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どうせやるなら「インスタ掃除」！ 

ドラマみたいに家事テク見せて、モチベ上げつつキレイにする事例 20 
 

今、家事も「見せる」時代になりました。SNSで料理を見せるのはもちろんのこと、掃除などの家事テクもテレビのバラエティ番組だけ

でなく TBS「逃げるは恥だが役に立つ」、フジテレビ「家政夫のミタゾノ」といったドラマで取り上げられています。地味な掃除が華やか

なエンタテインメントの世界に登場することで「見せる価値のあるもの」に昇格。スマホの普及により誰でも情報発信できるようになっ

た今、ヒロインがやっていた家事テクを「自分ごと」としてやってみて、よかったら人に見せたいというのが自然な流れです。現代人は忙

しく、掃除にさける可処分「時間」が少ないのが現状ですが、掃除で身の周りがきれいになるだけでなく SNSのネタにもなるならモチ

ベーションも上がるというもの。そこで、思わず人に教えたくなる掃除テクとして重曹、クエン酸、セスキ炭酸ソーダ、過炭酸ソーダを

使った「ナチュラルクリーニング編」、効率アップと時短にもなる「便利グッズ編」をまとめて 20 事例ご紹介します。今や、男女問わず

ちょっとしたウリになる「家事力」。インスタジェニックな「見せ家事」で、ヤル気と、キレイと、”いいね”が得られます。 

  ナチュラルクリーニング編  重曹、クエン酸、セスキ炭酸ソーダ、過炭酸ソーダでキレイ＆エコ      

発売元：紀陽除虫菊  発売中  ※全てオープン価格 （記載は参考価格） 

❶ 重曹でコゲ落とし 

 

 

 

 

 

 

鍋のコゲは重曹と水で煮沸。冷ま

してこすり洗いすれば落ちるんです 

❷ 排水口をエコ洗浄 

 

 

 

 

 

 

キッチンの排水口は重曹＋クエン酸

＋水で発泡させてスッキリ洗い流す! 

❸ セスキ水で拭き掃除 

 

 

 

 

 

 

水 500mL にセスキ炭酸ソーダを

5g 溶かしたセスキ水で拭き掃除 

❹ セスキ水で油汚れ対策 

 

 

 

 

 

 

キッチンの油汚れはセスキ水をシュッ

とかけて拭き掃除♪コンロやレンジに 

●「重曹物語」 

[800g] 税別 650 円 税込 702 円 

[240g] 税別 175 円 税込 189 円 

※オープン価格 紀陽除虫菊 発売中 

http://kiyou-jochugiku.co.jp/kankyo

/cleaning_agent/k-2020.html 

●「セスキ炭酸ソーダ物語」 

[700g] 税別 750 円 税込 810 円 

[200g] 税別 185 円 税込 200 円 

※オープン価格 紀陽除虫菊 発売中 

http://kiyou-jochugiku.co.jp/kankyo/cle

aning_agent/k-2047.html 

➎ クエン酸水で蛇口パック 

 

 

 

 

 

 

水 200mL にクエン酸 5g を溶かし

たクエン酸水で蛇口パックして流す! 

❻ クエン酸で臭い消し 

 

 

 

 

 

 

トイレ掃除にクエン酸水をシュッとス

プレー。汚れ落としと臭い対策に◎ 

➐ タイルをエコ漂白 

 

 

 

 

 

 

タイルは水 500mL に過炭酸ソーダ

5g を溶かして漂白＆拭きとる♡ 

❽ 浴室の水アカ取り 

 

 

 

 

 

 

お風呂の床や壁のアカは過炭酸

ソーダ(酸素系漂白剤)でスッキリ! 

●「クエン酸物語」 

[600g] 税別 750 円 税込 810 円 

[120g] 税別 175 円 税込 189 円 

※オープン価格 紀陽除虫菊 発売中 

http://kiyou-jochugiku.co.jp/kankyo/cle

aning_agent/k-2045.html 

●「過炭酸ソーダ物語」 

[500g] 税別 730 円 税込 788 円 

[100g] 税別 195 円 税込 211 円 

※オープン価格 紀陽除虫菊 発売中 

http://kiyou-jochugiku.co.jp/kankyo
/cleaning_agent/k-9008.html 
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  便利グッズ編  ピンポイントで使えるグッズでお掃除の効率アップ＆時短に                           

発売元：小久保工業所  発売中  ※全てオープン価格 （記載は参考価格） http://kokuboshop.com 

❾ SD ダイヤモンドパフ 

 

 

 

 

 

 

人工ダイヤモンドのパフがスゴイ。鏡

のウロコ汚れが水だけで落とせる! 

❿ サッシブラシ 

 

 

 

 

 

 

サッシのミゾの細かいゴミも、V 字の

毛先が入ってス～ッと取れます！ 

⓫ 曲がるスキ間ブラシ 

 

 

 

 

 

 

毛先がこーんなに曲がるから細部に

フィットして黒ずみ汚れもキレイに♪ 

⓬ 排水口トゲトゲスティック 

 

 

 

 

 

 

排水口の奥にズズーっと入っ

て、トゲトゲでかき出す(笑) 

「SD ダイヤモンドパフ」 

税別 195 円 

税込 211 円 
小久保工業所 発売中 

「おそうじ Dr.サッシブラシ」 

スクレイパー付 

税別 195円税込 211円 

小久保工業所 発売中 

「曲がるスキ間ブラシ」 

各 税別 190 円 

   税込 205 円 

小久保工業所 

「排水口トゲトゲスティック」 

税別 180 円 

税込 194 円 

小久保工業所 発売中 

⓭ ツインブラシ 

 

 

 

 

 

 

ハードとソフトの２種類の毛先で 

家電の細部のホコリを狙い落とす! 

⓮ 排水口ブラシ 

 

 

 

 

 

 

L 字型の長めのブラシでキッチンの

排水口やカゴの角の汚れもスッキリ 

⓯ メラミンスティック 

 

 

 

 

 

 

水だけで落とせるメラミンスポンジに

スティックがついて便利！スペア付き 

⓰ ポップモップハンディ 

 

 

 

 

 

 

デスクのお掃除もこんなオトボケ顔

のモップだとなごむ～。カエルだよ♡ 

「おそうじ Dr.ツインブラシ」 

税別 195 円 

税込 211 円 
小久保工業所 発売中 

「おそうじ Dr.排水口ブラシ」 

税別 195 円 

税込 211 円 

小久保工業所 発売中 

「メラミンスティック」 

各 税別 190 円 

   税込 205 円 

小久保工業所 

「ポップモップハンディ」

ガォ～/ケロロ/ピョン 

各税別 235 円 

税込 254 円 

⓱浴室ワイパースポンジタイプ 

 

 

 

 

 

 

浴室の水滴をワイパーでスイーッ。

スポンジで吸い取ってサッパリ！ 

⓲ スキマブラシセット 

 

 

 

 

 

 

目が細かい２種類のブラシと、柄の

ヘラでスキマの汚れをかき出す！ 

⓳ペットボトル不織布ｸﾘｰﾅｰ 

 

 

 

 

 

 

スリムなヘッドをペットボトルに取り付

けて。スキマやフチが洗い流せます。 

⓴ Gripあみ戸洗い 

 

 

 

 

 

 

スポンジ＋ブラシ状の毛で網戸にこ

びりついた汚れをゴシゴシ洗える♪ 

「おそうじ Dr.浴室ワイ

パー スポンジタイプ」 

税別 220税込 238 
小久保工業所 発売中 

「おそうじ Dr. 

スキマブラシセット」 

税別 195税込 211円 

小久保工業所 発売中 

「ペットボトル不織布 

クリーナー」 

税別 195税込 211円 

小久保工業所 発売中 

「Grip あみ戸洗い」 

税別 195円 

税込 211円 

小久保工業所 発売中 

＜お問い合わせ＞ 

●一般のお客様： （株）小久保工業所 本社 TEL.073-487-1811 和歌山県海南市野上新 201-9 http://kokubo.co.jp 

紀陽除虫菊（株）本社 TEL.073-492-0010 和歌山県海南市下津町上 1135 http://kiyou-jochugiku.co.jp  

●メディア関係者様： 小久保工業所・紀陽除虫菊 東京営業所 広報／大田 TEL.03-5205-1811 メール: press@kokubo.co.jp 

東京都中央区日本橋 2-3-6 日土地日本橋ビル 8F   ※メディア様向け取材、写真、サンプルのご提供を承ります。 
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