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年齢 性別 「消臭スプレー」について不便・悩み、「ここが○○だったら…」というと思うことを自由にお書きください

54 男性 消臭スプレーが効果が薄い。

48 女性 消臭スプレーの噴射がもっとワイドに噴射してくれたらなぁと思います。

19 女性 消臭スプレーを使っていて、最後の方になってあまり出なくなってくると、ダマっぽく、塊で泡立って出てきます。上手な使い方、改善方法を教えてほしいです。

46 女性 消臭スプレーを携帯しやすいようにリップケースみたいなおしゃれなのにしてほしい。

55 男性 消臭スプレーはどう使えば、消臭材自体とガスがバランスよく使い切れるのでしょうか？

67 女性 「消臭スプレー」の臭いがきついものがある。

54 女性 消臭スプレーを使用していますが、噴霧出来ないようにストッパー（蓋？）をしていることを忘れてハンドルを握ってしまうことが多々あります。不注意ではありますが、もう少し分かりやすくしてもらえると嬉しいです。

67 女性 最近では「消臭スプレー」で各種のモノが発売中であるが、使用後のスプレーをごみ出し時に完全に空にしないといけないことが義務ずけられている。

40 女性 冬の消臭スプレーは寒いです 暖房があると脇に汗をかいてしまうので、制汗スプレーを使うのですが冷たくでちびりそうです。

42 女性 消臭スプレーのオサレなカバーとかほしいかも。ペットボトルカバーみたく。 いっそのこと、殺虫剤スプレーとかもカバーしたい。(ただし、子供のいる家庭では間違って触っちゃいそうだからオススメしないけど）

48 女性 消臭スプレーは残り少なくなると出にくい。下にスプレーする時はどうしても斜めに持っているので、出にくくなる。

30 男性 靴の消臭スプレーの揮発性を高めてほしい。出かける直前に靴にかけるが、すぐ履きたいけど、スプレーで濡れているのですぐには履けない。パウダーにしてサラサラにするとか…。

30 女性 消臭スプレーのデザインが 花柄やその香りをイメージするものなので オシャレなデザインのカバーをつくってほしいです。

71 女性 「消臭スプレー」を使うとどうしても表面がしっとり湿気ます。それが嫌でなるべく使わないようにしています。

67 女性 消臭スプレーを着るものにかけると変色するような気がする。

48 女性 消臭スプレーや、柔軟剤についてです。色々な香りがありますが、香りが強すぎるものが多く、頭痛がおきたり、具合が悪くなります。

49 女性 消臭スプレーは、たまに使いますが、我が家は座卓で座布団を使います。そこにスプレーをすると濡れてしまい暫く座れないのが、悩みです。

52 男性 生ゴミで玉ねぎの残材が次の日から、凄く臭う。独り暮らしは昼間閉め切っている為部屋中臭う。空気清浄機のセンサーも反応して30分位稼働しても、クリーンにならず困っている。消臭スプレーは効果がある?

40 女性 消臭スプレー 売り場に全てサンプルの匂いを置いて欲しいです。

33 女性 消臭スプレーをかけると床にしぶきがたれて汚れてしまうのでもう少し霧のような状態で出て欲しいです。33 女性 消臭スプレーをかけると床にしぶきがたれて汚れてしまうのでもう少し霧のような状態で出て欲しいです。

48 女性 消臭スプレーだけじゃないけど無香料なのに無香じゃないように思うのは私だけ？と思っています。

48 女性 消臭スプレーでも息子の靴下にはかなわない、どうしたら臭いが消えるのかしら。

47 女性 消臭スプレーの、残量が、よくわからない。 次の物の、購入時期をのがしてしまう。

62 女性 消臭スプレーはよく使いますが、スプレーの臭いが気になります。匂いのしない消臭スプレーがあればいいなと思っています。

57 女性 消臭スプレー、残り少なくなったとき、うまく傾けないとでにくいんですよね。

34 女性 消臭スプレーしたあと、無香料タイプでも、やっぱりなんか匂う気がする。 スプレーしてからどれくらいでその空気を吸っていいのかわからない。 すぐに呼吸すると、化学薬品を吸い込む気がして気持ち悪い。

42 女性 トイレにて、消臭スプレーを使用する際、下に向けて噴射する時は中々消臭液が出にくて、不便を感じています。

54 女性 消臭スプレーで、完璧な無香がない。

35 女性 消臭スプレーのパッケージがもっとセンスのいいデザインになればとおもいます。

48 女性 衣類などの専用消臭スプレーはかなり使用しないと効果が無いとのことで生地が濡れてビショビショになり困ります。

30 女性 トイレなどの消臭スプレーについて、 缶ではなくプラスチックなどの素材で出来ていれば、捨てる時、燃えるゴミに捨てられて便利なのにな と感じます。

40 女性 消臭スプレーの匂いが気になる。

39 女性 消臭スプレー自動でシュパッと出るのだが、いつもと違う生活習慣になるとシュパッシュパッしすぎで、もったいない気がする。欲張りだが臨機応変な機能があるといいなあと思う。

47 女性 消臭スプレーの入れ物が安定感を求めるためか幅を撮るものが多い。

27 女性 消臭スプレーも、ドレッシングや焼肉のタレのように残量が外から見て一目で分かるといいのになと思います。

37 女性 消臭スプレーなどのにおい。強いにおいが苦手なので無香料を買うが、無香料の製品のにおいが意外と臭くて苦手。無香の商品が欲しい。

54 女性 携帯できる消臭スプレーがあるといいなあ。

28 女性 「消臭スプレー」 ⇒パッケージがもっと可愛くておしゃれだったらいいのになと思います。

42 女性 消臭スプレー、シワ取りスプレー、洋服にかけてるのに周りや床がベトベトになる。掛けたい所だけピンポイントにかからないものか。

35 女性 消臭スプレーの噴射型を購入しましたが、臭いの元に噴射と書いてあったのですが、臭いの元ってあまりピンポイントではないと思うので、買ってみてから使いにくいと思いました。
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58 女性 消臭スプレー、どのくらいの量をどう使うのが効果的なのか知りたいです。いい香りのするもの・・・空気清浄器をつけると、ブワーンと機械が反応して香りを吸い取ってしまうのが残念。無臭が一番なんでしょうかね・・・

44 女性 店頭で買うときに、お試しが置いてあるとありがたいです。消臭スプレーの使用前、使用後がわかるといいなと思います。

31 女性 センサー付きの消臭スプレーの前を通ると、毎回スプレーが噴射されるので、悩ましい。

40 女性 消臭スプレー 全然消臭してくれないものが存在する 匂いは消えるんだけれど、それそのものの匂いがきつすぎる。

49 女性 ファブリックにつかう消臭スプレーは広範囲につかうことが多いので、もう少し容量が多く、広範囲に薄く霧状に広がるスプレーがほしいです。

52 女性 消臭スプレーについてですが、使い分けがいらずに使えたらと思っています。

50 女性 「消臭スプレー」の空き容器の捨て方　簡単に穴が開けられると良いです。ピンが付いているとか。

39 女性 トイレの消臭スプレー自体の臭いがあり、使ったことがばれて恥ずかしい。

42 女性 消臭スプレーの薬品は肌には無害を確約してほしい。気になる。

35 女性 消臭スプレーの香りがもぅ少し柔らかい香りにならないかなと思います。 いかにも。。。って感じがするので。

55 女性 消臭スプレー、同じところに何回も使っていると効き目が無くなっていくような…？最初はよく臭いが消えるのですが、かえって臭いがこびりついてしまうような。

40 女性
消臭スプレーを焼肉の後のリビングで良く使用しますが、カーペットにかけた後、しばらく濡れている状態になる為、家族が寝る時間まで使えません。食後にサッとかけて、直ぐに部屋の空気をスッキリさせたいです。即効性が
あるともっと便利なのになぁと思います。

49 女性
消臭スプレー すぐ使えるように出してあることが多いのですが、容器のデザインが強烈すぎてインテリアから浮いています。 ラベルをはがしてみたりするのですが、注意書きも読みたいときもあるし・・・・ もう少し部屋になじむ
ようなデザインだとうれしです。

59 女性 トイレの後のにおいが気になるので自宅以外で持ち運べる小さな消臭スプレーがあればうれしい。

61 女性 消臭スプレーは、人体に影響がないのか不安です。使い方がいい加減になってしまう。 また、消臭したいが、消臭スプレー自体が嫌な臭いとおもってしまう。

36 女性 消臭スプレーをしたいけれどお気に入りのお洋服がシミになったら嫌だなと思ってスプレーできない。

33 女性 消臭スプレーが、ワンプッシュで必要量出たら楽です。

53 女性 布用の消臭スプレーは、最初は布がぬれた感じになるので、もっとミスト状のスプレーを開発してほしい。

50 女性 消臭スプレーの 携帯版があったら。

38 女性 消臭スプレーの効果がいまいち実感できない。

43 女性 消臭スプレーを使う時に、全方位に使えるようになれば、使い勝手が良くなると思いますので、よろしくお願いします。

50 女性 消臭スプレーの噴霧サイズ(噴霧量)を小さくして欲しい。衣類にどばっと付く時があったり、床に落ちる。

62 女性 最後になるとスプレーが出ない？私が下手なのかな？　消臭スプレーです。

34 女性 靴の消臭スプレーがあまり効果がない。私の足が臭いのか、靴の手入れが悪いのか…。

31 女性
消臭スプレーは使い切ったあと、缶を上手につぶせないのですごーく困ります。 あと、来客用に見えるところに置いておきたいですが、可愛くない！芳香剤は置いてますが、大便など、すぐににおいを消したい時に置いていて
もかわいいものがあったら絶対買います！

28 女性 消臭スプレーは見た目が消臭スプレーって書いてあって、トイレにおくのがなんとなく恥ずかしいです。もう少しパッケージが女性向けのかわいらしさがあってもよいと思います。

47 女性 消臭スプレーの香が人工的なのはいや。

41 女性 消臭スプレーの香りってたいていどれも同じような気がします。 もう少し他の香りがあってもいいのかも。

31 女性 消臭スプレーが手についても、手が荒れなければいいなと思います。

29 女性 消臭スプレーの事なんですがスプレーすると少し濡れる感じがするので少量のスプレーで効果が発揮できるものがあれば良いと思います。

37 女性 消臭スプレーの香りで「良い」と思える商品が有りません。

30 女性 消臭スプレーのテスターはあればいいのに。

46 女性 消臭スプレーはいろいろな香りがありますが、店頭で確認できるようになっていると、うれしいです。

55 女性 消臭スプレーは残量が分かりにくいので?これが、もっと分かりやすくなったら、嬉しい。

43 女性 消臭スプレーのボトルは、そのまま置いておくにはデザインがいまいちです。

52 女性
消臭スプレーはいくつか試したことがありますがそれほど効果を感じません。 飲み会の後の洋服についたタバコや揚げ物の臭いはホントにとれません。本当に効果のある消臭スプレーに会ってみたいです。でもべたつくのは
嫌です。

32 女性 足の消臭スプレーが、もっと靴の中全体に均等に広がると嬉しい。

56 女性 無臭の消臭スプレーが少ない。

41 女性 消臭スプレー、開封してから使い切るまで時間がかかるのですが使用期限や効果の違いが出てくるのかを知りたいです。

43 女性 消臭スプレーは携帯しやすい様、使いやすい様に、と1回分ずつ使い切りタイプがあるといいかも？

32 女性 音が鳴らない消臭スプレー。
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47 女性 消臭スプレーって臭いがありますよね。無臭の消臭スプレーで、即消臭ってあったらいいと思います。

48 女性 消臭スプレーは携帯できる小さいタイプでデザインもキャラクタ―やオシャレなものまで豊富にあればと思う。

42 女性 消臭スプレー 持ち運び用の小さい容器のものが発売されたらうれしい。

52 男性 生ごみを入れるためにバケツを使っていますが、臭いがバケツにも移ってしまっていて、ゴミを捨てても臭います。消臭スプレーでは限界がありますが良い方法を教えてほしいです。

57 女性 いつも使っている消臭スプレーやルームスプレーは、持続時間に不満を感じているので、ある程度持続効果があるものが、あったらいいなと思います。

55 女性 消臭スプレープチぷらでプチサイズがあったらいいな。

50 女性 消臭スプレーをかけたところ、洋服にシミができました。洗濯で落ちたからよかったけど、洋服によって違うのでしょうか？

49 女性 可愛く目立たない携帯用の消臭スプレーがあれば良いと思います。

49 女性
「消臭スプレー」我が家ではいつもお世話になっています。 瞬間的に布や空気をさわやかにしてくれるので有り難いのですが、シュッとした瞬間に広がる霧が実は苦手です。自分自身が吸い込みそうで息を止めたりしますし、
玄関のグリーンに影響がないか心配になってしまいます。

49 女性 消臭スプレーはすぐ無くなるから、コストがかかると思います。

45 女性 消臭スプレーが床に付くとヌルヌルする。

44 女性 トイレの消臭スプレーはないよりマシだけど、いい香りというものが少ない。臭いがキツすぎる。

36 女性 消臭スプレーはどんなものにどの程度かけたらいいのかが分かりにくいです。

29 女性 消臭スプレーの使用期限がよくわからない。

61 女性 消臭スプレーを使うとせき込みやすい。

45 男性 消臭スプレーの使いきった後のガス抜きが面倒。ガス抜きをせずに、そのまま、空き缶として捨てられるように出来たら、便利。

51 女性 消臭スプレーは、一瞬いい匂いがするが臭いは消えていない。臭いのギャップがある。

32 女性 消臭スプレー コスパが悪すぎ。

39 女性 消臭スプレーについてですが、均一に噴霧できないのが不便だと感じます。

34 女性 消臭スプレーはトラベルサイズくらいのものがあるともっと気軽に購入できると思います。

45 女性 消臭スプレーを靴に使うことが多いのですが、置いてある靴に向かってボトルを横に受けてスプレーすると出なくなるので、角度に関係なく最後まで出るようにしてほしいです。

44 女性 消臭スプレー…布団などにスプレーする時、斜めにして使うとすぐ出なくなってしまうので、どんな角度でも出やすい形状だと助かります。

30 女性 消臭スプレーの携帯用の大きさがほしい。たまに売っているけどマイナーなものばかりなので、メジャーな消臭スプレーの携帯用サイズがあれば旅行にも持っていけるし、会社にも置きやすいのに。

39 女性 消臭スプレーが、角度によっては出にくい事が多々あるので、不便を感じています。

29 女性 消臭スプレーの効果がいまいち実感できないこと。

36 女性 消臭スプレー　小動物のペットにもやさしい成分だったらいいなと思います。

69 女性 消臭スプレーの携帯用サイズがあったらいいなと思う。外出先で催事等で部屋を使用するときの臭いがこもっていて消臭したいと思う事が有る。

34 女性 消臭スプレーでスプレーっぽくない形で小さい持ち運びが聞くものがあればいいなと思う 外で使うときに明らかにソレという形をしているので持ち運びづらい。

28 女性 トイレの消臭スプレーが缶ではない容器に変われば、捨てるの便利なのになぁと思います。

47 女性 消臭スプレー持ち歩きの便利ものがあるとうれしいです。

40 女性 消臭スプレー：どうしても、散布したあとに咳がでてしまいます。改善できるのでしょうか？？

44 女性 消臭スプレーはすぐになくなってしまうので大きい意詰め替え用が欲しいと思います。

49 女性 かわいらしいデザインの携帯用消臭スプレーがあると、バッグなどに入れて持ち歩けるかと思います。

37 女性 消臭スプレーは量が少なくなると、勢いが弱くなるし、残量が分からないのでわかるようになったらいいな。

31 女性 使い切りの消臭スプレーがあると、荷物でかさばらず、旅行に持っていける。

37 女性 消臭スプレーの匂いがきつすぎる。無香料も無香料の匂いがするのが嫌だ。

34 女性 消臭スプレーは小さい容器に詰め替えると使いにくい。でも持ち歩きたい。

33 女性 お部屋の消臭スプレーをすると霧で部屋が群れるのが困る。

20 女性 消臭スプレーについて スプレータイプのものですとスプレーした物が若干湿ってしまうのが難点です。仕方ない事は重々承知してはいるのですがあまり良い気はしませんね。

37 女性 消臭スプレー、２つの香りがでればうれしい。

48 女性 消臭スプレーが指で押すタイプだといいなー。
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35 女性 消臭スプレーの詰め替えが中が見えずあふれてしまう時があり不便。

66 男性 消臭スプレー、効果がいまいち。もっと効果を高めて欲しい。

37 女性 消臭スプレー冬や、天気の悪い日は、かけると濡れた感じになってしまうもっと速乾だったらいい。

34 女性 消臭スプレーでいうと、缶は破棄が大変。 プラスチックのものが増えたらいいと思う。

28 女性 消臭スプレーのパッケージがダサくて嫌です。もっとシンプルでスタイリッシュな感じのが出て欲しいです。

29 女性 消臭スプレーの上部の隙間にホコリが溜まりやすいです… ハンドルタイプだとあまり可愛くないですが、ホコリが入り込みにくい違う形が良いです。

38 女性 消臭スプレーの効果がわかりにくい。

43 女性 消臭スプレーの小型化。

37 女性 乾きの速い消臭スプレーがあったら助かります。

53 女性 無臭の消臭スプレーが欲しい！！

29 女性 消臭スプレーに関して、必ずしもテスターがあるわけでないから、テスターがないと興味があってもこわくて買えない。

48 男性 いつまでも匂いが消せる消臭スプレーがあったら良いと思います。

60 女性 消臭スプレーは今の生活には必需品ですね。消臭・殺菌効果に脱帽ですがなかなか乾かないので介護の時寝具など、ものによっては困ります。

39 女性 トイレで使う「消臭スプレー」が、方向によって出ない角度があるのが、不便に感じています。

67 男性 消臭スプレーの小型、携帯用はありますか？

48 女性 消臭スプレー、携帯用にも種類が豊富やったら良いのに。

43 女性 消臭スプレーを撒いた後のベタつきがなくなればいいどこ思います。

48 女性 消臭スプレーは小さいタイプの種類を増やして欲しい。デザイン飲まないで可愛い物が欲しい。

50 女性 消臭スプレーの缶タイプの再利用。

44 女性 消臭スプレー 霧吹きタイプではなく、プッシュタイプで押している間、噴射し続けるタイプがほしい。

35 女性
布製品の抗菌をしてくれる「消臭スプレー」を使用しているのですが、じゅうたんや布団など、大きな布製品ににスプレーすると、本当にあっという間に無くなってしまいます。 抗菌＆消臭効果が持続してくれる「消臭スプレー」
があったら、経済的にも助かって嬉しいなと思います！

49 女性 無香の消臭スプレーってないのかな？

40 女性 「消臭スプレー」 柔軟剤や置き型芳香剤は香りのサンプルがあるのに、スプレー式は“〇〇の香り”と言った表示で香りを予想するしかないので、スプレーにもサンプルを用意して欲しい。

22 女性 消臭スプレーも細身で一目では消臭スプレーと分からないようなものであれば携帯したいなと毎回思ってます。

30 女性 消臭スプレーも体に悪い気がするので、全面的に体に無害となっている消臭スプレーなどがあればいいなと思います。

65 女性 靴用の消臭スプレーを使ったところ乾きが悪くて困った経験があります。

49 女性 消臭スプレーはとにかく、店頭で匂いを確認できるようサンプルをお願いします。 イメージで買って、家でスプレーした時に思っていた匂いでないと、本当にがっかりしますし、使い切ることができなくて困ります。

50 女性 匂いの元の人体にもかけられる消臭スプレーがあればいいのにと思います。

51 女性 消臭スプレーの容器ですが、シンプルなものが多くて残念です。 もう少し容器にイラストが描かれていて、持っていて気分が上がるような かわいらしさや、華やかなものがあると購入意欲が高まります。
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