。潜在のボトルの形、もう少しスッキリとしてスリムだといいなと思い
ます。柔軟剤の形みたいに縦長だといいと思う。形が同じだと間違えるからわざわざ違う形に
してるのかな！？

49 茨城県　
いつも洗剤に入っているスプーンがもったいないです。一時期紙製があったのですが不人気
だったのかなぁ。

32 東京都　
いま洗濯石鹸、ボールドのジェルボール使っていますが、少ない洗濯用に半分量があると嬉
しいです

40 東京都　
うたまろの固形石鹸は、小さくなると固くなって泡立ちにくく感じる。 ネットに入れて泡立ちや

40 東京都　
うたまろの固形石鹸は、小さくなると固くなって泡立ちにくく感じる。 ネットに入れて泡立ちや
すく、工夫してます。

35 神奈川県　
ウルトラアタックネオを使っていますが、洗濯物の汗の匂いや体臭が消えていないようや気が
します。使用量がえらく少量で良いとのことですが、少なすぎるからなんじゃないかと、素人
は不安になってしまいます。

65 兵庫県　
ウルトラアッタクネオを洗濯洗剤で使っているのですがキャップで測り洗剤を投入した後，液だ
れしない様に蓋を閉めているのですが漏れている時があります。漏れないようにならないで
しょうか。

34 兵庫県　 エマール　詰め替え用の口が細く詰め替えにくい。早くしようと袋を押すと、あちこちに飛ぶ。



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗濯用洗剤不便、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　 えりそで剤を使用してますが、着けても襟の汚れが余り落ちないので、改良してほしい

55 東京都　
おしゃれ着洗いのアクロンの計量蓋、ラインだけで見難いんです。コンパクト洗剤みたいに数
字が書いてあればいいのに。

44 岡山県　
お洗濯の液体洗剤だけど、洗濯機にセットしても、そこから水と一緒に 出ているだけなので、
一部の洗濯物が大量に洗濯液を吸ってる気がする。

44 東京都　 お洗濯の洗剤は、液体でないと、溶けないので、粉末でもきれいに洗えるものがほしい44 東京都　 お洗濯の洗剤は、液体でないと、溶けないので、粉末でもきれいに洗えるものがほしい
58 東京都　 お洗濯も御台所も同じ洗剤が使えたら最高

59 北海道　
お洗濯用コンパクト洗剤、お洒落着洗いのエマールや入浴剤にもあるような、キャップを取ら
ずに量れるキャップになると良い（ボトルを押すと一定量がキャップに溜まる）

42 東京都　
お風呂の残り湯を使うことが多いので、雑菌を滅菌するような洗濯洗剤があるといいなぁと思
います。

61 東京都　 カップで測るものは量が把握しずらい
55 千葉県　 カレーの汚れや色を落とす洗剤があればいいなあ。色がなかなか落ちない。

50 東京都　 キャップで洗剤を計る際キャップのまわりについてボトル本体がよごれやすい

52 大阪府　
キャップで分量を量るボトルタイプの洗剤、柔軟剤、使っているうちにキャップがコテコテに
なってしまう。

39 埼玉県　
こどもの洋服の汚れ、黄ばみなど漂白剤を入れても落ちきらないのでこうしたらより効率的に
落ちる！という方法をパッケージ面に記載してくれると助かる

75 東京都　 コナは　溶けにくい

32 兵庫県　

コンパクト洗剤は量が少なくて買う手間がかなり省けてとても助かっています。例えばハイジ
ア、ナノックスが少量でも洗浄力があり、気に入っています。洗剤って重いし、安くはないので
ありがたいです。大好きな柔軟剤ももっとコンパクトな量で対応できるようにしてほしいです！
もっと少量に香りを濃縮できないのでしょうか。柔軟剤が大好きで本当に毎月かなりの量が
必要で、その度に購入するのが大変で困っています。

51 兵庫県　
コンパクト洗濯洗剤はもう少し量を増やしてほしい。お風呂洗剤の詰替用の紙パックは湿気
るとふにゃふにゃ頼りない。

35 大阪府　 サラサ！雨の日に臭いが残る事がある

43 千葉県　
ジェルタイプの洗剤は臭いがあるので、粉末を使っていますが、溶け方にばらつきがある感じ
がする。

49 千葉県　 ジェルボールのの少量用のタイプが有ると便利

55 東京都　
ジェルボールの洗濯洗剤が使用量を調節出来ないのが不便 小さいサイズを複数個つかえて
調節出来れば良いと思う。

75 東京都　 ジェルボールは洗濯ものが少ない時にボールの洗剤液が多すぎる。

38 大阪府　
シャンプー容器や柔軟剤など詰め替える（大容量のもの）とき中身がどれだけ入ってるかわか
らないので、よく溢れるのでもったいない。

48 東京都　 すすぎ１回の洗濯洗剤、柔軟剤を入れるタイミングがわからない。48 東京都　 すすぎ１回の洗濯洗剤、柔軟剤を入れるタイミングがわからない。

41 大阪府　
セブンイレブンのプライベートブランドの液体洗濯洗剤を使っているのですがあまりにも分量を
計るキャップの目盛が使わない量ばかりでなんだか不便に思えてきて使う機会が減ってしま
いました。残念です。

30 東京都　
それぞれサイズが違って、置き場所が困る。 液体洗剤や柔軟剤のふたに入れてしめると若
干べとべとする。 そうならなければいいのにと思う。

65 東京都　
だいぶ前に、柔軟剤を使ったらそのまま洗い流さないで良いというのでそうしたら、なんだか
残っている感じで気持ち悪く、以後使っていない。今は、洗い流さないでも、すっきりしている
のかしら。本当は除菌やふわりさせたり、皺無しにしたり、と色々使いたいのだけど。

54 神奈川県　たまに鼻奥にツーンとくる粒状洗剤（洗濯用・食洗機用）がある。現在は全部液体に変えた。

62 東京都　
トップクリアリキッドの詰め替え用の注ぎ口が切って使うのではなく、丸い口が付いてた方が
入れやすい。

30 兵庫県　
どの商品に対しても大体同じなのですが、詰め替えをする時にどうしてもこぼれてしまう…特
に液体洗剤、柔軟剤。私が雑なのが悪いのですが、どうにかならないものかと毎回感じま
す。

50 香川県　 どれでも香りが強く感じるので、つい石けん洗剤にしてしまいます



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗濯用洗剤不便、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）

57 埼玉県　 衣類の洗剤の図る部分（キャップ）もう少し細かい計量ができるものにしてほしい。
47 兵庫県　 衣類の洗剤はすすぎの水が少なくても出来るような節水できるものが有れば嬉しいです。

22 東京都　

一人暮らしで隠せる場所に収納でききれなく、棚の目に入る位置に置いておいても洗剤らしく
ない可愛いパッケージのデザインがほしい！ ソフランなどの柔軟剤は可愛いパッケージだ
が、カビキラーは可愛さゼロ。 信頼できるブランドと化しているので、NEWパッケージが出ても
良いと思う！

49 埼玉県　
一本で汚れを落とす・白くする・臭いを落とす・軟らかくする　が出来れば色々な種類を買わな

49 埼玉県　
一本で汚れを落とす・白くする・臭いを落とす・軟らかくする　が出来れば色々な種類を買わな
くてすみ、置き場所にも困らないと思う

47 神奈川県　
液状の洗濯用洗剤、キャップに入れて計って使うと、キャップを閉めた時に液だれするので、
キャップを使わず直接1回分ずつ出るボトルがあると嬉しいです

33 東京都　

液体タイプを使っていますが、 ぬるま湯の方が汚れが落ちきれいになり洗い上がりが気持ち
いいので、 手間ですがケトルで沸かしたお湯を 洗濯機にいれてます（水量の約1割  今の洗
剤は溶けやすく、機能も抜群なので必要ないかもしれませんが ドラム式ではないのでついつ
いやってしまいます。

52 京都府　

液体タイプ洗剤の計量キャップの目盛りが見づらいと感じる。目盛り表示をはっきり分かりや
すくしてほしい。ボトルも物によっては残量が分かりにくい。 粉末洗剤のほうが(洗剤の分量
調節や詰め替えなど)取り扱いし易くて好きだが、溶け残りがあったり時間や節水対策出来な52 京都府　 調節や詰め替えなど)取り扱いし易くて好きだが、溶け残りがあったり時間や節水対策出来な
いのが欠点で今は使っていない。でもその欠点が無くてソフト剤入りで抗菌防臭対策も出来
ていればまたそちらに変えたい。

41 千葉県　
液体の洗濯洗剤、ふたの計量カップ？での計量がめんどくさい。 傾けると必要分だけでてき
たら、楽だなぁ。 粉洗剤も同様。

37 神奈川県　
液体の洗濯洗剤なのですが、キャップの液がたれてボトルがべたつくのが不便だと思いま
す。

32 京都府　 液体の洗濯洗剤のキャップのメモリが見にくい
液体の洗濯洗剤の蓋ってどうしてあんなに洗いにくい形なの！？詰め替えて長く使っている
と、蓋と周りがベトベトになってきて不快。洗おうにもベトベトなのがこびりついてて水で流すぐ

37 大阪府　
と、蓋と周りがベトベトになってきて不快。洗おうにもベトベトなのがこびりついてて水で流すぐ
らいじゃとれない。隙間や溝が深くて、狭いから指じゃ綺麗にできないし。何とかしてーって感
じ。

35 兵庫県　 液体の洗濯洗剤を使っているが、蓋の周りがドロドロになり、洗っても落ちにくい。

39 千葉県　
液体の洗濯洗剤を使用しているが、洗濯物に溶け残ったような白い塊が着いていることがあ
るので、もっと水に溶けやすいとよいと思う。

31 大阪府　 液体ボールド・・・キャップに洗剤を入れる時外側へ流れ出るので、注ぎ口を修正してほしい。
61 埼玉県　 液体石鹸　　せんたくものにしろいものが付く。
49 神奈川県　液体洗剤 投入口にこびりつく

44 東京都　
液体洗剤arau使っているうちに、容器の口部分に液体が溜まって固まりになってくるので、定

44 東京都　
液体洗剤arau使っているうちに、容器の口部分に液体が溜まって固まりになってくるので、定
期的に取らなければならないのが面倒。

53 大阪府　
液体洗剤だとすすぎが1回というのが多いが，泡立ちもせずエコだとは思うけれど，本当に汚
れが落ちているのが不便で，ついつい多めに入れてしまうこと。

45 東京都　

液体洗剤でも、トップの粉洗剤のような「室内干し」用があると良いです。 どうしても、雨の時
など室内で干すと、生臭い匂いになってしまうので。 また、洗濯機事情で、節水をうたい文句
にしているところのは、水を使わな過ぎて、すすぎが十分ではなく、洗剤の臭いがとれませ
ん・・・。そこへ室内干しでもしたら、ほんと臭いがきついです。そういうのを解消してくれる洗
剤が欲しいです。

48 群馬県　 液体洗剤のキャップについてる目盛りが老眼にはとても見にくくて困ってます48 群馬県　 液体洗剤のキャップについてる目盛りが老眼にはとても見にくくて困ってます
38 東京都　 液体洗剤のメモリと洗濯機の必要洗剤量が微妙に違う！みんなそうしているのか！

56 千葉県　
液体洗剤の詰替えですが、入れにくいです。柔軟剤とかならいいですが、漂白剤入りの液体
洗剤を詰替えるときの液漏れが気になります。

50 神奈川県　
液体洗剤は重くって、ほんの少しの量で大丈夫にしてほしい。柔軟剤もドロドロしていて、洗
濯機のケースがすぐにべとべとして固まってしまうのが気になります。

51 東京都　
液体洗濯洗剤の「キャップ」って、工夫されているような形ですが、絶対に液漏れします。べた
べたで嫌です。

37 愛知県　 液体洗濯洗剤のキャップがべたべたになってくる。
液体洗濯洗剤のキャップの目盛について。数センチ程度しか線が書かれていないのを、ぐる

38 京都府　
液体洗濯洗剤のキャップの目盛について。数センチ程度しか線が書かれていないのを、ぐる
りと一周書いてほしいです。キャップを持った時どの位置からも目盛が見えるようにして欲し
いです。

49 東京都　
液体洗濯洗剤の最後が使い切れない。キャップでスケールは気に入っていますが、なぜか最
後まで使い切れない。底でチャプチャプしています。全部使い切って詰め替え用を入れたいの
ですが、何とかなりませんか。

50 兵庫県　
液体洗濯洗剤の容器。 量が少なくなってくると注ぎ口より上の方から垂れてきて、キャップに
うまく入らない！

42 東京都　 液体洗濯洗剤は、液漏れがすごくいや！



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗濯用洗剤不便、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）

28 愛知県　 液体洗濯洗剤を計っていると手につく。ジェルボールは少量の洗濯の際はもったいない。
50 東京都　 液体洗濯洗剤を入れるときフタの目盛など見ずらい

52 千葉県　 液体洗濯用洗剤のキレが悪くてベタベタする。何とかして！

40 茨城県　
液体洗濯用洗剤の詰め替え用にプラスチックの注ぎ口をつけていただけると助かると思って
います。本体ボトルへ詰め替える時、出過ぎてボトルを汚さないように気を遣います。

40 茨城県　
います。本体ボトルへ詰め替える時、出過ぎてボトルを汚さないように気を遣います。

33 埼玉県　
液体洗濯用洗剤の使用料が、計量カップになっている蓋に記載されていると、本体表面を見
なくても量りやすいのに、と思います。

46 東京都　
液体洗濯用洗剤の使用量ですが、節水型の洗濯機の場合の用量が分りづらく、正しく使えて
いるか考えてしまいます。

44 福岡県　
液体洗濯用洗剤の使用量を測るキャップが使用しているうちにだんだん洗剤でベタベタしてく
るのが嫌（ナノックス）

76 埼玉県　 塩酸系の洗剤における臭いがどうにも慣れません。

25 神奈川県　塩素系漂白剤のキャップが、液だれしやすく不便25 神奈川県　塩素系漂白剤のキャップが、液だれしやすく不便

32 神奈川県　
塩素系漂白剤を使うとき、キャップに注ぐと手についてしまうことがあり、手にはつかずに済む
容器になればいいと思う

47 東京都　
汚れによって洗剤が違っていろいろ買わなくてはいけないので、１本で済む洗剤があるとい
いなと思います。

69 千葉県　 汚れを落とすだけでなく、汚れ防止効果のある洗剤の発売を！
59 埼玉県　 黄ばみがとれません
34 大阪府　 何回もリピートしているアリエール、特大サイズが欲しい
48 静岡県　 価格がお手ごろだったら、もっと香りの気に入ったものを購入できる

家の洗濯機の水の量と洗剤の計量のめやすが合わないので、いつも適当に洗剤を入れてし
46 東京都　

家の洗濯機の水の量と洗剤の計量のめやすが合わないので、いつも適当に洗剤を入れてし
まう。

52 神奈川県　花王 アタック で、洗剤が、溶けず、ちょっぴり、困っています。

61 兵庫県　
花王アタック液体洗剤。計るキャップのメモリが色分けしてあるとかで容量が分かりやしかっ
た良いのにと思う。つい多く使ってしまいがちに成るような気がする。

68 大阪府　
花王のアッタック（粉末）を使っています。詰め替え用が出ているのですが、本体を買うよりか
なり割高です。台所用洗剤のように、お得な詰め替えが出てほしいです。

42 大阪府　
花王のエマールというおしゃれ着洗いの容器は以前、ふたをパチッと開けて上向きのまま必
要量をスポイトで吸うようにため、下向きにして出すことができたのです。お金がかかることだ
とは思いますが、ぜひ復活してほしいです。とは思いますが、ぜひ復活してほしいです。

74 神奈川県　花王ハミング、容器のを使い切った後詰め替え用の液を容易にできるように対処して欲しい。
43 東京都　 汗ジミが綺麗に洗える洗剤が欲しいです!!!
39 愛知県　 詰め替えがしにくいです(洗濯用)
35 千葉県　 詰め替えが液だれしてしまうこと。 洗たく液体洗剤で計量の細かいメモリがないこと。

48 京都府　
詰め替え用があるのは良い事だと思うけど、詰め替えしにくいのがちょっとおしい点だと思い
ます。洗濯用も台所用も液体洗剤の類はどれも同じ。

44 神奈川県　
詰替するときによくこぼしてしまう。洗濯の洗剤が汚れ落ちが悪い感じがする。食器洗い洗剤
で手荒れしてしまう。洗濯するのに、洗濯洗剤、漂白剤、柔軟剤など３品いれる。一つで済め44 神奈川県　で手荒れしてしまう。洗濯するのに、洗濯洗剤、漂白剤、柔軟剤など３品いれる。一つで済め
ば楽なのに

44 福岡県　
詰替用の洗濯洗剤を入れ替える際に こぼしがちです。上手く切れない場合にハサミを使用
すれのも面倒です。

39 神奈川県　襟そで用の漂白洗剤の入れ物が、塗りやすいけど液だれするので改良してほしい。
39 東京都　 襟の汚れがしっかりと落ちる。
50 東京都　 襟汚れがもっと落ちる洗剤が欲しいです。
40 静岡県　 襟首トップのスポンジ部分が、泡だらけになり、使いにくい。
39 東京都　 襟袖汚れ用の洗濯洗剤、洗浄力が足りない。
47 兵庫県　 襟袖用液体洗剤の塗り口の傷みが早いので、もっと耐久性のある物になったら嬉しい。
48 大阪府　 靴を洗う洗剤があまりないので、もっと簡単に靴がきれいになるのがほしい48 大阪府　 靴を洗う洗剤があまりないので、もっと簡単に靴がきれいになるのがほしい
32 東京都　 計量しやすいといいのになぁ。 特に液体洗濯洗剤。わかりにくい。
35 大阪府　 効果があるといいのに。黄ばんだ白が白くなって欲しい

45 埼玉県　
香りがよい柔軟剤ですが、洗濯機トレー内で固まってしまうのがとても不満です。水に溶けに
くいのでしょうか、メーカさんには改善してほしいと思っています。

34 兵庫県　
香る洗濯用洗剤のスティックタイプみたいなものがあって、お洋服の匂いが気になった時に気
軽につけれる香水がわりになったりしたらいいのにと思います。

42 大阪府　
高校生の息子のクラブの運動着がとても匂いが強烈で、一度ですっきりする洗剤があればう
れしいです



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗濯用洗剤不便、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）

31 兵庫県　 黒い服に洗剤の溶け残りが付くので、溶けやすくして欲しい。
39 兵庫県　 黒い服に洗濯カスが残るのが嫌。

59 神奈川県　
今、洗濯用液体洗剤を使用していますが、今一つ汚れ落ちが悪いような気がします。洗い方
で工夫したほうがいいことありますか？

60 神奈川県　
今使っている洗濯用洗剤はバスタオルやタオルがどんどん黒ずんできて、非常に困る。洗え
ば洗うほど汚くなるってどういうこと。

66 千葉県　
最近、香りの入った洗剤が多く見られるようになったが、 開封するまでその香りや強さがわ
からないので、事前に わかるとよいです。

68 千葉県　 最近の洗剤は、脂汚れには強いが泥汚れには弱い。
46 東京都　 最近の洗剤や柔軟剤は匂いがきつすぎる

30 大阪府　
最近の洗濯用洗剤は、濃厚で少量でも洗浄できるようになっているが、ついついいつものク
セで入れすぎてしまいます。キャップも小さく、本当にこんな量でちゃんと洗浄できているの
か??と思うこともあります。

59 千葉県　 最近の洗濯用洗剤は匂いが強くて困る。無臭のタイプがあればいいと思っています。

最近はハサミを使わずに詰め替えの袋が切れるものが増えてきていますが、商品名は忘れ

53 神奈川県　

最近はハサミを使わずに詰め替えの袋が切れるものが増えてきていますが、商品名は忘れ
ましたが、まだ手だけでは切れない商品があります。どれもハサミ不要になると有り難いで
す。それから詰め替え時がわかるように片側が透けて見えるように工夫されてる商品もある
のでどれもそうなると便利です。全般的に最近の物は便利にできているので使いやすいで
す。ライオンのトップ 襟 袖 プリケアの商品は蓋の螺旋の部分に液漏れが生じベタつきます。
じわじわ液漏れしないような工夫を希望します。

32 埼玉県　
最近はやりのジェルボールの洗濯洗剤は、入れるだけなので便利なのですが、量の洗濯で
も１個使わなければいけないので、もったいないなぁと思います。

67 大阪府　
最近は液体洗剤を使っている。粉の洗剤は溶けにくいような気がするし洗濯の量が少なく
なったせいかもとも思うので

67 大阪府　
なったせいかもとも思うので

46 東京都　
最近リニューアルして容器も一新されたハミング．前の容器のほうが持ちやすい気がするの
は私だけでしょうか？なんだかつるっとすべって落としそうになったり．．．前の容器に慣れて
いただけかなぁ・・・

53 東京都　
使いたい洗剤の香りと柔軟剤の香り、合わせるとどうかと思います。合わせていい香りになる
物もありますが…。

49 東京都　
使っている漂白洗剤だけがボトルの高さが高く戸棚にはいりません。不便だったので、中身
がなくなったら使わないと思います。

68 神奈川県　使用量が分かりずらい。洗濯機を変えて依頼、毎回混乱しています。
子なの洗濯洗剤は箱じゃなくてもいいのになぁと毎度思う。ジップ袋にならないものか。箱が

31 東京都　
子なの洗濯洗剤は箱じゃなくてもいいのになぁと毎度思う。ジップ袋にならないものか。箱が
捨て難い。

34 埼玉県　
子供の真っ黒に汚れた靴下汚れがなかなか落ちないのでストレスです。簡単に落ちる洗剤
が欲しいです。

60 大阪府　 室内でも安心して使用できる、漂白剤。

71 埼玉県　
湿度の高い所に置いていますので粉の洗剤はどうしても湿気を含み最後のほうは使いにくく
なって仕舞います。

43 千葉県　
主人がアトピーでかいてしまって血が付くことがあり、ワイシャツなど、トッププレケアでつけお
きしてから洗ってます。落ちはいいのですが、すぐなくなるので、容量が多いものがあるとい
いのいなと思います。いのいなと思います。

58 兵庫県　 手に優しい洗濯洗剤
47 東京都　 手荒れしない漂泊剤（洗濯用も、食器洗い用も、いつも直ぐに荒れてしまうから。）

35 兵庫県　
柔軟剤が無臭だといいのに。。どれも臭いです。 肌に優しく、かつ主人の皮脂汚れ、臭いを
落としてくれ、でも変な臭いがつかず、そして袖口もきれいにできる洗剤を求めています。。。
さらさを使っていますが、主人の臭いが落ちない

52 東京都　 柔軟剤など詰め替えがきれいにすっかり詰め替えられないことです。

30 神奈川県　
柔軟剤のダウニー、いい匂いで、好きだったのでいで、まとめ買い。中身が固まり、使えませ
ん！！

44 神奈川県　
柔軟剤の詰め替え用を容器に入れ替える時に必ずこぼす。シャンプーとトリートメントも同様。
手が濡れてると注ぎ口を切るのも大変。こぼすのと替えの時間を考えると本体を買った方が
エコかも。

44 大阪府　
柔軟剤の香りが長く香れば良いと思う。 最近、顆粒タイプを使う機会があり試したら香りがい
つもより良く感じました。 液より顆粒タイプが良い？ 使い分けとかってありますか？

24 神奈川県　
柔軟剤の香りが販売しているときに買わないとわからないので(サンプルがあるものもありま
すが)もっと香りがわかりやすくしてほしいです。買って好きじゃない香りで何度か失敗してい
るので。



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗濯用洗剤不便、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　柔軟剤の香りですが、どれもＣＭほど効果を感じません。

46 千葉県　
柔軟剤は詰め替えて使ってるうちに注ぎ口に液が残るなどして使うときに液だれを起こしやす
くなって困ります

41 愛知県　
柔軟剤は色々と試したいけど使用容量が違うだろうからと本体を購入していると容器ばかり
たまっていくのでメーカー統一の入れ物を用意してくれたら詰め替え用で色々と試せるのにと
思います。

51 東京都　 柔軟剤や洗濯洗剤をキャップを使わず適量出せると良い。51 東京都　 柔軟剤や洗濯洗剤をキャップを使わず適量出せると良い。
34 奈良県　 柔軟剤や調味料入れなどが四角形であれば整頓しやすい

41 東京都　
柔軟剤を何種類か常備してその時の気分で使い分けていて、しばらく使っていなかった柔軟
剤が変化（液体が若干トロッと）していて、これってまだ使えるの？って疑問に思いました。

31 大阪府　 柔軟剤を入れたいけれど体がかゆくなる
40 東京都　 柔軟剤を入れる時に液だれする。ソフラン

50 千葉県　
柔軟剤一般：もう少し香りを抑えて欲しいものが多いです。最近は匂いが気になるので使うの
をやめました。

30 千葉県　 柔軟剤全般。スメルハラスメントという言葉が出始めて、適量がわからなくなった。
44 兵庫県　 柔軟剤入りボールドを使っていますが、香りも柔らかさも全然ありません。 どういうこと？！44 兵庫県　 柔軟剤入りボールドを使っていますが、香りも柔らかさも全然ありません。 どういうこと？！
30 千葉県　 柔軟剤入り洗剤があまり多くないのと、液体洗剤だと事前にセットしずらいこと
59 福島県　 柔軟剤入り洗濯洗剤は、衣類の柔らかさが十分ではない。
51 東京都　 柔軟仕上げ剤の入れ替えが苦手．容器が入れにくい
34 神奈川県　色が移りにくい洗剤があれば嬉しいです

67 神奈川県　
色々な洗濯用洗剤を使っているが、各社によって、洗剤の使う量が違うので、都度計るのが
面倒。

49 広島県　 色物の黄ばみが取れたらいいのに

51 埼玉県　
新しく柔軟剤を購入したいとき香りが気になるので、商品のラベルなどをこすると香りが匂うよ
うになったら嬉しいうになったら嬉しい

38 石川県　
生活感が出ないデザインがほしい。 我が家では真っ白空ボトルを買って詰め替え用をいれて
いますが、メーカー用のカップではないので量が分からなくなります。0.8杯とかではなくミリリッ
トルで表示してほしい。

48 東京都　
石鹸系のを使っいましたが食器が石鹸かすで白くなるし排水がつまりやすい。 衣類用は香り
が人工的なものが多い

33 東京都　 石鹸洗剤がすぐに固まって出にくくなるのを改善して欲しい

40 神奈川県　
先日　柔軟剤を入替したときに失敗したのですが同じブランドのレ〇アを入替してみたら中身
が固まってしまって・・・詰替の袋に以前の物と混ぜてはダメと～　　同じレ〇アで詰め替えで40 神奈川県　が固まってしまって・・・詰替の袋に以前の物と混ぜてはダメと～　　同じレ〇アで詰め替えで
きないなんて・・・みんな気付くのかな～!!　　かなりショックでした

50 京都府　 洗剤（台所、洗濯）の詰め替え用もう少し入れやすい物があればうれしい。

48 神奈川県　
洗剤がいろいろあるのでひとつにまとまるとすっきりしそうです。洗濯用洗剤は気をつけてて
も箱から洗濯機までの間でついこぼしてしまうので・・・よい方法があればよいです

35 福岡県　
洗剤が均等に洗濯物にかからない。一定の洗濯ものにだけかかり、染み込んでしまう。 もっ
と改良できないものか・・・。

34 福岡県　 洗剤だけでシミ抜きができたら
50 東京都　 洗剤で一回で黄ばみ・くすみが取れたらいいのに
50 東京都　 洗剤で漂白作用がもっとあったらいいと思う50 東京都　 洗剤で漂白作用がもっとあったらいいと思う
48 千葉県　 洗剤と柔軟剤が一緒にできないか
45 東京都　 洗剤のジェルボール使いやすいけど、少量洗いや大量洗いのときに困る
38 東京都　 洗剤のスプーンが埋もれていると探すのが嫌
61 大阪府　 洗剤の容器が紙じゃなくプラスティックにして、詰め替え専用の容器を発売してほしい。

54 埼玉県　
洗剤の容器で中身が見えず残量がわからないものが多いので、残量がわかる容器にしてほ
しい。

38 大阪府　
洗剤や柔軟剤って、洗濯機の表示と書き方が違うので入れる量がいつも適当になっている。
表示を統一して欲しい。

58 東京都　
洗剤や柔軟剤をキャップに計って使うとき、どうしても液だれとかして、手を汚してしまう。よい

58 東京都　
洗剤や柔軟剤をキャップに計って使うとき、どうしても液だれとかして、手を汚してしまう。よい
方法はありますか？

50 兵庫県　 洗濯で、汗のにおいがもっと落ちればよいのに。
49 東京都　 洗濯で息子たちのわき染みを簡単に取れる洗剤がほしいです

54 大阪府　
洗濯に、コンパクト洗剤を使っているが、液に粘りがあるため、計量用のふたに残りやすい。
また、ふたの底に丸みがあるので、少量が計りにくく使い勝手が悪い。

42 大阪府　
洗濯に液体洗剤を使っているが、どのくらいが適量かよくわからない。 水に対しての目安が
あるが、毎回洗剤が足りない気がして不安なので、ビジュアルでわかるような説明などを各社
HPなどに載せてほしい。



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗濯用洗剤不便、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）

53 兵庫県　 洗濯に使う液体石鹸の量が計りにくい

31 福岡県　
洗濯に使う漂白剤、詰めかえると最後に泡が出てきて容器の注ぎ口や手が汚れるのが
嫌・・・

70 神奈川県　
洗濯に使用の液体洗剤、量をはかるのにもう少し細かくメモリが入っているとうれしい。我が
家の洗濯機の量がなく近い量で目分量で入れています

72 岡山県　 洗濯の粉洗剤。 箱タイプのものですが専用のスプーンで底の方がすくえないことが不便。72 岡山県　 洗濯の粉洗剤。 箱タイプのものですが専用のスプーンで底の方がすくえないことが不便。
56 東京都　 洗濯は白く仕上げたいので、漂白効果を期待。
55 愛知県　 洗濯機によって、洗剤投入の量の表示が違う。
34 東京都　 洗濯機の液体洗剤いれに、洗剤がいれづらい
29 神奈川県　洗濯機の横の隙間に置きたいので、スリムサイズのボトルにしてほしい。（幅は広くてもよい）

56 愛知県　
洗濯機の柔軟剤の入れ口が狭いため入れにくく、こぼれてしまいます。 先に細長い注ぎ口
が付けられたらいいのに。

51 神奈川県　洗濯機の目盛りの量と洗剤の量の目安が合ってない。洗濯機のメーカーによるのか？
61 神奈川県　洗濯後の生乾きの匂いが残ることがある。

洗濯石鹸（ウタマロ）でワイシャツの襟汚れを落とす時、石鹸をそのまま持って使っています
31 埼玉県　

洗濯石鹸（ウタマロ）でワイシャツの襟汚れを落とす時、石鹸をそのまま持って使っています
が、手に石鹸が付いて困る。

51 大阪府　
洗濯石鹸が、紙袋入りじゃなくて、紙箱入りだったら、ぐにゃぐにゃせずに、使いやすいのにな
あ、と思っています。粉です。

71 大阪府　 洗濯石鹸に漂白剤を多く入れて洗濯物がより綺麗になるようにお願いしたい。

45 千葉県　
洗濯石鹸の液体がせんたくきの投入口に入れるとすぐにたれ始めるので水と一緒に選択層
に入ればいいのにな

31 神奈川県　
洗濯洗剤 自分で計って入れるけど、洗濯機に補充するだけで洗濯時に自動で必要量を流し
て欲しい。

43 神奈川県　洗濯洗剤　泥汚れが落ちるわけない。CMで威張りすぎ

38 大阪府　
洗濯洗剤(ハイジア)ですが、新しく開けた時はイイ香りがするのに使っていく内に香りがしなく
なっていく！！ 洗濯洗剤、開けると必ず注ぎ口が逆になるのがストレス！！

35 大阪府　
洗濯洗剤（液体）のキャップのメモリをもう少し増やして欲しい。水量に合わせての調整がしに
くい。

40 神奈川県　洗濯洗剤、キャップをはずさなくても、片手でほしい量を出せたらいいのに

32 兵庫県　
洗濯洗剤、ワイドハイター、柔軟剤を毎回洗濯機に量を計って入れるのが面倒なので、全部１
つになったらいいのにと思います

38 東京都　 洗濯洗剤、柔軟剤が一緒になっていたら便利ではと思います38 東京都　 洗濯洗剤、柔軟剤が一緒になっていたら便利ではと思います

72 神奈川県　
洗濯洗剤、粉、液体、濃縮タイプがありますが、洗濯水○○リットルに対しての量が分から
ず、適当に使っている、、、多分、使いすぎと思います。また、メーカー、洗剤の種類によって
の量も、判断に迷うので規格があれば使いやすくなると思った

43 兵庫県　 洗濯洗剤。もっと臭いが落ちるものが欲しい。
39 兵庫県　 洗濯洗剤・・・口が大きくて注ぎにくい
46 滋賀県　 洗濯洗剤ｎ粉末がとけにくい、残る
29 東京都　 洗濯洗剤で、残りが少なくなると注ぐとき溢れる

35 愛知県　
洗濯洗剤でキャップをひねるタイプを使っているので開けた時に落としてしまうことが多々あり

35 愛知県　
洗濯洗剤でキャップをひねるタイプを使っているので開けた時に落としてしまうことが多々あり
子供が拾ってしまうのが心配です。

48 神奈川県　
洗濯洗剤でドロットしたものはタイマー洗濯であらかじめ洗剤を入れておくと段々固まって投
入口から出にくくなる

41 兵庫県　 洗濯洗剤でよく汚れが落ち、香りが長持ちするお手頃のものを探してます！
50 新潟県　 洗濯洗剤で機械油の汚れが全然落ちなくて困ります
66 東京都　 洗濯洗剤で溶けにくいものがある。

57 大阪府　
洗濯洗剤に書かれている目安の水分量と、洗濯機の水分量が違う。台所洗剤のポンプ式が
あればいいと思う。

47 東京都　 洗濯洗剤の、蓋の周りがベトベトになるのが、どうにかならないかなぁと思います47 東京都　 洗濯洗剤の、蓋の周りがベトベトになるのが、どうにかならないかなぁと思います

32 千葉県　
洗濯洗剤の「ファーファ」。香りは良いが、他の洗剤より、２倍の分量を使用するようにと、書か
れているので、洗剤の消費が激しい。

48 神奈川県　洗濯洗剤のジェルボール　少ないお洗濯のときは大きすぎるので、ミニタイプもほしいです。
54 宮城県　 洗濯洗剤のジェルボールタイプのケースは開け締めが難
39 神奈川県　洗濯洗剤のドラム型表記がわかりづらい

48 神奈川県　
洗濯洗剤のドロットしたやつが予約設定で洗濯する時に先にあらかじめ洗剤をセットしておく
のですがそこに段々洗剤が固まってたまってきます。 さらっとしてたらそうでもないのにとい
つも思います



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗濯用洗剤不便、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）

51 兵庫県　 洗濯洗剤のボトル　詰替用が入れにくい
28 千葉県　 洗濯洗剤のボトルがもっとシンプルなデザインと色にしてほしい。

52 東京都　
洗濯洗剤のボトルに詰め替え用の洗剤を入れる時、液体がチョロチョロしか出ないので時間
がかかる。また、容器が空なので倒れやすく入れにくい。

35 千葉県　 洗濯洗剤の液だれでキャップがベトベトになる。
31 東京都　 洗濯洗剤の液体が測りにに入れて注ぐ時に垂れる

洗濯洗剤の液漏れのため、都度手を洗わないのが不便なので、液漏れしにくいものがあれ
39 大阪府　

洗濯洗剤の液漏れのため、都度手を洗わないのが不便なので、液漏れしにくいものがあれ
ばいいと思う。 掃除用の洗剤はキツイものがおおく、手袋をするのが面倒なので、お肌にや
さしいものがあればいいなと思います

34 東京都　 洗濯洗剤の蓋が落ちるので一体型にしてほしい

34 広島県　
洗濯洗剤の使用量がわかりにくいです。 使っている洗濯機によるのかもしれないですが、一
瞬、うーんと考える間があるし、合っているのか自信がありません。

31 福岡県　
洗濯洗剤の種類がたくさんあって、どう選んでいいか分からない。 ドライマークがついた服は
中性洗剤で洗わないといけない？

37 愛知県　 洗濯洗剤の粉がもっときれいに溶ければいいのに
43 兵庫県　 洗濯洗剤の容器の入り口に洗剤が残って全部出せない。
49 東京都　 洗濯洗剤は、洗い終わりの匂いがきついものが多い、アタックなど49 東京都　 洗濯洗剤は、洗い終わりの匂いがきついものが多い、アタックなど

37 愛知県　
洗濯洗剤は、毎回ふたに少しだけ洗剤が残るので閉めるときに液だれしたり、キャップの周り
がベタベタになる  除菌が出来るタイプの台所洗剤は、どうして容器が透明ではないのか？
気になります

43 東京都　
洗濯洗剤は香料入りが多く、気持ち悪くなるので、無香料の製品もたくさん作って欲しいで
す。

50 神奈川県　洗濯洗剤は洗濯機の洗剤入れに満タンにならない。もっと大容量の洗剤が欲しい。

40 千葉県　
洗濯洗剤は粉を使っていますが，いちいち計るのが面倒です。軽量スプーンがたまってしま
います。あとペットボトルのような透明で中の量がわかると便利。

洗濯洗剤は粉末を使っているが、匙ですくって入れるとき、手元のおぼつかなくなった母が、
45 京都府　

洗濯洗剤は粉末を使っているが、匙ですくって入れるとき、手元のおぼつかなくなった母が、
洗濯機のまわりによくこぼしている…。口が細くてボトルのように出せる形状のものがあると
良いのですが…。

29 神奈川県　
洗濯洗剤は粉末を使ってるのですが、新しいのを開けると計量カップが埋もれてる時がありま
す。 液体洗剤のような容器にならないかなと、たまに思います。 蓋が計量カップになってると
手も汚れないし。

58 神奈川県　
洗濯洗剤やシャンプーなどの詰め替え用を入れた後に少し残るのがもったいないような気が
します。もっと最後まで残らず入れられたらいいのに。

51 千葉県　
洗濯洗剤や柔軟剤詰替は本体に注ぎ易くなって大分改良されたのかもしれませんが、それ
でも最後の一滴を絞りきるまで手間がかかります。楽に液を押出すもう一工夫が欲しい。

49 大阪府　 洗濯洗剤をふたを開けずにつかえるものがあれば

37 埼玉県　
洗濯洗剤を規定量入れれば、節約になるけど、いつも多めに適当に入れてしまう。蓋で軽量
するのではなく、洗濯機の容量によってボトルから洗剤が出る量を設定出来る付属品があれ
ば良いのに、と思います。

41 埼玉県　
洗濯洗剤を詰め替える時、最後まで入れるため、絞るのが手間。もっとスッキリ全部を入れ替
えることが出来ないか？

36 埼玉県　 洗濯洗剤を詰め替える時にこぼれちゃったり、泡立ってしまったり、けっこう難しい。

50 神奈川県　
洗濯洗剤を使っていてよく思うのは蓋に目盛りが付いていて量をはかって使っていますがつ
い入れすぎたり蓋を閉める時に垂れてしまったりするのでタイドの洗濯洗剤のような(あんなに50 神奈川県　い入れすぎたり蓋を閉める時に垂れてしまったりするのでタイドの洗濯洗剤のような(あんなに
大きくなくていいのですが)ポンプ式の容 器の洗剤だと便利だなと思う事があります。

48 東京都　
洗濯洗剤を入れ替える時、こぼしてしまう事があるので、こぼしにくい入れ物を考えて欲し
い。

32 滋賀県　 洗濯洗剤詰め替えがもっと簡単楽ちんだったらいいのに
58 大阪府　 洗濯洗剤染み激落ちできたら良いのに!!

40 和歌山県　
洗濯洗剤用の詰替え用はお得だけど、詰替えに手間取ることも多く、こぼす事もあるので、
もっと短時間で手軽に詰め替えることが出来ると便利だと思います。

60 大阪府　 洗濯洗剤落ちにくい
62 兵庫県　 洗濯層の掃除がもっと短時間で簡単に出来たら、いいと思うのですが・・・
50 東京都　 洗濯槽に洗剤をいらない機能50 東京都　 洗濯槽に洗剤をいらない機能
43 神奈川県　洗濯物がしろくなってほしい。洗剤のすごいのでないかな
46 東京都　 洗濯物の汚れが落ちない

25 東京都　
洗濯物の柔軟剤、ボトルがスマートで持ちやすいと言えば持ちやすいけれど、洗濯洗剤のよ
うに取っ手が付いていたらいいのに、と思います。

74 京都府　
洗濯物の量と洗剤との関係があやふやです。 もっと的確な分量の目安はないかなといつも
思っています。ライオンの商品

33 東京都　 洗濯物の量に適切な洗剤の量が分かりにくい
46 滋賀県　 洗濯粉石けんがとけずに残る
34 東京都　 洗濯粉石けんもっと早く溶ければ



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗濯用洗剤不便、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）

60 神奈川県　

洗濯用（粉末）は、必ずお湯で溶かしてから洗濯機に入れています。最近は液体も市販され
て両方使用しておりますが、溶けやすい物がいいですね。 台所用は頻繁に使う物なので手
が荒れない、水切れが良い、泡が出ないと洗った感じがしないので泡はしっかり出る物を希
望します。

41 大阪府　 洗濯用・・・もう少し少量のがあれば嬉しい。41 大阪府　 洗濯用・・・もう少し少量のがあれば嬉しい。

42 大阪府　
洗濯用…襟や脇の汚れ、食べシミは部分洗いしないと落ちにくい。匂いがこもっている時が
ある。

44 埼玉県　 洗濯用アクロン 詰替用注ぎ口を入れやすいよう硬くして欲しい。
57 和歌山県　洗濯用アタック使用しているが臭いが落ちないのが気になる。

51 静岡県　
洗濯用アリエール。キャップに注いで計量しますが、その後、キャップからの液だれで本体容
器が洗剤でべたべた汚れてしまう。

53 熊本県　 洗濯用ジェルボールが溶けてなく衣類にへばりついてたのにはガックリでした。

38 福岡県　
洗濯用で、柔軟剤もそうなんですが、キャップに少し残る液が気になります。で、乾燥するとこ
びりつく？みたいなの、どうにかなりませんか？

72 兵庫県　 洗濯用に自動挿入の洗剤が有ればと思う

53 千葉県　 洗濯用のジェルボールですが、サイズがいろいろあるといいのにと思っています。

31 東京都　
洗濯用のボトルタイプで、詰め替える時にこぼれてしまうことが多く、一度こぼしてパッケージ
につくと、次からよく洗ってもヌルヌして蓋が開けづらくなる

52 東京都　 洗濯用の液体ボトル。中身が見える程度の半透明だったらいいのに！

47 大阪府　
洗濯用の液体洗剤で、付属のキャップで計量して使っているのですが、使った後計量キャッ
プの水分を切ってから蓋を締めても、使っていくうちに本体のボトルに液だれしてベトベトして
しまうところが不便で嫌です。 液だれせず、きっちりキレイに使える工夫をして欲しいです！

61 福岡県　 洗濯用の液体洗剤の量が　キヤッブで量りにくい。

54 大阪府　 洗濯用の計量スプーンいらない。

30 北海道　
洗濯用の洗剤、柔軟剤、つかっているうちにキャップの外側に中身が付いてぬるぬるになっ
てくるのがいやです。計るときにメモり部分からこぼすから？

29 栃木県　 洗濯用の洗剤がもしワンプッシュで一回分とかでたら、簡単にすぐ入れられるなぁ～

64 神奈川県　
洗濯用の洗剤で、箱形の粉石鹸を使用していますが、液体洗剤のように簡単に洗濯槽に入
れられようにして欲しい。

57 大阪府　 洗濯用の洗剤ですが　柔軟剤入りの物を　もう少し増やして欲しいです。

38 山形県　 洗濯用の洗剤で襟汚れ専用などなっていても全然取れない。38 山形県　 洗濯用の洗剤で襟汚れ専用などなっていても全然取れない。

31 大阪府　
洗濯用の洗剤について、アタックの液体洗剤を使用していますが、キャップの洗剤をしっかり
と入れきらないでキャップをすると液漏れしてしまいます。片手でできるタイプや液漏れしにく
い設計のキャップがあると嬉しいです。

63 大阪府　 洗濯用の洗剤を使う時、メモリを図るのがめんどくさい時がある。
54 滋賀県　 洗濯用の分量がわかりにくい

48 東京都　
洗濯用の粉石鹸のスプーンが、洗剤にうもれていることがあるので、 それが出ているといい
なと思う。

45 愛媛県　 洗濯用の粉洗剤がよく固まってしまうので、いつもサラサラならいいのにと思います。45 愛媛県　 洗濯用の粉洗剤がよく固まってしまうので、いつもサラサラならいいのにと思います。

42 東京都　
洗濯用の粉洗剤の計測スプーンは、プラスチックだと、購入するたびに毎回増えてごみとなり
無駄で、紙（ファーファ等）だと捨てる時に環境面でも良いが、小さくてこぼれやすくて使いにく
い。使いやすくごみにもならない、何か良い方法を考えてほしいです。

61 広島県　
洗濯用の粉洗剤の入れ物のデザインがナチュラルライフの生活に合うおしゃれなものになっ
たらうれしい

50 神奈川県　
洗濯用の粉洗剤は溶け残りが気になる。。。液体洗剤は粉末より汚れ落ちが悪いらしい。。。
新しいタイフのものはまだ使ったことがないが値段が高いかな。。。

52 大阪府　 洗濯用の粉洗剤冬になると溶けにくい？



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗濯用洗剤不便、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）

58 東京都　 洗濯用の粉末洗剤、箱でなく袋でいいのに。

72 千葉県　 洗濯用の粉末洗剤が溶けにくい。
52 東京都　 洗濯用は、液が挿入口に残り溜まっていくので、もっとサラサラした物が良い。

47 東京都　 洗濯用は、乾きが早くなる速乾洗剤とかあると便利ですね。

55 兵庫県　 洗濯用は、部分洗いしないと書いてあるようには落ちないのでえ、誇大広告二思う

52 栃木県　 洗濯用ははかるのが面倒

50 東京都　
洗濯用はファーファ（粉タイプ）をつかっていますが洗濯量が多いのと毎日なので直ぐに1箱な
くなってしまいます。お徳用に少し大きめのサイズがあると嬉しいです。

48 埼玉県　 洗濯用は洗剤が漂白も消臭も汚れ落としもすべて出来るといい。
洗濯用は大きいサイズが多い。用途にあわせて色々買いたいので小さいサイズのが売って

33 神奈川県　
洗濯用は大きいサイズが多い。用途にあわせて色々買いたいので小さいサイズのが売って
いると嬉しい。

56 神奈川県　洗濯用も液体んの方が使いやすい

46 愛知県　
洗濯用液体洗剤　プラスチックボトルが透明じゃないので　残量が手で持った感覚でしか分か
らないのが不便です。

67 埼玉県　
洗濯用液体洗剤、キャップが計量器になっているが残ったものがボトルにつき垂れるのが気
になる

57 兵庫県　
洗濯用液体洗剤が詰め替えにくい、家具・住宅用洗剤は散布した所だけしか汚れが取れな

57 兵庫県　
いのでとても減りが早く普段からまめに掃除することが大事だな思います。

49 大阪府　
洗濯用液体洗剤で、キャップでいちいち量を測るのが不便なので、ワンプッシュで定量が出る
と便利。

38 埼玉県　 洗濯用液体洗剤のキャップが、もう少し細かいメモリがついていると助かる。

31 東京都　
洗濯用液体洗剤は、ワンプッシュで必要量がでてくればつかいやすいと思っています。イメー
ジは、キッコーマンの生醤油の容器。

43 鹿児島県　洗濯用液体洗剤は、必ずベタベタなるので改良してほしいですね43 鹿児島県　洗濯用液体洗剤は、必ずベタベタなるので改良してほしいですね

45 千葉県　
洗濯用液体洗剤を使ってるが、液体が濃いのでちゃんと溶けてるか心配になる。 洗濯物に
液体がついた場合、すすげているかも心配。

40 千葉県　 洗濯用柔軟剤、もっとシワがとれればいいのに。
37 兵庫県　 洗濯用石鹸 ウタマロ 柔らかいので、すぐなくなる。 もう少し固めだったらいいのにと思う。

53 兵庫県　 洗濯用石鹸の箱タイプ。箱が倒れても、中身がこぼれない工夫。

洗濯用洗剤　キャップにメモリがあるがおおざっぱなので洗濯機の水量と一致しないのでお
54 京都府　

洗濯用洗剤　キャップにメモリがあるがおおざっぱなので洗濯機の水量と一致しないのでお
およその目分量。アタック使ってます。

52 東京都　
洗濯用洗剤（ブルーダイヤ、ニュービーズ等の箱形にはいつも洗剤を救う計量スプーンが入っ
ているが、毎日洗濯する我が家では、このスプーンが溜まってしまいとっておいても使い道が
ない。無駄だと思う。ありと無しを製造して価格差をつけるとかすれば、コスト削減になり、価

53 兵庫県　
洗濯用洗剤（液体でないもの）箱が邪魔。詰め替え用としてビニールか紙の袋に入れて売っ
ていたらいいのに。

33 東京都　 洗濯用洗剤、すぐになくなるのでもっと少量で洗濯できたら良いのに。

50 福岡県　
洗濯用洗剤、で洗濯機に柔軟剤と逆に入れてしまったことがあって一緒になってたらいいの
にと思う

33 広島県　
洗濯用洗剤、どのくらいの量をいれるのが適切かわからない。洗濯物の量をキロで表示され
てもわからない。

49 大阪府　
洗濯用洗剤、もっと輝く白さになればいいのに、と思う。アタックネオなど。輝く白さって謳って
るけど首の汚れや黄ばみが全然輝く白さにならないもんね～

43 大阪府　 洗濯用洗剤、残量がわかるといいのに



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗濯用洗剤不便、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）

80歳以上東京都　 洗濯用洗剤、粉が固まる～

44 北海道　
洗濯用洗剤、粉は溶け残るし液体はすぐなくなるような気がするしジェルボールは洗濯物の
量に会わせづらいのでもっといいものが出てくるといいと思います

47 大阪府　 洗濯用洗剤：襟の汚れが綺麗に落ち、絡みがなくなり、洗濯シワも無くなったら便利なのに。

38 兵庫県　
洗濯用洗剤・柔軟剤・漂白剤をそれぞれ洗濯機に入れるのが面倒です。一つで完結してほし
い。

50 神奈川県　
洗濯用洗剤…部屋干しのときもっともっと臭いがしないのが欲しい。 ワイドハイターEXとか沢
山入れて柔軟剤は、レノア使っているけれど…

35 東京都　
洗濯用洗剤がもっと、においが落ちるものがほしい。色々試しているけれど、なかなかとれな
い。また、赤ん坊がいるので、漂白剤などなるべく使いたくないので困っている。

38 東京都　 洗濯用洗剤がもっと洗濯槽まできれいにしてくれたらうれしいと思います。

32 埼玉県　 洗濯用洗剤が使うたびにどんどんキャップ部分がベタベタになっちゃう所が困ってます！

49 東京都　 洗濯用洗剤で、部屋干し用がもっと良い匂いの仕上がりになると嬉しいです。
31 東京都　 洗濯用洗剤で、洋服のしわや毛玉ができにくいものがあれば使ってみたい。

32 香川県　
洗濯用洗剤でジェルボールドを使っていますが、たまに破けているのがあって他のまでベト
ベトになってしまいます。 多分、溶けやすいように薄い膜で包まれているのだと思いますが、
破けた時はちょっと災難ですけどね。

59 静岡県　
洗濯用洗剤ですが、二層式洗濯機を使っていますが専用の洗剤や柔軟剤があるとうれしい

59 静岡県　
です。泡切れなど早いといいですね。

39 愛知県　
洗濯用洗剤で子どもたちの靴を洗います。手が荒れてしまうので、手荒れしにくいと便利で
す。

39 愛知県　
洗濯用洗剤で子供の上靴や運動靴を洗う時に、手が荒れてしまう。もっと手に優しい洗濯用
洗剤があるといいのにと思う。

66 千葉県　 洗濯用洗剤で柔軟剤機能を持つ洗剤があれば洗濯がより簡単になる
62 神奈川県　洗濯用洗剤で数あれども室内干しのいやなにおいが取れる商品を切望しています。

48 東京都　 洗濯用洗剤で適量といのがわかりにくい。わかりにくいので適当に入れている。48 東京都　 洗濯用洗剤で適量といのがわかりにくい。わかりにくいので適当に入れている。

57 愛知県　
洗濯用洗剤で毎回キャップにはかって入れているのでできれば一回オスと一回分の分量が
出るような仕組みにできたら楽だと思う。すぐつくってほしいなぁ。

46 東京都　
洗濯用洗剤なのですが、量がわかりにくいのでもっとわかりやすい計量スプーンにならない
かと思います

29 大阪府　
洗濯用洗剤に，もっと小さいサイズの洗濯機容量での使用量を表示してもらえると助かりま
す。一人暮らしで毎回20Ｌくらいしか洗濯しないのですが，洗剤の使用の表示は40Ｌくらいか
らで，毎回だいたい半分で使用しているが，それでいいのかわからないので。らで，毎回だいたい半分で使用しているが，それでいいのかわからないので。

55 神奈川県　
洗濯用洗剤に入っている計量スプーン？が大きすぎるため、洗濯機の洗剤入れに入れにく
い。

53 東京都　 洗濯用洗剤のキャップを毎回拭くのが面倒
52 東京都　 洗濯用洗剤のスプーン、たまってしまいます。ゴミになるのがもったいないと思います。
48 兵庫県　 洗濯用洗剤のスプーンは毎回要らない。

47 東京都　
洗濯用洗剤のハイジアで、汚れ落ちがもっと良かったらいいのにと思います。ライオンの洗濯
用洗剤は他社と比べて明らかに汚れ落ちが悪いです。抗菌効果が気に入っているので使っ
てはいますが。

43 大阪府　
洗濯用洗剤の詰め替え用、やりやすいように、とパッケージの口元を変えてるが、それでもや
りにくくてこぼれる

53 愛媛県　
洗濯用洗剤の詰め替え用・・・先が筒状（固い）になったものがいいのに、なっていないものが
多いので不便。

34 滋賀県　
洗濯用洗剤の香り付きが増えたけど、フランスで売ってたものに比べたら薄いと思います。
もっと強い香りの洗剤、日本でも売ってください。

46 東京都　 洗濯用洗剤の使用量がはっきりとわかる簡単な計量スプーンが入っているといい



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗濯用洗剤不便、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）

44 東京都　 洗濯用洗剤の使用量の記載が解りづらい

39 愛媛県　
洗濯用洗剤の使用量を書いてくれているが、水の量がいまいち記載されているのと違うの
で、もうちょっと細かく書いてくれると有難い。 コンパクト洗剤は、独り暮らしの洗濯量だと、使
いづらいので、小さいサイズで、1個入れたり2個入れたり調節できるといいなと思う。

47 神奈川県　洗濯用洗剤の紙製の箱が終わりに近づくと変形するのでどうにかならないか

44 神奈川県　洗濯用洗剤の紙容器に粉がへばりついてもったいない
66 兵庫県　 洗濯用洗剤の箱の処理に困る。袋の詰め替え用の洗剤が欲しい
37 栃木県　 洗濯用洗剤の粉がもっと水に溶けやすいといい
53 東京都　 洗濯用洗剤の毎回使用量がワンブッシュで量れたらいいと思います。

53 大阪府　
洗濯用洗剤の容器が短くて太いのは収納の場所ばかり取るので困る、もっと細長くしてほし
い。特にすすぎ１回のコンパクト洗剤に多い。

47 東京都　 洗濯用洗剤の容器や使用用量がある程度、共通だといいのに。47 東京都　 洗濯用洗剤の容器や使用用量がある程度、共通だといいのに。

37 東京都　 洗濯用洗剤は液が垂れるのがやだ

54 神奈川県　
洗濯用洗剤は詰め替え用を購入していますが、詰め替え時にこぼれたり時間がかかったり、
面倒です。口の部分を硬いプラスチックにする　＆　口を閉められるようにして２回分のお買い
得な詰め替え用になると嬉しいです。

46 兵庫県　
洗濯用洗剤は除菌消臭効果が高いものは柔軟剤の香りが残りにくいように思います。せっか
くお気に入りの香りのものをえらんでいるのでもっといい香りは残ってほしいです

39 兵庫県　 洗濯用洗剤や、柔軟剤の詰め替えた後に水を入れるのが入れにくい。注ぎ口がくっつく。
洗濯用洗剤全般、ボトル押したら洗剤でる容器だと嬉しい（おしゃれ着用にあるようなやつ）。

32 茨城県　
洗濯用洗剤全般、ボトル押したら洗剤でる容器だと嬉しい（おしゃれ着用にあるようなやつ）。
キャップで洗剤はかるの面倒だしキャップが洗剤でベタベタするのが嫌。

42 東京都　 洗濯用洗剤粉末の紙箱が使い辛い。ペットボトルのような容器にできないのか。

51 滋賀県　
洗濯用漂白剤が液だれするので、ボトルを新聞紙の上に置きます。ラベルも読めなくなってく
るので、液だれしないと嬉しいです。

68 滋賀県　
洗濯用粉石けん・・・洗濯機に入れるとき粉がモアモアと舞ってゴホゴホするので使いがって

68 滋賀県　
が良くない。でも、よくよごれが落ちるので使っています。

45 千葉県　 洗濯用粉石けんが溶けにくい・・・。

69 千葉県　 洗濯用粉末洗剤が冬分溶けにくい液体洗剤の価格がもっと安くならないかなー。
53 兵庫県　 洗濯用粉末洗剤の箱は紙じゃないほうが後始末が楽になると思います。

33 東京都　
洗濯用粉末洗剤はなぜ閉まりにくい箱の構造になっているのかが知りたい。 ワンタッチで湿
気が入らないような工夫がほしい。気が入らないような工夫がほしい。

64 埼玉県　
洗濯量に対してどのくらいの洗剤を使ったら良いか簡単に分ると良いとおもいます。いつも同
じくらいの量を使っているので。

39 東京都　 繊維の奥からきれいにしてくれればいいのに

66 北海道　
選択に粉石鹸を使用しているが　洗濯機に入れると衣類に固まってしまう。スイッチを入れる
まえにひとかき回しています。ちょっと面倒

33 東京都　
選択洗剤が片手で容量も計れて、洗濯機に入れられるといいと思います。 子供も抱っこしな
がらだと、大変なので！

39 埼玉県　 選択用の洗剤をつめかえるときにこぼしてしまいます。特に大きいものは難しいです。39 埼玉県　 選択用の洗剤をつめかえるときにこぼしてしまいます。特に大きいものは難しいです。

67 東京都　
選択用の粉の洗剤についている計量スプーンがたくさんたまってしまうのはもったいないきが
します。

41 千葉県　
選択用粉洗剤も柔軟剤みたいな縦型のボトルに入っていると場所をとらず、収納も揃えられ
て良いのになぁっておもいます。

56 三重県　
全般に言えることですが、洗浄力で粉せっけんって捨て難いものがあるのだけど、冬場気温
が低くなってくると途端に溶けにくくだまになるのがどうにも使い勝手が悪い。液体に負けな
いぐらい溶けると本当にうれしい。



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗濯用洗剤不便、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）

51 秋田県　
体と自然環境に優しい、粉末石鹸を洗濯用に使っています。すくい上げるたび、毎日カップか
らこぼれ落ちて洗面所を汚します。ダマになってしまうのも困りもの。「何とかならんかね～」と
おやじのように日々ぼやいています。

44 東京都　
大家族なので、洗濯物の量が半端じゃありません。今は手洗いで下着や靴下を洗ってから洗
濯機です。しかし本当は１つの洗剤でいろいろな汚れが落ちたらいいなと思っています。油汚
れ、汗泥汚れ、食べこぼし、絵具や習字の汚れなど・・・ 働く主婦に時間はないのです・・・

54 福岡県　
注ぎ口の形状のせいか、残らずきれいに使い切るのが難しい。（洗濯用洗剤・柔軟剤等の容
器）

40 大阪府　
匂いがきつすぎる製品が多いので困っています。柔軟剤入りの洗剤がもっとふえてくれると
べんりです

41 東京都　
日本の柔軟剤も大容量だったらいいのに。しょっちゅう買わないといけないので、アメリカサイ
ズのような量で売って欲しい。

49 東京都　 日本の柔軟剤も容量の大きい物があると嬉しい。
70 愛知県　 箱型洗剤の蓋がしっかり閉められたら良いと思う

30 福岡県　
箱形の洗濯用粉洗剤を使い始める時に、中側の紙のフィルムが開けにくく、ビリビリになっ
て、すっきり開けられないときがあります。もっとすっきり開封できるような接着方法にする
か、ビニール製などの素材のフィルムにするといいと思います。

50 東京都　 微粒の洗濯洗剤が　衣類に白く残ることがある50 東京都　 微粒の洗濯洗剤が　衣類に白く残ることがある

42 愛知県　
漂白剤がかかると服の色落ちしてしまう、気をつけているが気づいたら落ちてしまった、という
ことがよくあるから落ちない漂白剤が欲しい。 キッチンハイター、カビキラー等

53 滋賀県　 漂白剤が指についたらヌる。

55 栃木県　 漂白剤の詰替用で泡が出来てうまく入らない時がある
44 福岡県　 漂白剤の臭い
56 神奈川県　漂白剤の臭いが強すぎるので、臭いがなくなったらいいな、といつも思います＞

漂白剤入りの衣類用洗剤の種類がもっとあればいいなと思います。いつも別々に入れている
42 岡山県　

漂白剤入りの衣類用洗剤の種類がもっとあればいいなと思います。いつも別々に入れている
ので。

50 奈良県　 付属のスプーンが不要と思う。

33 福岡県　 部屋干ししても臭わない洗剤がほしい

32 愛知県　 部屋干しだと匂い付きの洗剤でもくさいので匂いが消えたらいいのに
44 石川県　 部屋干し用の洗剤を使っても匂いがする。
54 東京都　 部分洗い洗剤の使用効果があまり感じられない。

48 東京都　 部分洗い用のブラシが洗剤のボトルについていればいいのに、と思います。48 東京都　 部分洗い用のブラシが洗剤のボトルについていればいいのに、と思います。

40 香川県　 粉がもっと溶けやすいといい

66 北海道　
粉せっけんで選択していたが　最近貰ったジュエルボールアリエール 　は　選択の量に関係
なく１個使わなければならない・・

39 神奈川県　
粉せっけんの洗濯洗剤を使用中。冬場の水でも溶けやすくて、汚れが落ちやすい物があれ
ばいいなあと思います。

42 神奈川県　粉だと、溶け残ってしまい、畳むとき洗剤が落ちる
43 神奈川県　粉でも液体でも、メーカーによって量を図るメモリが 見づらいものがある。43 神奈川県　粉でも液体でも、メーカーによって量を図るメモリが 見づらいものがある。
38 兵庫県　 粉の洗剤を使っているが，冬場は溶け残りがあってこまる．ビーズ

38 大阪府　
粉の洗濯洗剤のスプーンにふたが付いていて、運ぶ時に、こぼれないような工夫がされてい
たらいいのに

44 兵庫県　 粉の洗濯洗剤の使いおわりが、使いきりにくい。また、箱捨てるのかさ張る。



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗濯用洗剤不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書き
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66 東京都　
粉の洗濯洗剤の箱の蓋の紙のロックがあまりにもちゃちですぐに切れかけてしまいとてもr使
いにくい。紙の箱のふたの構造とロック機構、材質を改善してほしい！

45 千葉県　 粉の洗濯洗剤はどうしても湿気とかで固まってしまうのが難点。
47 静岡県　 粉の洗濯洗剤は溶けない！
47 静岡県　 粉の洗濯洗剤完璧に溶けないから溶ける洗剤がほしい。

31 神奈川県　

粉の洗濯用洗剤は、大抵が紙の箱に入っていますが、だんだんと湿気てきます。 専用のス
プーンや箱の段差などに粉が固まってきて「あ～あ・・・」と思います。 最後までサラサラにさ
せておきたいし、できればもっと使いやすく（液体洗剤みたいなボトル型で、逆さにしたら1回
量だけ出るとか。）なるといいと思います。

37 神奈川県　
粉の選択洗剤は冬に溶けにくいときがある。そうかといって、液体洗剤は粉に比べると汚れ
落ちが悪いので使わない。

33 三重県　 粉はとけない。どれがいいかわからない

45 徳島県　 粉をつかっています。品はよいのですが、残った部分が清潔かどうか心配

66 愛知県　 粉石けんが固まる事。
62 東京都　 粉石鹸がシミになって残る
55 熊本県　 粉石鹸のタイプが溶けにくいですね
31 大阪府　 粉石鹸は洗い上がりが白く残る事があって使いにくいです。
51 千葉県　 粉洗剤　もう少し溶けやすくなって欲しい
57 富山県　 粉洗剤。溶けにくい
41 和歌山県　粉洗剤がぬるめの湯で洗っていても溶け残りが服についたまま乾く41 和歌山県　粉洗剤がぬるめの湯で洗っていても溶け残りが服についたまま乾く
37 茨城県　 粉洗剤が玉になる
60 神奈川県　粉洗剤は、溶けにくいです。
45 神奈川県　粉洗剤は水に溶けないのが嫌。

42 兵庫県　 粉洗剤をスプーン計量する時にこぼしてザラザラ床になるのをどうにかならないでしょうか。

71 神奈川県　
粉末（洗い粉）を含む洗剤は、置いておくと底に固形して使えなくなったり、振って使うことがあ
るのが困る。

32 愛知県　
粉末タイプの洗濯用洗剤、最後がいつも湿気で固まり、四隅に残る。 湿気ないのがいちばん
だけど、せめて容器が丸ければいいのに！だけど、せめて容器が丸ければいいのに！

44 兵庫県　

粉末タイプの洗濯用洗剤で、付属の計量スプーンですくって入れる時に、結構ゆっくりとしない
と少しですが、洗剤粉がこぼれてしまいます。特に多めに入れる時は、慎重にしないとダメで
す。で、毎回、掃除機をかける羽目に…。こぼす心配をせずに、もっとパパッと計って入れら
れたら便利なんだけどなあと思います。

27 兵庫県　
粉末の洗濯洗剤、汚れ落ちはいいのですが冬などは特に溶け残りが気になって‥悩んでま
す

63 福岡県　
粉末の洗濯洗剤の中にスプーンが入っていますが．最初取り出すときに、粉末洗剤まみれに
なっていて、取り出しにくい。なっていて、取り出しにくい。

41 千葉県　
粉末の洗濯洗剤を使用するとき、箱の蓋を全開にしなくてはいけない（湿気やすい）のと、箱
に角があるので、少量になってくるとすくいにくくまた、購入後袋に入れると破れてしまうの
で、ボトル容器に入れて欲しいです。

41 大阪府　 粉末の洗濯用洗剤は安いのでお得ですがときどき固まるのが不便だと思います。
48 兵庫県　 粉末香りつきアリエール  粉が衣類に残ることがおる。香りが薄い。
64 神奈川県　粉末洗剤と液体洗剤の使い分けがわからない。
51 東京都　 粉末洗剤の箱の開封が簡単にできるとよいと思います。

粉末洗濯洗剤の空容器を捨てるとき、たたむのに力がいる、ぺたんこにならない、ごみ袋の
66 東京都　

粉末洗濯洗剤の空容器を捨てるとき、たたむのに力がいる、ぺたんこにならない、ごみ袋の
中で場所をとる等イライラします。もっとスッキリ捨てられたらいいのに

57 大阪府　 泡タイプの漂白剤でも液ダレするのが多い

54 北海道　
容器が大き過ぎて持ちずらいし、口の形状やサイズが様々で洗濯機にセット静来のが不便で
す。

51 大阪府　
顆粒状の洗濯洗剤はいちいちスプーンで測るのが面倒なので例えばパッケージの口の大き
さ（開ける場所が何箇所かあって）で、ひと振りすればその量が出るみたいにしてほしい。


