
インナーウェア下着選びや下着の扱いで困っていること、分からないこと～
2017年7/5～7/9  「リビングWｅｂ」「シティリビングWeb」「あんふぁんWeb」にてWEBアンケート 437コメント

年齢 未既婚 働き方 インナーウェア下着選びや下着の扱いで困っていること、分からないことを自由にお書きください

22 既婚 フルタイム タンスへのしまい方や正しいたたみ方など知りたい

23 独身 フルタイム 洗濯をするとパッドがはずれる

24 独身 フルタイム 型崩れが早くなるからブラやショーツは手洗いでと言われるけれど、そんな時間はなく結局洗濯機…。洗濯機で洗う際の工夫で少しでも長持ちする方法があるなら試したいです！

25 既婚 パート・アルバイト 夏の下着には涼しさや通気性を求めたいのですがどんな下着や生地がよいのかわからないです

25 独身 パート・アルバイト ブラジャーを洗うとき

26 独身 フルタイム ブラについては、一応買うとき測ってもらうがそれが正確か正直わからない。

26 独身 フルタイム ワイヤーが入っている物は着心地が好きではないが、デザインが気に入った商品にはだいたいワイヤーがあり、選べない時が多々ある

26 独身 フルタイム 下着を捨てるときの方法

27 独身 フルタイム ワイヤー有無、どちらが自分に合うのかまだわかってないこと。

27 独身 フルタイム 下着の生地ですぐ痒くなる

27 既婚 フルタイム ワイヤーかノンワイヤーで迷います。

27 既婚 専業主婦 サイズが合っているはずなのに、寝ていて横を向くと胸がブラジャーから出てしまう

27 既婚 専業主婦 サイズを測ってもらうのが苦手な事。

27 独身 フルタイム 洗い方とサイズの選び方

28 既婚 フルタイム ショーツは洗濯前に予洗いしているのですが、洗ってから洗濯機をまわすまで半日ほどあります。その間濡れたショーツどうすべきなのかいつも悩みます笑

28 独身 フルタイム 中の選択表示のフダ？が痒かったりして、着心地を損なうのでいつも困っています。またブラが型崩れしないように、どう収納したらよいかわからないので知りたいです。

28 独身 フルタイム 体に楽なものをつけ続けていると、体形がくずれてしまうのかどうかが、疑問です。

29 既婚 専業主婦 同じサイズの下着を買ってもサイズが合う合わないがあるような気がする

29 既婚 パート・アルバイト ブラジャーの上手な収納方法を知りたいです！

29 既婚 フルタイム カップが大きいサイズは可愛いデザインが少ない。

29 独身 フルタイム ブラジャーのサイズがあっているのか不安。

29 既婚 フルタイム 産後で胸が垂れてきていてどのような物を選んだらいいのかわからない

29 既婚 専業主婦 手洗いをした方が良いのは分かっていますが、時間がかかるので洗濯機にかけてしまうことが多いです。よって、洗濯機にかけて洗う場合、どのようにすれば傷みが軽減できるか教えて頂きたいです。

29 既婚 フルタイム 質問にもありましたが、捨てごろが分からないので、判断基準があれば知りたいです。

29 独身 そのほか 買い換えるタイミングを迷ってしまう。

29 既婚 フルタイム 綺麗な谷間の作り方

29 既婚 専業主婦 サイズの選び方がよくわからない

30 既婚 専業主婦 洗濯の仕方、干し方

30 既婚 専業主婦 正しいサイズがわからない 洗濯が面倒（手洗い） ベストな畳み方や収納方法がわからない

30 既婚 フルタイム ジャストサイズがいまいち分からず。

30 既婚 専業主婦 サイズがよく分からない

30 既婚 専業主婦 正しい洗濯の仕方

30 既婚 フルタイム アンダーバストが、どの程度の締め付けがちょうどなのかわからない

30 既婚 フルタイム ワイヤーが当たらないものかどうか

30 既婚 パート・アルバイト 本当に正しいものをつけているのかわからない

30 既婚 パート・アルバイト 洗濯にも気をつけているもののどうしても型くずれしてしまう

30 独身 フルタイム 捨て方にいつも悩みます

31 既婚 フルタイム 機能性と安さ重視になってるが、体型補正とか、おしゃれとか、上下そろえるとか考えるべきか悩む。

31 既婚 フルタイム サイズ変わった時に買い替えるのがもったいない。

31 既婚 専業主婦 肩ひもを何度も調整しても、いつの間にか緩くなってしまう。なぜか知りたいです。

31 既婚 パート・アルバイト 肌が弱く最近は暑くてブラジャーのワイヤーがあたると肌荒れをするからノンワイヤーかブラトップかで迷う

31 既婚 パート・アルバイト 本当はちゃんと計測してもらった方がいいけど恥ずかしくてなかなか計測してもらわないので正しい下着選びができているか分からない。

31 既婚 フルタイム 長持ちさせる方法

31 既婚 専業主婦 正しいサイズが分からない

31 既婚 専業主婦 最近の流行りのメーカーについて

32 独身 フルタイム 下着の洗い時。 購入時、採寸が面倒。

32 既婚 フルタイム 店舗で試着して店員さんにみてもらったものなのに、つけて過ごしているとずれてきてしまうブラジャーがあるので、付け方が良くないのかなと悩みます。

32 独身 フルタイム 傷まないたたみ方を知りたいです。

32 既婚 専業主婦 処分する時の方法

32 独身 フルタイム 下着の捨て時の基準があれば　 またみんなの捨てかたなど気になります

32 既婚 パート・アルバイト 洗い方に悩みます

32 既婚 フルタイム 本来の捨て時を知りたいです。

32 独身 フルタイム サイズを測ってくれる店員さんが少ない

32 既婚 フルタイム どんな形のブラジャーが上向きでキープできるのか知りたい。胸が垂れてきてるので、補正力のある下着はどのようなものが良いのか知りたい。

32 既婚 パート・アルバイト 収納の仕方

32 既婚 専業主婦 いつもネットにいれて他の服と一緒に洗濯しているが大丈夫なのか。

32 既婚 専業主婦 手洗いが億劫で、つい洗濯機で洗ってしまう。

32 既婚 そのほか 正しい洗濯の仕方がわからない

32 既婚 パート・アルバイト 体に合わなかったり、生地の質感が気にいらいことがある。

32 既婚 専業主婦 体重の増減が激しいのでバストのサイズも変わりやすい。ブラジャーのサイズがいつも合っていない気がする

32 既婚 フルタイム サイズがあってるかよくわからない

32 既婚 専業主婦 授乳後の下着選びが難しい。

33 既婚 フルタイム なかなか自分にぴったり合うものと出会えない

33 既婚 専業主婦 カップのところが浮いてしますので改善方法が分からない。

33 既婚 フルタイム 体形をくずさない下着選び

33 独身 フルタイム 洗濯の仕方

33 既婚 フルタイム メーカーによってサイズが違うので購入時に試着しないと分からないところ

33 独身 フルタイム 正しい畳み方、手入れの仕方がよくわからない

33 独身 フルタイム 下着の試着がしにくい。

33 既婚 フルタイム ブラジャーの最適なたたみ方がよく分からず、しまうにも場所をとるので困っています。

33 既婚 専業主婦 ブラの型崩れしないで、きれいに洗う洗いかた。

33 既婚 フルタイム 白いズボンを履く時の下着
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年齢 未既婚 働き方 インナーウェア下着選びや下着の扱いで困っていること、分からないことを自由にお書きください

33 既婚 フルタイム 傷まない保管方法

33 独身 フルタイム ワイヤーが痛いときがある

33 既婚 専業主婦 産後、アンダーを締め付けるのが苦しくてサイズ選びが大変

33 既婚 パート・アルバイト 下着の捨て時はいつなのか。

33 既婚 フルタイム 今は授乳中で締め付けない楽な下着を着けているが、授乳を止めたあと妊娠する前の下着と同じものを着けていていいのか、気になる。

33 既婚 専業主婦 胸の大きさが気になるので、小さく見えるものを選ぶが安いものがない。

34 独身 そのほか 胸のサイズや形にちゃんとあっているかなど。

34 既婚 フルタイム 断乳後どの様な下着を着けたら良いのか・下着を長持ちさせる洗濯方法

34 独身 フルタイム 夏は特にムレやすくて不快になる。良い素材の下着はないかと思う。

34 既婚 フルタイム ブラのサイズ。出産後かわったと思うがなかなかはかりに行くのは面倒なので

34 独身 パート・アルバイト 自分に似合う下着の選び方が分かりません。好きなデザインはありますが、似合うかどうかは、何を基準にすれば良いか教えて欲しいです。

34 既婚 フルタイム お店によって測ってもらってもサイズが違うこと

34 独身 フルタイム 下着の買い替えどきがよくわからないのと、洗濯後の干し方が合っているのか、手入れの仕方など。 選び方では、購入時アンダーがぴったり合わない時の解決法を知りたい。

34 既婚 フルタイム ワイヤーがゆがんでしまったものは捨てたほうがいい？ ノンワイヤーブラは胸に悪くないの？

34 既婚 専業主婦 ブラの洗濯方法がとにかく面倒くさいです

34 既婚 フルタイム 正しい収納の仕方

34 既婚 フルタイム バストが小さいので、どうしてもズレてくる。店頭でサイズを測ってもらってもどうもしっくりこない。

34 既婚 フルタイム 自分のサイズがよくわからない

34 既婚 専業主婦 サイズが自分に合っているのか分からない。だからと言ってその為に下着専門のお店へ行くと高いものしか置いてないので、あまり買いたくはない。

34 独身 フルタイム 背中の肉がはみでるようになったので、後姿に自信が持てなくなりました。 縦に幅のあるものは買うようにしているのですが。。。

34 既婚 専業主婦 オーダー以外は、本当にサイズが合っているか不安

35 既婚 フルタイム 捨てる時はみんなどしているかな

35 既婚 専業主婦 みなさんはどれくらいのブラやショーツも持っていて、どれくらいのローテーションで付けているのか？知りたいです。

35 独身 フルタイム 困るのはブラとパンツで上下の傷む速度が違うので片方だけ捨ててしまうとお揃いにならなくなってしまうこと。

35 独身 フルタイム どの形があっているのか、付けてみないと分からない。 捨て方に困っている。

35 既婚 フルタイム 本当は試着した方がよいのだろうけど、面倒だし、店員さんに見られるのが恥ずかしくて出来てません。

35 既婚 専業主婦 ブラとパンツを、みなさんどんなふうに畳んで収納しているのか知りたいです。

35 既婚 専業主婦 今更なんですが…ブラの正しい付け方が微妙です。 背中からお肉を持ってくるとか聞きますが…イマイチやり方がわかりません。

35 既婚 パート・アルバイト 出産後に体型が変わったのに、サイズ的には以前と同じです。着けていて、しっくりきません。どこに注目して下着を選べばいいか悩みます。

35 既婚 専業主婦 正しいたたみ方。 ブラジャーの洗う頻度。

35 既婚 パート・アルバイト 洗うのが手間

35 既婚 専業主婦 カップは大きいが、胸の上部にボリュームがあまりなく（釣鐘型？）選び方が難しい。パッドが苦手でいつも外しているが、パッドなしでも綺麗に見える選び方が知りたいです。

35 独身 パート・アルバイト 手洗いが良いって本当か？

35 既婚 パート・アルバイト 長持ちする洗濯方法や干し方

35 既婚 専業主婦 正しい洗濯方法がいまいち分からない。

35 既婚 専業主婦 手洗いするのが面倒

35 既婚 専業主婦 ブラジャーが結構ヨレヨレになってきたけど、いつが変え時かわからない。 胸が大きい訳ではないので、さほどヨレヨレになっても問題なく使えてるため、いつまでも変えずに使ってしまう。

35 既婚 パート・アルバイト 肩のこらない下着はありますか？？

36 既婚 そのほか 下着の上手な収納が知りたいです。いつも下着入れがぐしゃぐしゃになり、手前のものばかり使ってしまいがちです。100均収納術や、無印的収納法などがあれば見てみたいです。

36 既婚 専業主婦 店員にサイズをはかってもらうのが嫌で、自分の考えで下着を買っているが、自分ではかるのはどうしたらいいのか、ポイントを教えてほしい

36 既婚 フルタイム 素材は綿がいいけれど、デザインがいまいちな者が多いことと、サイズが本当に合ってあるかなど。

36 既婚 専業主婦 ブラジャーはワイヤーが苦手で苦しくなるのでそうならないものがあるなら、教えてほしいです。キャミのブラパットつきの下着ばかりきていますが大丈夫かどうか知りたいです。胸がさがってきてよくないとかなどどうなのか知りたいです。

36 既婚 フルタイム シンプルで服に透けず響かないデザインのものが欲しいが、 レースやリボンがついているものが多く、 買えない。

36 独身 そのほか よくブラは手洗いしたほうが良いと聞きますが洗濯機で普通に洗っています。だめですか

36 既婚 パート・アルバイト ベストなブラジャーを選ぶポイントを教えてもらったが、買いに行くとそんな商品はほとんどない。探し続けて、半年後にやっと買えたこともある。

36 既婚 専業主婦 デザインが可愛いくてもアウターに響いてしまう。

36 既婚 パート・アルバイト ブラは毎日洗わなくても良いのか。

36 既婚 専業主婦 夜にブラジャーをつけて寝たほうが良いと聞くがその選び方がいまいちわからず購入ができない。

36 独身 フルタイム 捨てるときどうするのか。。。

36 既婚 そのほか 本当に今のサイズが自分に合っているのかいつも悩む。下着によってはサイズ感が全然違うので。

36 既婚 フルタイム 下着専用の洗濯ネットってありますが、何が違うんですか？？私は他の服と一緒に洗濯ネットに入れてしまっているのですが、やっぱりそれでは傷んでしまったりするのでしょうか？？

36 既婚 パート・アルバイト ブラジャーが合うか合わないかで困ってます。、試着するほど大した胸でもないので、購入して後悔します。正しい胸の計り方も知りたいです。

36 既婚 専業主婦 ワイヤーが入ったブラなどの下着の捨てかた。

36 既婚 専業主婦 どうやって洗う？自分に合う下着選び

36 既婚 専業主婦 サイズをなかなか測る機会がない

36 既婚 専業主婦 やはり自分にあったサイズがよく分からない。店員さんに見てもらってもイマイチな気がする。

36 既婚 フルタイム ブランドによってサイズが違う

36 既婚 フルタイム 洗濯方法

36 既婚 専業主婦 ブラジャーの干し方がいまいち自信がありません。

36 既婚 専業主婦 Hカップなのでかなり高い上にデザイン性がないに等しい。お揃いのショーツも高く可愛くてやすいブラが羨ましい。

36 既婚 専業主婦 ブラジャーのサイズの失敗が多いです。

36 既婚 フルタイム ブラジャーのカップの型くずれ予防

36 独身 フルタイム 捨てるときに困ります。 あと収納の仕方など

36 独身 フルタイム 下着をつけて違和感がないのが好きなので、試着してから購入したいけど出来るのですか？。捨てる時はどうやって捨てたら良いのですか？

37 既婚 パート・アルバイト 同じサイズなのにメーカーによって着け心地やサイズが違う

37 既婚 専業主婦 洗濯するとどうしても型崩れしてしまい、再度きれいにうまく形作ることができない。

37 独身 パート・アルバイト ブラジャーのサイズが自分に合っているのが不安になることがあります。

37 既婚 専業主婦 卒乳後のサイズ選び

37 既婚 専業主婦 今のサイズが分からなくて何となくのサイズを着ている．

37 既婚 専業主婦 ブラジャーの付け心地ですが、一度の試着では良くても、実際に身につけて動いて生活してみると、合わない時があることです。

37 既婚 パート・アルバイト サイズがいつもイマイチよくわからず、つけてしまってます

37 既婚 パート・アルバイト 干し方

37 既婚 パート・アルバイト ガードルでない普通のショーツも試着しても大丈夫なのか？

37 既婚 専業主婦 ノンワイヤーブラジャーでも、紐を調節する金具の部分がかゆくなってしまう。

37 既婚 フルタイム 適正な捨て時
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年齢 未既婚 働き方 インナーウェア下着選びや下着の扱いで困っていること、分からないことを自由にお書きください

37 独身 そのほか 簡単に洗いたい

37 既婚 専業主婦 自分にピッタリのサイズが見つからない

37 既婚 フルタイム 干し方がめんどくさい

37 既婚 専業主婦 ブラジャーのパット部分の型崩れが気になる 正しいしまいかたがわからなくて詰め込んでしまう

37 独身 フルタイム なかなかぴったりのサイズがないこと。

37 既婚 専業主婦 左右で大きさが違うので パットはなんか嫌だし(セツナイ)どうしたらいいのかなぁって思う

37 既婚 パート・アルバイト 年齢を重ねていくにしたがって、矯正下着のようなものを着用した方がいいのかどうか迷うとこ。スタイルは悪くなっていき重力には逆らえないけど、締め付けが嫌になってるので、どうしたものかと。

37 既婚 専業主婦 サイズが本当に合ってるのか、店員さんにききづらく、悩みながら買っちゃうこと。

37 既婚 フルタイム 洗濯の手洗い方法

37 既婚 専業主婦 ベージュの可愛い下着がない

37 既婚 専業主婦 買いに行くときに試着が面倒で、なんとなくのサイズで購入します。 店員さんの接客を受けた方が良いのか知りたいです。

37 既婚 専業主婦 正しい洗い方が分からない。

37 既婚 専業主婦 サイズがあってるか。洗濯機で洗うとヨレやすい

37 既婚 フルタイム ゴムが伸びてきたりしたがほつれたりしやすい

37 既婚 専業主婦 加齢で肉質が軟らかくなっているので、計った通りのアンダーで付けると肉がブラにのるのが困る。

37 既婚 専業主婦 普段ユニクロのブラトップを使用しとても楽なので。普通のブラジャーが窮屈に感じる。着け心地の良いブラジャーの選び方を知りたい。

38 既婚 専業主婦 サイズ感

38 既婚 専業主婦 ブラジャーの捨て時がわからない

38 既婚 パート・アルバイト 長持ちする洗い方があったら知りたい

38 既婚 専業主婦 同じお店でもアンダーが微妙に違うと悲しい。

38 既婚 パート・アルバイト 洗濯をすると、ブラの形が崩れるので、なにか方法がないか知りたい

38 独身 フルタイム サイズが豊富にない事 同じサイズでも小さく感じたり、ちょうど良いサイズだったりする事

38 既婚 専業主婦
デザインの関係で、内側に織り目？縫い目？があるブラジャーがありますが、それが丁度真ん中辺りで乳首に当たります。それが、何かの拍子にズレたりすると乳首が擦れてくすぐったかったりします。とても気持ち悪くて着けなくなり足す。何とかしてほ
しい。

38 既婚 パート・アルバイト 洗濯、捨て時

38 既婚 フルタイム 洗い方

38 既婚 専業主婦 寿命はいつか。

38 既婚 パート・アルバイト 補正機能の付いた下着をつけると、締め付けが強いせいか血行不良になり、肩が凝ったり、疲れる。

38 既婚 フルタイム ワイヤーが日がたつと曲がること

38 既婚 フルタイム 捨てとき！サイズの変化。サイズ会わせ。洗いかた

38 既婚 専業主婦 ブランドによってサイズが異なると選びにくいです

38 既婚 フルタイム サイズがわからない

38 既婚 専業主婦 可愛さと着心地の良さを兼ね備えた下着がなかなか見つからないこと。

39 既婚 パート・アルバイト ワイヤーが体に合わず、痛くなる。その対処方法です知りたい。

39 既婚 パート・アルバイト レースの下着など傷まずに選択する方法がわかりません。

39 独身 フルタイム 肌に優しい素材は

39 既婚 フルタイム 良いブラジャーが見つからない

39 既婚 そのほか 買ったばかりの下着のタグの上手な取り外し方

39 独身 フルタイム 夜ブラは必要？

39 独身 そのほか 汚れた時（特にショーツの内側）、まずどの洗剤で洗うのがいいか

39 独身 フルタイム 洗濯の仕方がよく分からない。毎回手洗いなんてしていられないし……。洗濯機はダメ？

39 既婚 専業主婦 何枚くらいあればよいか

39 既婚 専業主婦 一番型くずれしない洗濯方法。 肩の合わせ方 ナイトブラや補正下着つけた方がいいか

39 既婚 フルタイム サイズがよく分からず、大体で買ってしまうことがある。 買い替えのタイミングもよく分からない。

39 既婚 専業主婦 機能性を重視すればデザイン性に欠けるのでどちらを重点的に置いて購入するか迷います

39 既婚 専業主婦 良い下着は洗濯が難しい

39 既婚 パート・アルバイト だんだん密着度が減ってくること

39 既婚 フルタイム 自分の下着選びは合っているのか？正直あまり自信がない。

39 既婚 フルタイム 手洗いが面倒

39 既婚 専業主婦 自分のサイズがよくわからない。

39 既婚 パート・アルバイト サイズ、何度か測ってもらっているが、メーカーによって微妙にキツかったりする事が…もしかすると自分のサイズがアップしただけかもですが…（笑）

40 既婚 フルタイム ブラジャーはどれぐらいの頻度で測り直したらよいのかわからない。

40 既婚 パート・アルバイト 洗濯の仕方を知りたい

40 独身 そのほか ショーツを選ぶ時、お腹が隠れるタイプのショーツが好きなんですが、ミセス向けのデザインが多いので、悩みます。

40 既婚 専業主婦 サイズがしっくりしない。

40 既婚 フルタイム 本当にサイズがあっているのか。後姿がおかしくないか。

40 既婚 そのほか 下着を捨てるタイミングが分からない。

40 既婚 フルタイム 洗濯の型崩れなど

40 独身 そのほか 収納方法

40 独身 フルタイム ブラひもの長さの調節の仕方がいつも分からない

40 独身 フルタイム なるべく洋服に響かない物を選ぶようにしていますが、種類が少なくて困る

40 既婚 専業主婦 カップが自分にあっているかわからない。

40 既婚 パート・アルバイト アンダーバストがきつくなってきた気がするので正しい図り方を知りたいです

40 既婚 フルタイム 胸のアンダーバストとトップと違う為、どちらに合わせて購入すればよいか困ることがあります。

40 既婚 専業主婦 捨て時がいまいち分からない。

40 既婚 パート・アルバイト ノンワイヤーブラとワイヤーブラどちらを選んだ方が身体に良いのか知りたいです。

40 独身 フルタイム 捨てどき。 洗濯方法、干し方など。

41 独身 フルタイム 汗っかきなのでそれに対応した下着を探すこと。

41 独身 フルタイム カップ付インナーの選び方。

41 既婚 フルタイム ブラは手洗いなので時間のない日は洗濯が大変です。レースがゴージャスな物ほど乾きが悪いのでこの季節は洗濯が悩みです。

41 既婚 パート・アルバイト ブラの金具でアレルギーが出て痒くなるのでスポーツブラみたいのしかつけられない

41 既婚 専業主婦 最近は、ワイヤー付きのブラジャーを買うことがなくなって、楽なスポーツブラを好んで着用しているのですが、胸の形に影響したりするのか、ぜひ知りたいです。

41 独身 フルタイム 本当は今のちゃんとしたサイズを知らないが、聞きづらい

41 既婚 フルタイム 下着の替え時。

41 既婚 フルタイム 正直、自分の正確なサイズがわからない 割と太ったり痩せたりしやすいためそのたびに微妙にサイズの変化があるとは思っている。

41 独身 フルタイム どれくらいの枚数を持っているのがいいのか。
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年齢 未既婚 働き方 インナーウェア下着選びや下着の扱いで困っていること、分からないことを自由にお書きください

41 既婚 専業主婦 ブラとショーツのセット販売のは、サイズが合わない。

41 既婚 フルタイム 手洗いしなければ形やレースが崩れてしまう

41 既婚 パート・アルバイト ブラは毎日洗わないと聞いたことがあるのですが、本当にそうなのでしょうか。

42 既婚 パート・アルバイト 捨て時がよくわからない

42 既婚 専業主婦 洗濯の頻度や仕方

42 独身 フルタイム ブラのパットが合わない。

42 既婚 パート・アルバイト ブラの綺麗な片付け方が分からない

42 独身 フルタイム ブラジャーのワイヤーが気になるのが多い

42 独身 パート・アルバイト ブラジャーのなおし方 タンスにどうやって並べるか

42 独身 フルタイム 上下セットの場合、お腹まですっぽりのショーツがない。

42 既婚 パート・アルバイト ショーツの試着ができないから、いつもおへそのどのあたりまでショーツが来るのかわからなくて困る。深い履き丈なのか、どれくらい長いのか、知りたい。

42 既婚 専業主婦 妊娠＆出産＆加齢でバストは大きくなったけど上の方は削げているので、胸がキレイに見える＆フィットするブラが見付けにくい。

42 既婚 専業主婦 カップ付きキャミソールやタンクトップの収納方法が知りたいです。

42 既婚 専業主婦 外に干せないし、乾燥機もかけれないので、梅雨どき困る

42 既婚 専業主婦 何歳ごろから股上の深いベージュパンツを履くのか悩む

42 既婚 専業主婦 合うサイズがなかなかないこと

42 既婚 パート・アルバイト 鳩胸＋胸が大きいので、中々ぴったりなのがない。あとかわいくない。セミオーダーは高くつくし。

42 既婚 フルタイム 大きい上に授乳経験があるから張りが落ちてきて下がり気味の胸をどうきれいにみせてくれる下着を安価で買うか

42 既婚 専業主婦 欲しいデザイン・サイズがピッタリと合うものが見つかりにくい。

42 独身 パート・アルバイト 日本製の良い品質のつけ心地の良いものが欲しいと思いつつ、なかなか出会えずにいます。

42 独身 フルタイム 肌にやさしいと聞いてシルクを探しているがなかなか気に入ったデザインに出会わない

42 既婚 パート・アルバイト ショーツですが、ウエストで合わせるとお尻がブカブカ。 お尻に合わせるとウエストが… というように、中々ピッタリの物が見つけられなく困ってます。

42 独身 フルタイム みんなの洗濯事情

43 独身 フルタイム 下着の縫い目が肌にあたって肌トラブルをおこしやすい。

43 独身 フルタイム 小さく見せるブラを買ってみたいが、効果があるのか分からない

43 既婚 パート・アルバイト 微妙にメーカーによってサイズ感じが合わないときですね。

43 独身 フルタイム 年代に合った下着のお店を探せない。

43 既婚 パート・アルバイト 洗濯が手洗いになるのが面倒で、下着選びの基準が洗濯のしやすさになり、自分のその判断の仕方に困っています。

43 既婚 専業主婦 安全なゴミとしての捨て方

43 独身 フルタイム 機能性下着は、説明を見ると良い気がしますが、着てみるとやっぱり着心地が良くなくて、残念です。ほんとに着心地の良い、機能性下着はないでしょうか。

43 既婚 専業主婦 とにかく高い。上下セットで買うと大変。なので多少合わなくても捨てられない。

43 独身 フルタイム きれいに長持ちさせる洗濯方法。

43 独身 パート・アルバイト 洗濯の仕方

43 独身 パート・アルバイト 値段がピンキリだけど違いが分からない

43 独身 フルタイム サイズ、デザインとも良いものがない。

44 既婚 パート・アルバイト ピッタリがよいのか多少ゆとりがある方が良いのかなどベストなサイズの測り方がわからない

44 既婚 専業主婦 ブラトップのキャミなど、適正サイズがいまいちわかりません。 洗濯方法、捨てどき

44 既婚 パート・アルバイト パンツの太ももにあたる部分のゴムが、左右できつさが違う。足の太さが違うからだと思いますが。

44 既婚 パート・アルバイト 汗をかいた時にとても臭う。洗い方教えて！

44 既婚 パート・アルバイト 洗濯するとカップが潰れる

44 既婚 専業主婦 サイズがむずかしい。

44 独身 フルタイム 既製品だと微妙にサイズが合わない。手洗いが面倒な時がある。

44 既婚 専業主婦 暑い時期はかぶれが出ること

44 独身 そのほか 朝はサイズが合ってるのに、時間が経つときつく感じる下着があります。 1サイズ上にすると完全にゆるいけど、あとから楽なのかなとも思います。 困ってるというほどではないですが、時々感じることです。

44 既婚 パート・アルバイト サイズを測るのが恥ずかしいので、サイズが合わないときがある。

44 既婚 専業主婦 今まで普通に使っていたブラのカップが浮くようになった。急にボリュームが落ちたのか。早く買い替えなきゃと思っているがなかなか。

44 既婚 パート・アルバイト スポーツブラを探しているが、気に入ったものがなかなか見つからない。

44 独身 フルタイム 私は胸が大きすぎて中々合うサイズがないので、見つけたら買うようにしている。ワイヤー無でも胸を小さく見せるブラでしっかりホールドしてくれるものが欲しい。

45 既婚 パート・アルバイト 変え時が分からず、古いものがたまってしまうこと

45 既婚 専業主婦 中学生の子供の下着は何を与えたらいいのかわからない

45 既婚 フルタイム 上手なたたみかた

45 既婚 専業主婦 アンダーサイズが定まらない

45 独身 フルタイム 手洗いしているが、あらうのが面倒

45 既婚 パート・アルバイト 下着のくたびれ具合による捨て時が分からず、友人と旅行に行くときなどに指摘されること。

45 既婚 専業主婦 ワイヤー入りブラジャーの捨て方。

45 独身 フルタイム 今すぐほしいと思う時に限って、お気に入りの色やデザインのものが見つからない。 ブラは特にサイズ選びが難しい。

45 既婚 専業主婦 体が張るとき締め付け感が気になる。

45 既婚 専業主婦 汗をかきすぎてブラが痛みそう

45 独身 パート・アルバイト ワイヤーが、痛く身体にあっているのが、欲しいのですが、店員に言いづらい。

45 既婚 パート・アルバイト 胸がかなり小さいのであうブラジャーのサイズがなかなかみつからない。

45 既婚 フルタイム いらない下着の処分方法

45 既婚 フルタイム
最近、特にブラジャーは胸を大きく見せるようなカップが増えている気がします。 買うときはいいのですが、つけるとはやりやりすぎ感があり、かといって捨てるわけにもいかず、結局使っています。最近、カップ自体が薄いものは少ない気がします。 ショー
ツに関しては、おしゃれなものは結構化繊が多いのですが、それはどうしてでしょうか。

45 独身 パート・アルバイト ４０代になって胸の上のボリュームが減り、今までのブラが合わなくなってきたので、今の自分に合うブラを選びたい

45 既婚 パート・アルバイト ブラジャーのたたみ方としまい方

46 既婚 フルタイム メーカーによって微妙にサイズが違う

46 既婚 専業主婦 自分の体に合うものを、通販で見つけたいけど妥協している

46 独身 フルタイム 一年の中でもサイズが変わることが多い。  アレルギーを持っているため、生地の当たる場所などのトラブルが多く、肌に優しい素材だと気に入ったものが少なかったりする。

46 独身 フルタイム 痒くなったりするので、選ぶのに時間がかかったり、生地が合わなかったりすること。

46 既婚 専業主婦 ブラジャーのサイズがあっているのかわからない

46 既婚 専業主婦 メーカーによって肌にあ合わない時がある

46 既婚 パート・アルバイト 肌にストレスがかかりにくい素材について知りたい。

47 既婚 パート・アルバイト ブラは毎回洗濯するのか

47 独身 パート・アルバイト 捨てどきがよくわからないです。

47 独身 そのほか 捨て方。
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年齢 未既婚 働き方 インナーウェア下着選びや下着の扱いで困っていること、分からないことを自由にお書きください

47 既婚 パート・アルバイト サイズがメーカーによって大きさが微妙に違ったりする。

47 独身 パート・アルバイト 何枚くらい持つのがいいのか。

47 独身 フルタイム ワイヤーがきつい、夏場は汗が蒸れて湿疹ができる。

47 独身 フルタイム 年齢を重ねるごとに体型が変わり、その都度買い換えないといけないのか、年相応の下着とかあるのか？

47 独身 フルタイム サイズを測って欲しいけど恥ずかしい

47 既婚 専業主婦 胸がないのにアンダーがあるので困る。いいものはバーゲンしないし…

47 既婚 フルタイム 洗い方があってるかがわからない

47 既婚 専業主婦 自分にピッタリの下着を見つけられない。

47 既婚 パート・アルバイト ブラジャーが年々つけると苦しく感じてきた

47 既婚 パート・アルバイト 右胸と左胸の大きさが違うのでブラジャーがぴったり合わないこと

47 既婚 パート・アルバイト 下着の捨て方みんなどうしてる？

47 既婚 フルタイム ワイヤーがゆがんで痛くなり、直せない。 肩ひもがずり落ちてしまうところ。

47 既婚 パート・アルバイト 干すときにプライバシーが心配。 てあらいは面倒だから洗濯機のネット対応しているが、劣化が早いので困る。

47 既婚 フルタイム 洗濯方法、色あせたり型くずれしやすい

47 既婚 フルタイム 干し方

48 独身 そのほか アンダーが合わなくてワイヤーが当たって痛い…

48 既婚 パート・アルバイト サイズは変わらないのに年齢とともに昔好きだったデザインのものが合わなくなってきたように思うこと

48 独身 フルタイム サイズ感、機能性

48 既婚 パート・アルバイト 大切な下着の場合の正しい干し方が今一つわからない。

48 既婚 フルタイム サイズがぴったりあうものがなかなかない

48 既婚 フルタイム 自分のサイズかこれでよいのか？

48 既婚 パート・アルバイト ブラのパッドやワイヤー部分の布地につくにおいの取り方。汗かきだからか、しばらく使うと汗のような生乾きのようなにおいがつきやすい部分。柔軟剤などでごまかすのではなく、布を傷めずに芯から取りたいがむずかしい。

48 既婚 専業主婦 サイズを測ってもらってもブラジャーが合わない感じがすること

49 独身 パート・アルバイト サイズというよりフィット感がしっくりこない時の対処

49 既婚 専業主婦 ネットに入れても形が崩れる

49 既婚 パート・アルバイト ずっとノンワイヤーのを使っているけど体系維持にはどうなんでしょう

49 既婚 フルタイム ブラジャーはどれくらいで洗濯したらよいのか

49 既婚 専業主婦 ユニクロのブラトップを使っているが、ブラのサイズは果たしてあっているのかが分からなくつけている

50 既婚 パート・アルバイト ブラは試着ができるけれど、ショーツ選びは履いた時のフィット感やまた上の深さ等わからないので難しい。

50 既婚 専業主婦 メーカーによってサイズが違うので、試着ができない時など困る

50 既婚 専業主婦 洗濯が面倒です。

50 既婚 専業主婦 ブラジャー及び繊細な生地の物は、なるべくその日のうちに手洗いしているが、面倒な時が有る。

50 既婚 専業主婦 同じサイズ表示でも ブランドやメーカーによって、サイズが違う事。

50 既婚 パート・アルバイト お金をあまりかけたくないと思うと、気に入った下着と出会えない

50 既婚 専業主婦 試着できないショーツなど、購入後にサイズが微妙に合わない場合

50 既婚 パート・アルバイト 値段が高い方が長持ちするのか

50 既婚 専業主婦 洗い方

51 既婚 フルタイム 最近のブラジャーは、パットが厚すぎる。嘘くさいし、暑苦しいし、程よいのがなくて不満。

51 既婚 フルタイム ブラジャーをほとんどつけなくてブラトップばかりです。 胸が離れていくとかいかないとか気になってます。 どちらかというとちいさいほうなのでブラトップが楽でいいです。 大丈夫でしょうか？

51 既婚 専業主婦 とにかく楽なブラがほしいです。

51 独身 パート・アルバイト 洋服の下に着るインナーを合わせるのを迷う

51 既婚 フルタイム ブラジャーで なかなか ぴったりフィットするものがない

51 既婚 パート・アルバイト パンツのサイズが分からない。だんだんとお尻が治まらなくなって、食い込んだりするものが多くなった。

51 独身 フルタイム ワイヤーが骨に当たって痛い

51 独身 そのほか 加齢でサイズが変化しているので正しいサイズを知りたいけれど、店員さんに測ってもらうのは恥ずかしくてハードルが高い。

52 既婚 専業主婦 ブラがタンスの中でかさばる。

52 既婚 専業主婦 メーカーによってサイズが異なること。自分に合う下着を見つけることが難しいこと。

52 既婚 そのほか ブラジャーをつけると肌にあとがついてしまう。ワンサイズあげるとゆるい。どっちを選べばいいのでしょう。胸のない人に似合うブラジャーは？　 座っている時間が長い場合のガードル選び。足の付け根に食い込んで血行が悪くなりそうで心配です。

52 既婚 専業主婦 ブラジャーって毎日洗った方がいいですか？ 下着って何枚以上あったほうがいいですか？ 使用限度ってどのくらいですか？（傷み具合、年数など）

52 既婚 パート・アルバイト 試着をしないで、購入するので、サイズ感がちがうこともある

52 独身 フルタイム 自分にぴったりの下着がなかなか見つからない

52 既婚 パート・アルバイト お尻の垂れ下がりを防ぐ機能のあるショーツと背中のはみ出した肉をキープしたい。

52 既婚 フルタイム なかなかサイズがあわない。

52 既婚 専業主婦 胸が無いのでブラジャーが合わない。

52 独身 フルタイム 標準的な日本人の体形と好みから外れているのか、なかなか気に入ったものに巡り合えないこと

52 既婚 パート・アルバイト 年齢に応じてよりホールド感のあるものに変えるべきなのか、考えています。

53 既婚 専業主婦 ブランドによってサイズが違う。購入の時に試着できない商品もある。

53 既婚 パート・アルバイト 乳がん手術で　少し片方が小さくなったので　パットなどで調整した方がいいのかなと・・上手なパットの使い方

53 独身 フルタイム ブラジャーの捨て方

53 既婚 パート・アルバイト セットの下着でパンティの傷みがひどく買い換えたいけど、買えないこと。ブラの方は傷んでないので、捨てられないので。

53 既婚 フルタイム サイズが大きいので、種類(形)によってはつけた時はよくても、動いたりするとカップからはみ出したりしてこれは失敗した！と思う時がけっこうあります。

53 既婚 専業主婦 捨て頃がわからない

54 既婚 パート・アルバイト 今気になっているのが、ナイトブラの存在、 つけたほうがいいのか

54 既婚 フルタイム 持ちが良くなる洗濯の仕方

54 既婚 専業主婦 夏場のロングタイプのショーツガードル。汗で肌に張り付くしウエスト部分に汗疹ができて痒くなる。

54 既婚 パート・アルバイト 手洗いして洗濯機で脱水していいのか？

54 既婚 フルタイム 上下お揃いのブラとショーツがよいと思うが、どちらかが使用感が良くない場合があり困っている。

55 独身 フルタイム 年寄りの下着の選び方。母親が高齢のため。

55 独身 フルタイム ブラジャーはサイズが自分ではよくわからない。

55 既婚 専業主婦 自分の体型に合っているか、分からない

55 既婚 専業主婦 ブラの収納

55 独身 フルタイム 年代と共に身体も変わる為年齢に合った下着の選び方が知りたい。

55 既婚 パート・アルバイト サイズは変わらなくても年齢とともに体型が変化してくるので、老化にも対応する下着は無いでしょうか？

55 既婚 パート・アルバイト 胸を上げたいが、肩ひもを詰めると肩がこる。

55 既婚 パート・アルバイト 体型に合わないけど捨てられないこと
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年齢 未既婚 働き方 インナーウェア下着選びや下着の扱いで困っていること、分からないことを自由にお書きください

55 独身 フルタイム ブラジャーの畳み方

55 独身 そのほか S・M・Lのサイズでカップ付きキャミソールを買うと、時々カップが大き過ぎる時があります。

56 既婚 専業主婦 ショーツで自分の体型に合った物がなかなかない。

56 独身 パート・アルバイト 自分の体形に合うか

56 独身 フルタイム 洗濯表示とかのタグは取るべきなのか？

56 既婚 パート・アルバイト 実際試着しないとブラの形が合わないのが困る

56 既婚 専業主婦 ブラのサイズでいつも悩みます。カップのサイズが、ちょうど境目の時は、大きめのほうがいいのか小さめでも大丈夫なのかが、買って着てみるまで、わからないのが困ります。

56 既婚 専業主婦 乳がんで片方の胸を全摘出しているので、下着選びは大変です。 普通のブラジャーがつけられなくなったのでカップ付きインナーを買っていますが、カップの位置が高すぎるものが多く困っています。

56 既婚 フルタイム 腹部の手術後、ショーツは傷が痛くないものしか選べないので、ブラジャーとコーディネートできなくなった。傷に触らないショーツが病院の売店でしか買えない。 ブラジャーと合っているスリップの販売が少ない。（キャミソールは多く売っているが）

56 独身 フルタイム 肩幅が広いので、身体に違和感なくフィットする下着が無い。

56 既婚 パート・アルバイト 着用の仕方があっているかわからない

56 独身 フルタイム ブラジャーのサイズがイマイチ分からないです。

56 既婚 そのほか ブラジャーというものはいくら新しいものを買ってもピタッと自分のサイズに合ったものに出会ったことがない

56 既婚 パート・アルバイト
特に夏は汗をかくので、ブラ付タンクトップやブラ付きキャミソールを着用することが多いので、1シーズン大体2～3枚は購入するのですが、メーカーによって同じMやLのサイズが違うので試着が出来ないお店などで購入した物が身体に合わないことがあ
ります。

56 既婚 パート・アルバイト サイズぴったりのブラに出会いたい

56 既婚 そのほか 下着の最適な洗濯の仕方、効率的な収納方法、捨て時がわかりません。でも、わからないというより、自己流で行っているので、専門家のような人によりよい方法を教えてほしいと思います。

57 既婚 フルタイム 各メーカーでM L LLのサイズが違うので実際に着てみないとサイズが丁度良いのか分からない。特にパッケージに入った商品のサイズや生地の肌触りや伸び具合。

57 独身 フルタイム 胸のボリュームダウンのブラを探すことが難しい

57 既婚 専業主婦 着け心地が楽なブラがいい

57 既婚 専業主婦 自分で測ったサイズに合わせて選ぶと身体に合わない。

57 既婚 パート・アルバイト サイズの合わせ方

57 既婚 フルタイム 肩紐なしのブラの良いのを探しています。

57 既婚 専業主婦 ブラは手洗いしているが、ワイヤーが入っていないタイプなら洗濯用袋に入れれば洗濯機で洗えるのか？知りたいです。

57 既婚 そのほか ブラトップだと身体の補正がきかない事

57 独身 フルタイム 捨て方

57 独身 パート・アルバイト ブラジャーは試着できるけれど、ショーツは試着できないので実際の着心地が買ってみないとわからない。

57 既婚 パート・アルバイト パンツのお尻の感じがどうなるのか 買うときに一番に考える

57 既婚 専業主婦 メーカーによって、同じサイズでも違う所

57 既婚 パート・アルバイト 自分に合っているのかわからない

58 既婚 専業主婦 よくブラとショーツのセットといいますが、上下でサイズが全く違うので、購入した事がありません。世の中の人はお揃いの方が多いのでしょうか。

58 既婚 専業主婦 ブラジャーは手洗いが良いのかどうなのか

58 既婚 パート・アルバイト セット下着で気に入っていてもブラジャーとショーツの大きさが標準と異なる組み合わせの体型なので、いつもジャストサイズがなく困っている。

58 既婚 パート・アルバイト 体型にあったものがなかなかない

59 既婚 パート・アルバイト 捨て方

59 既婚 専業主婦 夏の締め付けがかゆくなるので、嫌だ。

59 既婚 専業主婦 シルエットを整える機能があってワイヤレスのブラジャーが少ない。

59 既婚 専業主婦 同サイズでもメーカーによって大きさが違う

59 既婚 パート・アルバイト 下着の収納が、上手くいかない。

60 既婚 フルタイム 見た目と身に着けた時で差がある。

60 既婚 専業主婦 ユニクロなどでは試着出来ない。

60 既婚 パート・アルバイト 締め付けられるのは嫌だけれど、ぴっりいヒットした下着がほしい

60 既婚 パート・アルバイト しまい方と洗濯

61 既婚 専業主婦 ブラジャーはサイズがありますが、ショーツはMサイズが主流でSサイズがあれば嬉しいです。

61 独身 専業主婦 お恥ずかしいのですが、あまり胸がないのでサイズ選びで困ります。極端なパットもわざとらしくて祖谷ですし、かといってパットなしではこれまた困りますので。

61 既婚 専業主婦 ブラジャーのパットはそのまま洗濯をしてもよいのか、外して別に洗うのか知りたい

62 既婚 専業主婦 綿100パーセントの下着が少なくてこまってる

62 既婚 フルタイム ブラジャー選びでいつも迷ってしまいます。商品によってサイズは一緒なのにキツイ時があるので困ります。

63 既婚 専業主婦 加齢とともに胸が痩せてきてるようでブラジャー選びがちと大変。

63 既婚 専業主婦 あまり洗いすぎると型崩れしそうで困る

64 既婚 専業主婦 ぴったりのサイズが意外にわかりにくい

64 既婚 専業主婦 サイズが合っているのか、またメーカーによって同じサイズの物を買っても違うので戸惑うことがある。

65 既婚 パート・アルバイト 年齢とともにどれがよいかわからない

65 既婚 そのほか 太ったりするとブラジャーの締め付けで押さえられたところがかゆくなったりするのがとても嫌です。伸縮性はあるけど体にフィットする締め付けのすくないブラジャーが欲しいです。

66 既婚 専業主婦 捨てかた

66 独身 専業主婦 カップ付きインナーで、着ているとカップが上に持ち上がってしまい、せっかく買っても捨てることになる

66 既婚 専業主婦 サイズを合わせられないので、購入するとき、やや不安が残る。

67 既婚 パート・アルバイト 自分の体型に合わない。苦しい。バストが綺麗に見え苦しくない物

67 独身 そのほか 捨てるタイミング

67 既婚 専業主婦 機能的なものと見た目とは一致しない

67 既婚 専業主婦 真夏の下着選び。涼しく、かつ適度に補正力もある物を選びたい。

68 既婚 専業主婦 素材別の　洗濯と　干し方

69 既婚 専業主婦 ブラの正確なサイズと身に合ったデザイン

69 既婚 専業主婦 インナーの紐がなで肩のため、ずってくる。紐の長さの調節ができるインナーが欲しい。すべて調節できるものとは限らないので

69 既婚 専業主婦 手洗いするのが少々面倒。

70 既婚 パート・アルバイト
ナイロンが肌に合わないので（かゆくなる）綿100％の下着を使っています。パンティは見つかるのですが、ブラが見つかりません。アンダーバストに使っているテープや、ナイロンレースがないシンプルなものがほしい。（スポーツブラもアンダーバストがか
ゆくなる。）1000円以内で買えると良いと思います。

70 既婚 専業主婦 体のラインが気になって、いつも決まった下着を選んでしまいます。そうならない選び方はあるのか知りたいです。
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