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2015年9/3～9/11 リビングくらしナビでのWebアンケート 175コメント

年齢 都道府県
日ごろ使っている洗剤で、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）

49 大阪府　 全部一緒のを使えるといいのになぁと思います。。。49 大阪府　 全部一緒のを使えるといいのになぁと思います。。。

42 京都府　
用途別に購入していたら置き場が困ることに。効果もあるこれ1本で！！
みたいな洗剤が欲しいです。

51 千葉県　
油汚れ（換気扇やレンジまわり）をもっと簡単にきれいにしてくれる洗剤が
あったらいいな～と思います。

51 千葉県　
お掃除用洗剤が一つで済むようなものがあると嬉しい。用途別に揃えると
置き場所に困るし、次に使うとき、どれがどれに適していたのか、わからな
くなってしまう。
全体的にパッケージがうるさくてインテリアの邪魔になる。シンプルなもの

33 兵庫県　
全体的にパッケージがうるさくてインテリアの邪魔になる。シンプルなもの
もあるが少々お値段が張る場合が多いので、低価格帯の潜在でも大人し
いパッケージに替えて欲しい。

44 大阪府　
万能洗剤があって全てそれを使えるなら、色々買わなくて良いので、便利
だと思います。そんなのがあれば良いと思います。

35 東京都　 フローリングの色が日焼けした所のごまかし方。

48 東京都　
洗剤の容器全部に言えること。容器、もっと使いやすく、もしくは詰め替え
用の量を減らして出しといて本体付の方が安いって意味わからん。

38 神奈川県　 用途別ではなく、どこでも使える洗剤が増えるとうれしい

30 兵庫県　
フローリング用洗剤はそのままだと乾いた時にムラになるし、 薄めて使用
だと汚れ落ちにくい ので、スプレータイプだと簡単便利かなと思います

38 兵庫県　 でこぼこした壁紙の汚れが拭きやすいものがあったらいいな。

35 東京都　
シンプルなインテリアにしたいので、洗剤などは詰め替えをしている。透明
な容器なので洗剤自体の色が目立って気になる。乳白色などならいい
が、ピンクや黄緑水色など、洗剤によって色がチカチカして気になる。

43 大阪府　
ポンプ式やや霧吹き系のハンドソープや掃除用洗剤などは最後まで液が

43 大阪府　
出てこない。最後の１滴まで使えたらいいのに。

30 愛知県　 スプレーボトルの液だれ
66 大阪府　 掃除用洗剤 色々有りすぎ迷う。

71 兵庫県　
液体洗剤全般に言えるのですが、どこまで入ったのか外から見て分かる
ように、容器の横にでも、透明な所があると便利かなと思います。

34 愛媛県　 クイックルワイパーシートわざわざ取り替えてするのがめんどくさい。
49 兵庫県　 スプレー式の物が多く嵩張る。
43 北海道　 よく出る止めるをまわして合わせるものは手が汚れるのが嫌です43 北海道　 よく出る止めるをまわして合わせるものは手が汚れるのが嫌です
33 埼玉県　 排水溝を触らずに綺麗にできるものが結局ない。
43 兵庫県　 コレ一本で済むというのがほしいです
67 兵庫県　 洗剤がしみ込んだ使い捨て紙ナプキンが欲しい。

32 大阪府　

洗剤類全般に言えることなのですが、もっとシンプルでオシャレなパッケー
ジにして欲しいです！台所や洗面所にそのまま置いておくと、やたら目立
つし、生活感丸出しなのがすごく嫌で、洗濯用も台所用もトイレ用も違う容
器に入れ替えて使っています。毎回毎回入れ替えるのは面倒なので、ぜ
ひオシャレなデザインのものを発売して欲しいです。ひオシャレなデザインのものを発売して欲しいです。

49 茨城県　 スプレーの液が液だれしなければいいのに

50 大阪府　
掃除用などのポンプ式の洗剤を使用していると最後の方が出にくくなるの
で上の部分を外さないと最後まで使い切れないのが不便に感じます。

65 千葉県　 換気扇の油が簡単に落とせる洗剤と道具
48 東京都　 ひとつで何でも掃除できる洗剤があるといい
25 大阪府　 流さず放置できる掃除用洗剤が欲しい
54 東京都　 柄のついていないたわしは使いづらい



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗剤で、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）

42 大阪府　 スプレータイプが最後まで出ない
60 神奈川県　 容器が透明のほうがいい。

37 神奈川県　
掃除用の洗剤でスプレータイプの物はだんだん持ち手の辺りにもれてきて
ヌルヌルして特に濡れた手で持つと滑りやすく使いにくい。ヌルヌルして特に濡れた手で持つと滑りやすく使いにくい。

61 兵庫県　
全部に使える万能洗剤がほしいです。そしてすすぎが簡単、二度拭きが
不要なもの。

28 兵庫県　
重曹やクエン酸がお掃除につかえると買ったのはいいものの、粉は使い
にくくてなかなか使用してません(私だけ??)

75 兵庫県　 容器の内面に工夫を?無駄なく使いきるための工夫を。

65 東京都　
各所に専用の洗剤があり、もっと種類が少なく、一つ洗剤で済むとうれし
い！
床とかお風呂とか窓とかどんなところにも使える洗剤があれば良いのに。

47 東京都　
床とかお風呂とか窓とかどんなところにも使える洗剤があれば良いのに。
各所ごとに色々買わないといけないから洗剤コーナーがいつもパンパン。

40 東京都　 スプレーでも周りに飛散しない

40 大阪府　
収納した時の見た目がいいように　全ての容器サイズを統一してほしい
高さだけでも・・・

65 大阪府　 液体洗剤の容器を押さえると1回分の分量が出てくる

29 山口県　
ひとつの洗剤でキッチンもトイレも床も綺麗になるようなものがあればうれ
しいです。使い分けるのが面倒…。
フローリングクイックルのシート、両端をワイパーに挟み込むのですがその

47 東京都　
フローリングクイックルのシート、両端をワイパーに挟み込むのですがその
部分が使えないので、全面が使えるものがあればといつも思います。

55 熊本県　
適応する用途に合わせると種類が多すぎて、場所をとって困ります。マル
チな洗剤って無理なんですかね？

63 東京都　
カーペットの汚れなどでも、汚れによっては台所用洗剤の方が有効の場合
がある。

36 神奈川県　
用途が別れすぎ。一本にまとめて良いよね。 でも、自分で重曹やら炭酸
ソーダで作るとスプレーが詰まってしまって良くダメにしちゃうからなぁ。
液体洗剤容器のメモリのところが透明だと量がわかり使いやすいので

64 東京都　
液体洗剤容器のメモリのところが透明だと量がわかり使いやすいので
は？

42 埼玉県　
用途別に揃えると、たくさん種類が必要になってしまうので、兼用できるよ
うなものがあると助かります

57 千葉県　
スプレー式の洗剤（泡で出るものも含む）で横向き下向きが続くと出てこな
くなってしまうものが多くて使いにくいと思います。

36 東京都　
スプレーで吹き付けるタイプの容器のとき最後に少し残っていても使いき
れない。
ケースが立派過ぎてプラスチック製包装容器のゴミがかさばります。シャン

50 神奈川県　
ケースが立派過ぎてプラスチック製包装容器のゴミがかさばります。シャン
プーの詰め替え容器みたいなのにできませんか？

65 滋賀県　
洗剤の種類が　多すぎてどれをつかったらいいのか　いつも悩みます。最
後は　重曹に　なりました。

25 愛知県　 換気扇の油がすぐにとれたらいいのにな～
45 東京都　 用途別が多すぎ。「これ一本でなんでも使える」ようなのがほしい。

37 兵庫県　
〇○用とか用途を分けすぎ 本当は重曹みたいにいろんなところに使える
洗剤があるのでは？
外国製の試したい洗剤等は量り売りしてくれるとうれしい（もちろん、日本

32 東京都　
外国製の試したい洗剤等は量り売りしてくれるとうれしい（もちろん、日本
製も）。容器がもったいない。

51 愛知県　 カビ取りスプレー。すぐヘッドが壊れて詰め替え商品が使えなくなる。

26 神奈川県　
重曹が袋ではなくボトルに入っていればいいのにとは思ったことがありま
す。

44 京都府　 霧吹き上の洗剤は残り少なくなると出にくくて使いにくい



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗剤で、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）

47 京都府　 種類が多くて大変。万能だと良いのにと思う。
34 兵庫県　 床拭きシート。ワックスも一緒に出来たらいいなと思います。

64 神奈川県　
ゴム手袋；じきに細かい黒い斑点ができてきてとても不潔な感じになり、ま
だ破れてもいなくて使える段階で捨てざるを得なくなること。あの黒い取れ
ない斑点は何なんでしょうか？ない斑点は何なんでしょうか？

38 宮城県　
スプレータイプの洗剤の液漏れが困る。特に泡で出るタイプだと、噴霧口に
たまりやすく、時間がたつと垂れてくる

37 大阪府　 2度ぶきのいらないものがいい

43 大阪府　
ガスコンロや魚焼きのところを簡単にきれいにする掃除グッズまたは汚れ
防止グッズがほしい

37 大阪府　 2度拭きしなくていいものがいい
44 神奈川県　 一つで全てをまかなえたらいいのに

47 宮城県　
家中二度拭きいらずでピカピカ・・・といっても二度拭きしないと綺麗になら
ない潜在が多いようなきがします 食器洗い洗剤は食洗機用のものもコス47 宮城県　 ない潜在が多いようなきがします 食器洗い洗剤は食洗機用のものもコス
トが高すぎ・・・ もっと安くていいものを求めますねぇ・・

72 兵庫県　 パッケージがもっとおしゃれだといいのに。
65 千葉県　 フローリング掃除で乾きむらが出来てしまう。乾きむらが出来ないもの

52 大阪府　
ペットがいるので、窓や床などの住宅用クリーナーは、舐めても安全な天
然成分などにしてほしいです。

29 神奈川県　 もっとインテリアになるようなオシャレなデザインがいい
49 神奈川県　 色々と専用の洗剤に分かれているので面倒

67 千葉県　
リビング用洗剤が用途によって変えるのが面倒なので、良く落ちて何にで

67 千葉県　
リビング用洗剤が用途によって変えるのが面倒なので、良く落ちて何にで
も使える 洗剤が欲しい

44 埼玉県　
万能の洗剤がほしい。台所もお風呂もリビングもトイレも、ぜーんぶまるご
とこれ１本みたいな。そういう商品に出会いたいです！！！

47 東京都　
殺菌・除菌等を、使用しながら効率的に効果が出るものをいつも探してい
る。

52 愛知県　 スプレーボトルのスプレー部分を統一したおおきさにしてほしい

55 神奈川県　
掃除用はたくさん種類がありすぎる！ １個で全部きれいになるものが欲し
い。
掃除用の洗剤は用途別に多くの種類がありますが、全部揃えると置き場

66 神奈川県　
掃除用の洗剤は用途別に多くの種類がありますが、全部揃えると置き場
所もとり使い勝手が悪いので、オールマイティの洗剤があればいいのにと
思います。

51 千葉県　
お掃除用洗剤が少ない本数でいろいろなところに使えるといいのになと思
う。一度使うと、どれがどこへつかって、有効なのかわからなくなってしま
う。

39 沖縄県　
用途に分けて使うのが不備だし、経済的にも大変なので、一つの洗剤で
使えるものがイイ

32 大阪府　
スプレータイプの掃除用洗剤は最後までついにくい。最後まで使えたかの

32 大阪府　
スプレータイプの掃除用洗剤は最後までついにくい。最後まで使えたかの
確認もあけてしないといけないのがめんどう。

60 神奈川県　 容器が透明で残量がわかるもの
40 大阪府　 スプレータイプは噴射した時、円状にもっと大きく広がればいいのに。

46 滋賀県　
ゴム手袋が使いにくいです。食器が滑ったり、中に水が入ったり、臭くなっ
たり。

41 神奈川県　
洗剤それぞれですが、もう少しシンプルでオシャレなパッケージになったら
いいのにと思います。

57 神奈川県　 全部1本で掃除できればいいのに
41 千葉県　 すべての洗剤の入れ物がポンプ式だと手が汚れないです。41 千葉県　 すべての洗剤の入れ物がポンプ式だと手が汚れないです。

46 神奈川県　
壁などの掃除をするためにはもっとアワアワでたれにくいものが望ましい
です。

38 神奈川県　 電子レンジの庫内を掃除するグッズ、なかなか綺麗にならない

33 千葉県　
香りを楽しみたいので もっと香料があればいい 容器はツルツルしてるの
でちょっと突起があって持ちやすいものがいい。

66 宮城県　 なぜ用途別に何本も必要なのか。何にでも使える洗剤が欲しいです。
36 大阪府　 床用の洗剤の種類がすくなのが不便。



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗剤で、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを
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27 東京都　 薄めて使うもの、重曹を溶かして使うなどは、面倒だなと思います

51 東京都　
排水溝たわし。横だけたわしではなくて、てっぺんの先にもたわしがついて
いれば、いいのに。

35 京都府　
毎日使い、目にするものなので、掃除が少しでもやる気になる様見るだけ
でもテンションが上がるパッケージになればいいな♪
洗剤は一つに統一したい。使う場所によって違うので数が増えて邪魔。通

54 東京都　
洗剤は一つに統一したい。使う場所によって違うので数が増えて邪魔。通
販などで見たことがありますが値段が高い。もっと価格の安いものが欲し
い。

45 千葉県　
重曹で台所まわりを掃除しているけど、容器がまだ一定しない。スプーンで
すくうのは場所をとるし、振りかけるのはしけってしまうと使えない。

44 大阪府　
換気扇やレンジ周りの油汚れがまめに掃除をしていてもとれ難く色々な洗
剤を試しているがこれといった汚れが落ちるものがなく困っています。

32 京都府　 ボトルがもっとカワイイと嬉しい。

46 東京都　

クイックルワイバーのシートって、端っこの部分が勿体無い！シートを本体
に包んで使用しますが、両端の部分は挟むだけのもの？ 私はケチなの
で、端ギリギリにシートをズラしてできるだけ、全面使えるようにしていま
す。 最近、娘がセロハンテープを端に付けて1面を半分づつ、４面使用して
います（ ;  ; ）

55 千葉県　

インテリアとしてもおいてあると素敵に見えるような綺麗な色でおしゃれな
ボトルだと日々の家事もテンションあがりやる気がでるのでボトルがもっと
おしゃれになると嬉しいです。ボトルの文字も外国語で書いてあったりする
のもおしゃれで嬉しいです。

36 和歌山県　

私が知らないだけで、すでに商品化されているかもしれないですが、液体
洗剤をキャップに注いで図るのが面倒です。本体を押して（1回●mlとか）、
適量出せたらいいのにな。それか、ジェル状カプセル状の固形とか。クイッ
クルルワイパーで、使わない部分がもったいないなと思います。綺麗な部
分を手に持って拭いてますが、本体に挟んだまま全面利用出来たら。あと
は、本体がどうしても汚れちゃうのが気になります（汚れた面を当てるの
で）。で）。

44 大阪府　
掃除用の洗剤の種類が多すぎて、容器の形や大きさもバラバラ収納する
のにも統一感もない。1本でいろいろ使えるオールインワンのようなものが
欲しい

51 千葉県　 スプレーが　だれてくる
63 神奈川県　 掃除用マジックリン 泡状だったら液ダレし難いと思う
62 大阪府　 液体の洗剤全般に細かな量のしるしがないのが使いにくい

65 岩手県　
スプレー式の容器は最初はいいが、中身が少なくなってくると、うまく出て
来ない製品が多いと思う。来ない製品が多いと思う。

69 神奈川県　 洗剤の容器は４角い方が丸い物より、収納がキツツリする。
48 東京都　 形状(特に高さ）が同じになってくれれば収納が楽になるのに…。

44 岡山県　
いろんな場所ごとにいるのが面倒なのでどこでも使える洗剤があったらい
いのにと思います。

44 東京都　
万能の洗剤が欲しいです。一人暮らしの狭い部屋にいろいろ買うこと自体
が大変です。

55 東京都　
ほどよく吸収し、ふけて水洗いできる専用ぞうきんや専用細かいところさし
こみ拭き棒とか、あればいいのに。こみ拭き棒とか、あればいいのに。

54 京都府　
ストックするときにいろいろな形だと場所をとってしまうので、並べてじゃま
にならず、きちっと並べられるようなデザインだ助かります。

35 大阪府　
一回分が一目でわかりやすくなれば良いのになと思います。液だれもする
ので、使いにくいです。

37 大阪府　 スプレーは最後まで使えない

45 埼玉県　
買い足し、保管場所が大変。実は共有できないのでしょうか？ 成分が似
てる気がするのですが。
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48 兵庫県　 固形洗剤最後まで使いきれず、もったいないと思います。
36 兵庫県　 マジックリン　もっと手に優しいのがいいです。
38 東京都　 見えてもかわいいボトルだとありがたいです。
25 東京都　 掃除後に汚れが付きにくくなればいいと思う。
35 兵庫県　 アルコール除菌スプレーの使い方
55 神奈川県　 場所別で種類が多いので、オールマイティーに使える洗剤がほしい
58 東京都　 全部まとめて、1つの洗剤にできればいいと思います
44 兵庫県　 カビを除去できるもの。
37 宮城県　 １つで２役や３役など、１つでいろいろな所で使える洗剤が欲しいです。

38 岡山県　
 洗剤の容器はおしゃれなものはほとんどないので、おしゃれなもの、飾っ
ておきたくなるようなものがあるとその場の空間がぐっと華やぐかも。ておきたくなるようなものがあるとその場の空間がぐっと華やぐかも。

59 宮城県　 一つの洗剤ですべての掃除ができるといいのに
52 広島県　 壁紙用掃除洗剤を各種使ったが、どれもたばこのヤニが落ちない。
48 東京都　 パッケージデサインが洗剤らしくなく、恰好いいものであってほしい。
46 静岡県　 たわしがすぐダメになってしまいます。手も汚れます。

50 神奈川県　
日本のメーカーのものは、場所ごとにいろいろと洗剤が分かれているよう
な気がします。海外メーカーのもののようにまとめて仕えると便利だなと感
じています。

31 岡山県　 洗剤の種類が多くて、もっと統一したい31 岡山県　 洗剤の種類が多くて、もっと統一したい
27 滋賀県　 もっと可愛いデザインだったらいいのに！
52 福井県　 容器がもっとおしゃれだったら楽しい。

41 兵庫県　
ウタマロクリーナー　手に優しく、でも油汚れもすっきり！と書いていたけ
ど、油汚れはなかなか落ちなかった。固形石鹸はすごく落ちるので期待し
てたけど。残念でした。

63 東京都　
床掃除用のマイペットですが、乾いた布でやると布にしみこむ方が多くって
なんかもったいないです。

44 兵庫県　 簡単にカビがとれるもの。また、カビが発生しないものがあればうれしい。44 兵庫県　 簡単にカビがとれるもの。また、カビが発生しないものがあればうれしい。
30 兵庫県　 換気扇の洗剤の液だれ。泡で液だれしなければいい

39 福岡県　
もっとスタイリッシュな容器だといいのに。いつもラベルをはがしたりしてイ
ンテリアになじむように、出しっぱなしでもインテリアとして溶け込み、気に
ならない様なパッケージや容器だといいとおもう

51 東京都　
フローリングのウエットシート。もっとゴミを取ってくれればいい。ウエット
ティッシュの厚手や大判があればいい。

46 大阪府　
掃除用の洗剤で泡になるタイプはガスの物は細かい泡(洗剤が)散りやす
く、普通のは垂れやすく、丁度いいのはないです。く、普通のは垂れやすく、丁度いいのはないです。

37 千葉県　 一つで色々な用途に使えるとうれしい

37 東京都　
スプレー式の洗剤が、先の部分の上げ下げで調整できるものがあるが、
折れてしまったりして、結局は意味をなさないことがある。

70 愛知県　 液の量が少なくなると倒れやすくなる。安定したものがあればよいと思う。

36 大阪府　
もっとどの場面でも使える1本万能洗剤でこどもに使い方が教えやすいタイ
プあればいいなあ



年齢 都道府県
日ごろ使っている洗剤で、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）

48 神奈川県　 スプレーを連続噴射すると液だれしてくることがある。

47 東京都　
正直、洗剤は用途別にいろいろありすぎて困ります。一本ですむ洗剤があ
ると便利！

61 神奈川県　
各洗剤で出回り始めの頃は移し替えが面倒で億劫だったがエコ精神の
元、だんだん慣れて詰め替えの要領も良くなって便利に思って使用してい
ます。ます。

30 神奈川県　 床にシミができない洗剤を作ってほしい。
39 神奈川県　 様々な洗剤があり特徴がはっきり分かると使い分けがしやすいと思います

51 東京都　
クイックルワイパー、 シートの取り付け、取り外しが、ワンタッチでできれば
良いと常々思っています！

37 大阪府　 しっかり汚れが落ちて除菌でき、2度拭きがいらないものがいい

48 東京都　
スプレー式の洗剤（カビキラー等）を色々使っていますが、使えなくなってし
まうことが時々あります。もっと丈夫なスプレーがあればうれしいです。

39 大阪府　 マッジクリンのスプレー。たまに手にかかるので何とかならないかな？39 大阪府　 マッジクリンのスプレー。たまに手にかかるので何とかならないかな？

27 東京都　
ゴム手袋のＭは少しきついのにＬはゆるいので、その中間ぐらいが欲しい
です。

35 東京都　 液体系は1pushで規定量が出ると良いといつも思います。
44 兵庫県　 油汚れ（換気扇やコンロ）が簡単に落ちる洗剤があればいいのに
31 大阪府　 全て共通で使えて無毒のもの（万能）があればそれ一本で助かります。

29 北海道　
洗剤のボトルをカラフルにしてほしい?パッケージももっとシンプルでおしゃ
れなのがいいです！
シニアにも説明内容がハッキリ見えるよう活字は特に大きく濃くしてほし

60 岩手県　

シニアにも説明内容がハッキリ見えるよう活字は特に大きく濃くしてほし
い。特にも洗剤量をハッキリさせる為のラインやヒョク時を濃くしてほしい。
作り手は老眼の苦しさや悲しさが分かっていない。老眼の人も研究者にい
るはずなのに、どうして見えない表示を続けるんだろう。悲しい。若い頃は
細かい字も全然苦にならなかったのに、今は全然読めません。眼鏡をか
けても見えない活字はどう理解したらよいのでしょうか。シニア層が増えて
いる日本の解決すべき課題でしょう

34 大阪府　 スプレータイプの洗剤…逆さまにしても液が出るようにしてほしい
60 兵庫県　 容器がおしゃれな物が良い。シンプルでラベルが小さくて可愛いものなど。60 兵庫県　 容器がおしゃれな物が良い。シンプルでラベルが小さくて可愛いものなど。

35 兵庫県　

床拭き掃除にクイックルワイパーやスチームモップを使ってますがどうして
も 埃が取りきれずイラッとします。コロコロなら吸着力があるから埃はとれ
るけど角や隅っこに溜まったごみが取りにくい・・。 もっと吸着力があり、角
のゴミも取りやすい掃除アイテムなどがあったらいいのになあと思います。

67 東京都　
床などを磨くときに角はブラシなどがうまく使えず、どうしても磨きずらい場
所です。コーナーなどが簡単に磨けるブラシなどがあれば便利です。

33 埼玉県　 スタイリッシュなボトルデザイン！！ モノトーンな白黒！！

56 東京都　
洗剤のボトルの高さがまちまちで　保管する時に棚の高さより高いものだ
け別にしないといけないので不便です。

56 東京都　
け別にしないといけないので不便です。

36 愛知県　

容器が生活感丸出しで、かっこわるい。色も派手すぎて並べるとごちゃつ
く。マットな白に統一したら、出しておいてもおしゃれなのに。ラベルもお
しゃれなのにしてほしい。各社、ラベルのダウンロードサービスを行って、
白色ボトルを自分の好みに変えたい。

30 東京都　
大き過ぎて、バスルームの作りつけの棚に入らないアメニティ。 詰め替え
なくてもそのまま使えるシンプルなデザインのものが欲しい

42 東京都　
掃除用洗剤でお風呂とかトイレとか床とか食卓とか用途がいちいち決まっ
てないで全てオッケーでいちいち選ばなくていいものとかないかなぁと。

42 東京都　
てないで全てオッケーでいちいち選ばなくていいものとかないかなぁと。

49 東京都　 マジックリンミントの詰め替えで大容量があったらいいな
67 神奈川県　 敷き込みカーペットの洗剤ないかな。

44 東京都　
用途別にあると、そのストックで場所をとる。兼用でもっと使えるとよいの
に。

57 東京都　 取り替え可能なドライシートのフロアモップ、髪が端にはみでてしまう
52 東京都　 換気扇の油が、簡単に落ちたら、いいのにな。
37 東京都　 洗剤の種類が用途によって多すぎる。


