
風呂用・トイレ用洗剤の不便・不満～風呂
2015年9/3～9/11 リビングくらしナビでのWebアンケート 74コメント

日ごろ使っている風呂掃除用洗剤で不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書
年齢 都道府県

日ごろ使っている風呂掃除用洗剤で不便、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）

54 福岡県　  バス用カビキラー等、逆さまでもスプレーできるように工夫してほしい。
37 兵庫県　 「お風呂掃除が時短に出来るグッズ」があったらいいのにと思います
57 福岡県　 「ルックおふろの洗剤」バスタブが傷つきやすい

40 東京都　
おふろのカビとり剤ですが、付け替え用の容器で売っていますが、袋に入っているものなら捨てる
のもかさばらないと思うのですが、どうでしょうか・・・。

32 千葉県　
おふろの洗剤のつめかえですが、つめかえるときにいつもこぼれます…というか倒れます。容器
がなぜ細いのでしょうか。

44 兵庫県　 お風呂ですが、カビが除去できるもの、それか、カビが発生しないもの。
55 東京都　 お風呂のかびとるのはにおいがなんとかならないか

45 兵庫県　

お風呂のカビ取り洗剤がもっと効果的ならいいのにと思います。 我が家のお風呂はタイル貼りな
ので、とてもカビがつき易いです。 一生懸命にカビをとろうとしても、若干薄くなるだけで、うまくと
れません。 もっとカビがちゃんととれる、ちゃんとした洗剤があればいいのにといつも思っていま
す。

56 東京都　 お風呂の詰め替え洗剤を入れる時泡が出て詰め替えにくい。
57 京都府　 お風呂の鏡のうろこ取りはどれを使ってもきれいになりません。
34 岡山県　 お風呂の水垢がとれる洗剤がほしい
43 神奈川県　 お風呂の洗剤、透明だからどれだけ自分が出したか判断しにくい

お風呂の洗剤スプレーのスプレー部分に 液が固まる。使う度に止の位置に戻さないのが原因だ
46 兵庫県　

お風呂の洗剤スプレーのスプレー部分に 液が固まる。使う度に止の位置に戻さないのが原因だ
と思うのですが、スプレー式の洗剤はすべて使う度に、出る止るにしなければいけないのでしょう
か？

57 大阪府　
お風呂の洗剤で洗面器も洗っているにも関わらず洗面器の内側は湯垢の様な膜が張ったような
感じになります。スポンジでは落とし切れません

56 神奈川県　 お風呂の洗剤にカビ取り&amp;カビの防ぐ効果をプラスしてあると嬉しいです
52 静岡県　 お風呂の洗剤はキャッチコピーがカビ除菌等強力をうたっていますが、実際は実感なし。
30 千葉県　 お風呂やトイレの洗剤スプレーはシュッシュした後に垂れて指に液体がつくので改良してほしい

68 東京都　
お風呂ん洗剤がもっと石鹸垢が簡単に摂れる洗剤だったら洗面器やお風呂用いすが気持ちよく
使えると思う
お風呂場・シンクとか洗う時にスプレー式の洗剤があればいいのと思います。今スプレーに移し替

63 大阪府　
お風呂場・シンクとか洗う時にスプレー式の洗剤があればいいのと思います。今スプレーに移し替
えて使ってます。

47 東京都　 お風呂場のカビ取洗剤の容器にカビが出でしまう。
47 茨城県　 お風呂場のタイルの目地につくカビが、ひとふきで取れる洗剤があればいいのに。
59 千葉県　 お風呂場の鏡のくもりを取る洗剤と水垢取りが欲しいです。

47 大阪府　
お風呂場掃除のカビキラー、宣伝してるみたいに、全然簡単にとれなくて、結局、ゴシゴシ洗わな
いといけなくて、大変。。。あれは誇大広告だと思う。。

38 兵庫県　 お風呂洗剤が泡立たないので、洗いにくい
38 兵庫県　 お風呂洗剤が泡立ちにくくて使いにくい。ライオン、おふろのルック。
41 東京都　 お風呂掃除のカビキラー。カビおちません。41 東京都　 お風呂掃除のカビキラー。カビおちません。
50 東京都　 お風呂掃除の洗剤の泡がもっと持ちが良いものはないのかな～。

55 福岡県　
お風呂掃除ブラシ　ブラシだけでは不足で他にスポンジも必要で掃除道具がいろいろあることが面
倒

42 神奈川県　
お風呂掃除用の泡スプレーですが、逆さにしたり、横向きに使ったり、残りが少なくなるとうまく泡
が噴射せず、手に洗剤が伝わってしまうことがあるので改善されるとうれしいです。

41 東京都　 お風呂掃除用洗剤にカビを落とせる成分が入ってくれればよい
51 愛知県　 お風呂漂白剤。塗れるようなスポンジヘッドがあるといいなぁ。

46 愛知県　
お風呂用カビキラーのノズル部分がよく詰まって出てこないときがある。また液漏れし手につきや
すい。キッチン泡ハイタ―のノズルみたいだと使いやすく助かる。



年齢 都道府県
日ごろ使っている風呂掃除用洗剤で不便、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）

41 千葉県　
お風呂用カビとり剤、もう少し匂いが少ないといいんですが。 でも危険もあるからあえて匂いをつ

41 千葉県　
お風呂用カビとり剤、もう少し匂いが少ないといいんですが。 でも危険もあるからあえて匂いをつ
けているんですかね。

38 神奈川県　 お風呂用の洗剤。もっと水垢がとれるものがほしい、種類が少ない
50 東京都　 お風呂用の洗剤が、浴槽全体にまんべんなくかかるといいなと思います。
48 大阪府　 お風呂用も泡で出たらいいのに
29 広島県　 お風呂用やトイレ用の洗剤が、泡がたれて本体がネチネチしてしまう

41 岡山県　
お風呂用洗剤の泡タイプを使っているのですが、まんべんなく広がりにくいです。泡でなくてもいい
ので、もっとミストのように広がって散布出来たらいいなあと思います。

41 東京都　 お風呂用洗剤の容器がもっと可愛ければいいなと思います。

50 兵庫県　
お風呂用洗剤はもっと湯垢が取れるよう、鏡のうろこ状の曇りがしっかりとれる洗剤が欲しい。一
つの洗剤ですべてが掃除できるよう。

50 兵庫県　
つの洗剤ですべてが掃除できるよう。

45 東京都　 なかなかお風呂のカビが落ちないので簡単手軽にお掃除できるものがあったら良いと思う。
43 東京都　 バススポンジ　洗剤が要らないのがほしい
41 千葉県　 バスマジックリン　すぐに使い終わってしまうので大きいサイズがあると良いです。

44 神奈川県　
バスルームやトイレを洗剤で掃除するとき、乾燥を防ぎ、よく洗剤をしみこませるなどの目的でラッ
プ材で洗剤を覆うというようなことをききますが、ラップ材が無くても乾燥しないで洗剤が良くしみこ
むように改良していただけるとうれしいです。

69 兵庫県　 ん～・・・浴室天井の洗剤、かび落とし 自分にかからず安心容易なものは・・・？

38 兵庫県　
電動で出るスプレー漂白洗剤、カビキラー。お風呂場で目地のカビ掃除に使うのにたくさんの箇所
をスプレーするのには便利なのですが、床に近い場所や下の方はスプレー本体を逆さまに向けて38 兵庫県　 をスプレーするのには便利なのですが、床に近い場所や下の方はスプレー本体を逆さまに向けて
スプレーしないとかけにくいのですが電動の物だと逆さまにすると出にくい。。

27 千葉県　 風呂のカビ対策で本当に有効なものがあればいいと思います。どれも今一つなので
68 大阪府　 風呂の鏡のウロコ状の物　簡単に落とす　方法　が有れば　良いのですが

64 福岡県　
風呂掃除のルック。残り1/7くらいになるとプッシュしても極端に出にくくなる。もったいないけど
キャップ外してぶちまけてしまう?何とかして…。

30 愛知県　 風呂用洗剤の詰替が面倒なので、簡単に詰め替えできるものがほしい
66 神奈川県　 浴室～黒カビがとれない。
68 栃木県　 浴室の床のみぞ部の黒点が中々落ちないので、簡単に掃除できるようにしてほしい。

68 栃木県　
浴室の床の細部が、黒点状に残りなかなか洗浄されないので、改善してほしい。商品名はマジッ

68 栃木県　
クリン。

39 兵庫県　 浴室用洗剤が液だれしないと、もっと使いやすいです。
41 奈良県　 カビキラーもっと体に優しかったら良いのに

64 東京都　
カビとり洗剤カビキラーなど、もう少しトロッとした感じでカビにへばりつく様な物の方がカビが取れそ
うな気がするのですが

43 神奈川県　 カビキラー：残量僅かな時、きれいな霧状で出てくれない事を改善してほしいと思います。
64 東京都　 カビキラーの臭いがきつい。
38 愛媛県　 カビ取り剤が、もう少し人体にも優しければいいのにと思います。
45 神奈川県　 カビキラー、完璧にカビを落としたい。

洗剤というかカビキラー。泡だから広範囲の部分にかけるとすぐ中身が終わっちゃう。もっと霧吹き
40 愛知県　

洗剤というかカビキラー。泡だから広範囲の部分にかけるとすぐ中身が終わっちゃう。もっと霧吹き
みたいにまんべんなく床などにかかるといいのにと思います。

33 神奈川県　 カビキラーなどの液ダレが気になります。
39 東京都　 カビキラーと漂白剤の匂いがきついので匂いがマイルドになってほしい
43 神奈川県　 カビキラー臭い！ 無臭にできないものでしょうか！
39 埼玉県　 カビキラーの臭いをもっと抑えてもらえたや入浴中に掃除ができるのにな～
42 大阪府　 カビキラー。最後まで使いきれない。液だれしてくるので、手が荒れる。
38 東京都　 カビとり剤が、液だれしてちゃんとカビがとれないこと
50 神奈川県　 カビキラーです。すぐになくなってしまうので。
45 神奈川県　 カビキラーなどカビ取り材の粘着力がもう少し高ければいいのにと思う。45 神奈川県　 カビキラーなどカビ取り材の粘着力がもう少し高ければいいのにと思う。
38 愛媛県　 カビ取りハイターの錠剤があったらいーなーと思います。風呂の浴槽に使いたいです。
46 兵庫県　 カビ取り洗剤  カビを生やしてしまったのが悪いけど、もっと頑張って欲しい！
50 千葉県　 カビキラーなどは手に付くと水ですすいでもヌルヌル感がなかなかとれないことが嫌です。

46 東京都　
カビハイター シュッとしてしまうのでちょびっとピンポイントにしたい時にノズルタイプとかあるといい
なと思います

52 東京都　
スプレー式のカビ取り洗剤などの容器ですが、残りが少なくなってくると出にくくなること。 最後まで
きれいに使いきりたい。



風呂用・トイレ用洗剤の不便・不満～トイレ
2015年9/3～9/11 リビングくらしナビでのWebアンケート 50コメント

年齢 都道府県
日ごろ使っているトイレ掃除用洗剤で、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）

年齢 都道府県
い（分かれば商品名も）

44 大阪府　
おトイレのスタンプコマーシャルと違って使いにくいです。ふたをしたままスタンプしようとして１回無駄にした
り，うまくつかないといった具合に６回使えるはずがきちんとつかえたことが今までないです。（慌て者のせ
いもあるのですが）

32 大阪府　
ジョンソンのトイレスタンプ機能も押ししただけなのに２回分出てしまい削り取った分は捨てました。もったい
ない。確実に１回分だけ押せたらいいのに、何回も失敗しています。私だけなのかな？

39 東京都　
トイレクイックルのお掃除シートが入っている量が少なくすぐ無くなってしまうので、１つ分の量を増やしてほ
しいです。

41 東京都　 トイレクイックルはもっと厚手で大きいほうが使いやすい。折り畳みが多くてもよいので。
61 大阪府　 トイレスタンプ！　夏場は溶ける？61 大阪府　 トイレスタンプ！　夏場は溶ける？
41 神奈川県　 トイレスタンプ消臭剤が２度目以降フタをすると必ずはみでる。
45 千葉県　 トイレなどを掃除するお掃除シート。使っているときはいいけれど、手が荒れる。
34 神奈川県　 トイレのスタンプを押すタイプの商品。効果がイマイチ？すぐになくなる。
48 東京都　 トイレのブラシがすみずみまで行きわたらなくて・・・

21 京都府　
トイレのブラシを清潔に保てるような方法はないでしょうか、スタンプ式や付け外しの使い捨てでは汚れ落と
しに心もとなくてごしごししたいので、、、

33 神奈川県　 トイレのルック キャップをいちいち外すのが手間！ワンタッチで蓋の開け閉めが出来るといい！
38 埼玉県　 トイレのルックは開け口が手回しタイプだから片手で開けられるものにしてほしい
37 神奈川県　 トイレの汚れがちゃんと落ちているのかわからない。目に見えればいいのに37 神奈川県　 トイレの汚れがちゃんと落ちているのかわからない。目に見えればいいのに
55 大阪府　 トイレの黄ばみが良く取れる洗剤があったら便利。ドメスト

39 兵庫県　
トイレの手洗いの所の水あかを簡単に落とせる掃除道具があればいいのに。スポンジなどで洗っているが
水がポタポタしたにこぼれおちてしまう。

63 埼玉県　 トイレの清潔さが長期間保てる洗剤がほしいです。
39 東京都　 トイレの洗剤でスクラミングバブルみたいな泡状のがあったらいいなぁ…と、思います！
26 京都府　 トイレの洗剤で縁の裏に液が行きにくい。
54 東京都　 トイレの洗剤のふちにうまくかかるようなノズル。
55 香川県　 トイレの掃除に使う洗剤が自動で出てきたらいいのに。

42 大阪府　
トイレの掃除用洗剤ってノロウィルス等の殺菌効果があるように思えないのだがその部分をハッキリ教えて
ほしい。

42 大阪府　
ほしい。

39 宮城県　
トイレの便器にスタンプしてトイレの汚れをつきにくくする商品の台所のシンク用があれば便利だと思いま
す。

27 東京都　 トイレの便器を洗うブラシがもっと縁裏まで掃除できるような改良をして欲しい。
54 神奈川県　 トイレの便器を掃除するときに、洗剤が終わりそうになると、なかなか出てこなくて使いづらい。

45 大阪府　
トイレの便座のプラスチックの裏側のシャワーが出る辺り一帯の黄ばみを取る洗剤がほしい。トイレの、便器
の土台(下の部分)の溝周りの黄ばみをとる洗剤もほしい。

51 大阪府　 トイレブラシの保管中　ブラシが空中に浮いている状態にして　乾かしたいです。
40 埼玉県　 トイレマジックリンなどのスプレータイプの商品を使うと液ダレがいつも気になっています
43 東京都　 トイレマジックリンはこびりついた黒ずみが取れなくて困る！もっと汚れが落ちればいいのに！！43 東京都　 トイレマジックリンはこびりついた黒ずみが取れなくて困る！もっと汚れが落ちればいいのに！！
39 東京都　 トイレやお風呂用のスプレー式洗剤。使っていると必ず液だれして手につく。



年齢 都道府県
日ごろ使っているトイレ掃除用洗剤で、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）

年齢 都道府県
い（分かれば商品名も）

52 東京都　
トイレや除菌などのスプレー式のポンプ、いちいち先端を閉や開に回さなくてはならず指があれたりして面
倒。 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。

51 兵庫県　
トイレ洗剤、こびりついた尿素がスッキリさっと落とせる洗剤が欲しいです。キレイになったら、汚れがつか
ないよう磨きます！

47 兵庫県　 トイレ洗剤が泡だったらいいなぁと思います。

47 神奈川県　
トイレ洗剤の容器って、どのメーカーのものも、逆さに使うと液ダレする。トイレ用洗剤はたいてい逆さに使う
ものだと思うので、改善して欲しい。

48 大阪府　 トイレ洗剤は だいたいが 同じようなにおいなどで 洗剤にも いい香りのものがほしい
トイレ掃除で、便器の後ろ側を拭くのが大変です。届かないし、頭うつし、腰が痛いし、、、でも綺麗にしたい

34 東京都　
トイレ掃除で、便器の後ろ側を拭くのが大変です。届かないし、頭うつし、腰が痛いし、、、でも綺麗にしたい
です。

53 三重県　 トイレ掃除の洗浄剤などは、いろんな香りの展開があってもいいかなと思いました。
68 東京都　 トイレ掃除用のボトルの液体の出方が、便器内掃除の時、フチ裏などに 上手く当たらぬものが多い。

51 東京都　
トイレ用ウェットシート。流せるのは有難いが、床や壁を拭くと脆さが目立つ。 乾燥するのも早く、普段は雑
巾で掃除していて、雑巾を干せない雨天のときだけシートを使うようにしているので、使い切る頃にはカピカ
ピシートになっている。

42 埼玉県　 トイレ用ウェットシート…とっても出しづらいので、何とかならないものかと思います。

42 京都府　
トイレ用スプレー洗剤で、スプレーのとこから液垂れがして使いにくい。 スプレータイプの漂白剤でスプレー
のところが詰り、出が悪くなるのところが詰り、出が悪くなる

48 兵庫県　 トイレ用のシートタイプのクリーナー、たまにしか使わないと乾燥している！乾燥しないといいのに。

48 兵庫県　
トイレ用の洗剤はシートタイプだと乾燥して使いにくくなる、スプレータイプだと洗剤成分が床などにたまって
いく、など、一つで全部に使えるものがない。

42 埼玉県　 トイレ用洗剤の泡切れがもっと良いといいです。来客前に掃除して、泡が残っていると残念なので・・・

29 東京都　
トイレ用洗剤を壁（クロス）にも使えたら便利だと思います。 トイレ用洗剤は色付きの物や 匂いがキツイ物
が多いので 使うことができません。

56 栃木県　 トイレ用洗浄剤の効果がほとんど無い。
68 東京都　 トイレ用便器洗剤の容器先から出る洗剤が、もっと便器フチの裏側へ当たる様な、容器の形だといいのに。
57 埼玉県　 ドメスト匂いがないといいな
68 広島県　 ライオン  トイレのルック   濃縮パワーだったら、いくつも買い置きしなくてもいいのにと、思いますね。68 広島県　 ライオン  トイレのルック   濃縮パワーだったら、いくつも買い置きしなくてもいいのにと、思いますね。
32 埼玉県　 手が汚れないトイレ掃除グッズが増えて欲しい

45 熊本県　
カビ取り剤でどのメーカーもなんですけど、スプレーする時にボトルを逆さまにすると数回は洗剤が出ても直
ぐ連続で出なくなるところが不便です。トイレ洗剤も同じです。便器のふち裏なんてそうでもしないと洗剤か
けられないでしょう？


