NEWS RELEASE
2020 年 3 月 18 日（1/7 ページ）

キッチン、洗濯、掃除など、ふだんの家事で除菌しよう。
日本製 ● 「オキシウォッシュ酸素系漂白剤」で家じゅうスッキリ清潔に。

書籍「料理グッズで簡単！おうちごはんとおべんとう」
KOKUBO 著 誠文堂新光社（発売中）より
レシピ考案：星野奈々子（料理家・フードコーディネーター）
スタイリング：つがねゆきこ 撮影：深澤慎平

菌は外出先だけでなく、家の中にも入り込む可能性があります。身に触れる食器やキッチン周り、衣類、部屋のあち
らこちらなど、気になり出したらきりがありません。見えない菌を恐れて疲弊するよりも、ふだんの家事で簡単に除
菌対策しながら、家じゅうをスッキリ清潔にして、気分よくすごす方法をご紹介します。
紀陽除虫菊株式会社（本社:和歌山県海南市 代表:小久保好章）より発売中の「オキシウォッシュ酸素系漂白剤」は、
酸素パワーでスッキリと除菌・漂白・消臭ができる粉末タイプの漂白剤です。食器、キッチン掃除、洗濯、家じゅう
の掃除などマルチに使えます。40～60 度のお湯に浸けおくだけで、発生期酸素が浮き上がった汚れを分解し、頑固な
汚れもスルリと落ちます。2017 年 12 月の発売以来、100 円ショップ、スーパー、ホームセンター、ドラッグストア、
バラエティショップ、ネットショップなど様々な販売店で購入できることによるとり入れやすさと、洗浄力の高さか
らリピーターが続出。日本製であることも人気の要因のひとつで、和歌山の工場ではフル稼働で生産しています。
食器やキッチン用品を浸け込んだり、衣類やカーテンなどのファブリックから洗濯槽まで洗ったり、ふだんの家事に
オキシウォッシュをプラスするだけで簡単に除菌できます。 ＞＞次ページから、シーン別の使い方をご紹介します。

オキシウォッシュ酸素系漂白剤

※すべてオープン価格（表記は参考価格）

粉末

オキシウォッシュ
酸素系漂白剤
120g
税別 195 円
税込 215 円

オキシウォッシュ
酸素系漂白剤
35g×3 包入
税別 195 円
税込 215 円

水溶紙パック

オキシウォッシュ
酸素系漂白剤
680g ボトル
税別 850 円
税込 935 円

オキシウォッシュ
酸素系漂白剤
1kg
税別 1200 円
税込 1320 円

オキシウォッシュ
酸素系漂白剤
水溶紙パック
30g×3 パック入
税別 195 円
税込 215 円

オキシウォッシュ
酸素系漂白剤
水溶紙パック
30g×24 パック入
税別 1600 円
税込 1760 円

液性：弱アルカリ性
用途：衣類・布製品・台所まわり・水まわり・食器・タイル
成分：過炭酸塩（酸素系）、炭酸塩、水軟化剤、過硫酸塩、界面活性剤
発売元：紀陽除虫菊株式会社
●
日本製 MADE IN JAPAN 発売中 http://kiyou-jochugiku.co.jp/kankyo/cleaning_agent
＜お問い合わせ＞●一般のお客様：紀陽除虫菊（株）本社 TEL.073-492-0010 和歌山県海南市下津町上 1135
[ホームページ] http://kiyou-jochugiku.co.jp

[広報サイト] https://kokubopress.com

●メディア関係者様： 紀陽除虫菊（株）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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オキシウォッシュの使い方 ＜キッチン編＞
オキシウォッシュ溶液の作り方
ボウルなどの容器に、用途にあった量のオキシウォッシュを入れ、
40～60 度くらいのお湯を注ぐ。
お湯 4 リットルにオキシウォッシュ大さじ 2。
ブクブクと泡立つので、このなかに汚れを落としたいものを入れて
浸け込む。
まな板、水切りかご

スポンジ

ふきん

マグカップなどの食器

まな板は、水切りかごなどにオキシウォッシュ溶液を作って浸けておけば 2 アイテム同時にきれいにできて一石二鳥。水切りかご
に 40～60 度のお湯を入れてオキシウォッシュを大さじ 1 入れ、
その中にまな板を入れて 1 時間ほど浸けおきしたらよく洗い流す。
スポンジ、ふきん、マグカップ、急須、ティーポットなどの食器は、ボウルなどにオキシウォッシュ溶液を作って入れ 1 時間ほど
浸け込む。その後、きれいに洗い流す。一緒に浸けても OK。

排水口の汚れ掃除

五徳、換気扇

排水口にオキシウォッシュをふりかける。

シンクにオキシウォッシュ溶液を作る。五徳などコンロまわりで取りはずせ

L 字型になった排水口ブラシで洗う。

るもの、換気扇フィルターなど換気扇まわりで取り外せるものをオキシウォ
ッシュ溶液の中に入れ、1～3 時間浸けておく。その後、よく洗い流す。

書籍「料理グッズで簡単！おうちごはんとおべんとう」KOKUBO 著
チャプター4

誠文堂新光社 刊 2019 年 4 月より発売中

キッチン掃除術より

レシピ考案：星野奈々子（料理家・フードコーディネーター） スタイリング：つがねゆきこ

撮影：深澤慎平

書籍詳細（過去リリース） https://kokubopress.com/newsrelease/20190328_kokubo_recipe-book

「オキシウォッシュ酸素系漂白剤」 とは？
（特長）
★粉末タイプの酸素系漂白剤です。除菌・漂白・消臭に。
★キッチン、洗濯、掃除などマルチに活用できます。
★独自処方による洗浄力の高さが強みです。油汚れにも OK。

＞＞「オキシウォッシュ」

特設サイト
http://kiyou-jochugiku.co.jp/oxiwash

★40～60 度のお湯に溶かし、浸けおくことで効果が上がります。
★日本製。重曹・クエン酸・セスキ炭酸ソーダなどを作ってきた紀陽除虫菊（和歌山県）の工場で製造しています。
★少量サイズから大容量まで 6 タイプあります。お試しからふだん使いまでライフスタイルに合わせて選べます。
★スーパー、ドラッグストア、ホームセンター、雑貨店、ネットショップ、100 円ショップなどでお取り扱い中。
★ハッシュタグ「#オキシウォッシュ」で SNS 検索できます。
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オキシウォッシュの使い方 ＜洗濯・掃除編＞

※過去リリースの再掲です

「オキシウォッシュ酸素系漂白剤 水溶紙パック」でお洗濯
◎1 回分の使用量 30g の粉末を水溶紙で個包装しました。
◎洗濯の際に、洗濯用洗剤といっしょにそのままポンと
入れるだけ。計量の手間が省けます。
◎水溶紙は水やお湯に溶けます。
◎粉が手についたり、飛散したりしません。
◎お試し 3 パック入と、24 パック入があります。

※40～60 度のお湯で使用すると効果的です。
（水で使用する場合は本剤を少量のお湯で溶かしてから水と混ぜてご使用ください）

洗濯

洗濯槽の洗浄・除菌
衣類のガンコな汚れ・汗ジミ・黄バミな

◎1 年以上洗浄したことがない場合：

どに

オキシウォッシュ 680g ボトル入を

◎お湯・水：お洗濯１回につき

1 本使用

◎オキシウォッシュ：約 30g

◎定期的に行う場合：

洗濯機に衣類用洗剤を入れ本剤加えます

オキシウォッシュ 100～200g 使用

※他の漂白剤を混ぜないでください。

洗濯機の高水位までぬるま湯（水でもよい）を給水します。

※必ず使用前に目立たない場所で試し、乾燥させた後に、色落ち

本剤を入れて 2～3 分運転し、よく溶かします。

がないかをご確認の上ご使用ください。ウール、ウール混紡、 洗濯機を止めて 2 時間放置します。
シルク、革製品には使用しないでください。

汚れが浮き上がってきたらすくい取ってください。その後、標準

※衣類についている洗濯表示に従ってご使用ください。

コース（洗濯・すすぎ・脱水）で１回運転すれば OK です。

食器の茶シブ

タイルの目地
食器の茶シブ・台所用ふきん・エアコン

少量のお湯に本剤 90g ほどを加え

フィルターなどに

ペースト状の液を作ります。

◎お湯：4 リットル

直接汚れにつけ、よくこすった後、

◎オキシウォッシュ：約 30g（適宜）

5～60 分程度置いてよく洗い流します。

本剤をお湯に溶かします。（汚れに応じて濃度を調節してくださ
い）その後に 10 分つけ置きした後、水でよく洗い流します。

シミぬき

※色付きの目地は変色することがありますので、必ずご使用前に
目立たない場所で試してください。

玄関タイル
衣類やカーペットに付いた食べこ
ぼし・血液・ペットによるシミに
◎お湯：１リットル
◎オキシウォッシュ：約 8g

はじめに汚れを拭き取り、上記の割合で作った溶液を直接
汚れにつけ、5～10 分程置きます。その後、柔らかい布で
拭き取ってじゅうぶんに乾かします。

（使い方動画） ランドリー

https://youtu.be/ZarusXiqimU

◎お湯：１リットル
◎オキシウォッシュ：約 8g

上記の量の液を直接汚れにつけ、5
～10 分置いてから水拭きをします。
（洗浄する面積が広い場合は小さな範囲に分けて数回洗
浄してください）
必要に応じてブラシなどでこすり洗いをしてください。

キッチン

https://youtu.be/7OJfWe8Rf5U

リビング

https://youtu.be/ppTUMujmxUM

NEWS RELEASE
2020 年 3 月 18 日（4/7 ページ）

オキシウォッシュ 一般ユーザーＳＮＳ 使用事例 ＜洗濯＞

※過去リリースの再掲です

01 洗濯物の漂白

02 色柄物エプロン

03 臭いがついた服

04 汗ジミ

05 黄バミ

くすみが取れて白さ
が戻った～w これに
は感動！（福岡県）

油汚れもキレイに。洗
浄力の高さを実感！
スゴイぞオキシウォ
ッシュ！(東京都)

つけ置き洗いで臭い
が取れました。非常に
満足。（北海道）

そろそろ買い替えか
と思っていたシャツ
が綺麗に。（北海道）

昨年着ていた白いト
ップス。真っ白になり
ました～。（東京都）

06 泥んこ汚れ

07Ｙシャツ

08 制服シャツ

09 洗濯物の生乾き臭

10 タオル

11 靴下

公園遊びが好きな娘
のズボン。浸けてたら
綺麗に。（鹿児島県）

黄バミが気になって
いた Y シャツもスッキ
リ！白さを取り戻し
ました！（東京都）

スッキリ感がホント
スゴい♪ エリ汚れも
すっかりきれいに。
（神奈川県）

洗濯に使ってみまし
た。気になる生乾きの
ニオイが取れていい
感じ♪（東京都）

真っ黒な息子の靴下
タオルを除菌＆消臭。 …。少しもみ洗いした
臭いが気にならなく らほぼ落ちました！
なりました。
（兵庫県） （福岡県）

12 仕事着

13 ベビー服

14 ウンチ汚れ

15 帽子

16 布製バッグ

17 スニーカー

仕事着の長年の汚れ
がだいぶ綺麗になり
ました。（北海道）

赤ちゃん肌着の食べ
こぼし、母乳汚れもス
ッキリ。（石川県）

赤ちゃんのウンチ汚
れ、つけ置きで綺麗に
落ちて感激（大阪府）

10 年選手のお気に入
りの帽子が白くなり
ました。（鳥取県）

布製バッグもつけ置
きした後、洗濯機で洗
えばきれいになりま
す。（紀陽除虫菊）

白いスニーカーをオ
キシづけ。真っ白にな
りました。
（神奈川県）

18 子供靴

19 家族じゅうの靴

20 上履き

21 長靴

22 洗濯機用ホース

23 洗濯機の洗浄除菌

子供が保育園で使っ
ている靴。泥汚れもキ
レイに。（兵庫県）

足のニオイや菌が気
になるときは家族じ
ゅうの靴を洗浄＆除
菌！（紀陽除虫菊）

長男の上履き。仕上が 娘の長靴。ニオイもサ 洗 い に く い ホ ー ス も
りはいつもより白く ッパリして気持ちい つけこんだだけでキ
なりました。
（岐阜県） いですねー。
（千葉県） レイに。（千葉県）

洗濯

これぜひ洗濯機掃除
に使って！我が家の 2
年弱の洗濯機が写真
のように。（熊本県）

オキシウォッシュ酸素系漂白剤 ⇒「洗濯」こんなところに使えます！
＜漂白・除菌＞ 衣類シミ（汗ジミ、黄バミ、血液シミ、食べこぼし）、泥汚れ、Y シャツ、T シャツ、制服シャツ・ブラウス、
給食着、仕事着、作業着、タオル、バスタオル、ぞうきん、シーツ、枕カバー、ふとんカバー、
布製テーブルクロス、靴下、下着、ベビー服、ウンチ汚れ、エプロン、帽子、布製バッグ、
靴（スニーカー、子供靴、上履き、長靴）
＜ニオイ＞
汗などによる衣類のニオイ、生乾き臭・部屋干し臭、加齢臭
＜洗濯機＞
洗濯機の洗浄・除菌、洗濯時に混ぜて洗濯槽＆ゴミフィルターまできれいに、洗濯機用ホース
※SNS ユーザーの画像・感想は許可を得て使用しており、ご紹介いただけます。個人アカウントや URL は転載不可。

＞＞次ページで「キッチン」の事例をご紹介
＜お問い合わせ＞●一般のお客様：紀陽除虫菊（株）本社 TEL.073-492-0010 和歌山県海南市下津町上 1135
[ホームページ] http://kiyou-jochugiku.co.jp

[広報サイト] https://kokubopress.com

●メディア関係者様： 紀陽除虫菊（株）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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オキシウォッシュ 一般ユーザーＳＮＳ 使用事例 ＜キッチン＞

※過去リリースの再掲です

24 食器の漂白

25 カップのシミ

26 急須の茶シブ

27 ティーポットフタ

28 弁当箱

お湯をためてオキシ
ウォッシュを入れる
だけ。（神奈川県）

コーヒーを飲んでた
カップもすごくキレ
イになりました。うれ
しい～！(山梨県)

茶シブも酸素パワー
でしっかりきれいで
す。（千葉県）

食べ物の色ジミ、ぬめ
細 か い 部 分 ま で ピ カ り、臭い、見えない菌
ピカになり気持ちが もとれてキュッキュ
良いです。
（神奈川県） ッ。（紀陽除虫菊）

キッチン

29 グラス

30 ステンレスボトル

グラスもこんなにき
れいになりました。ス
ッキリ！（東京都）
35 水切りカゴ

32 水筒・パッキン

33 プラスチック
ボトル

水筒の頑固な茶シブ あっという間にこん
が し っ か り き れ い に なことに…。まじかぁ
落ちました。
（栃木県） ～。（東京都）

水筒のフタとゴムパ
ッキンもまるごとつ
け置き！（福岡県）

少しつけただけです
っきり綺麗！気持ち
いいね。（石川県）

まな板を除菌しまし
た。（鳥取県）

36 IH クッキング
ヒーター

37 魚焼きグリル

38 ふきん

39 カレー鍋

40 コンロ台

今まで取り切れなか
った網目の部分の汚
れがきれいに落ちて
感動した！（福岡県）

オキシウォッシュで
お掃除。きれいになり
ました。（大阪府）

きれいになって嫌な
臭いもなし。気持ちが
いいです。（埼玉県）

おかげで家中が驚く
ほどピカピカになり
ました。（東京都）

カレー鍋の汚れも酸
素パワーで分解、臭い
もスッキリ（埼玉県）

オキシウォッシュ溶
液をスポンジにつけ
てゴシゴシ。
（東京都）

41 コンロ五徳

42 タイル目地

43 シンク

44 排水口・カゴ

45 換気扇

46 キッチンマット

キッチンのタイルを。
炒め物や揚げ物のと
つけたそばから油汚 きに飛び跳ねていた
れが浮き上がってく 汚れがキレイに落と
る。すごい。（東京都） せます。（東京都）

31 コーヒーメーカー
のポット

キッチンの排水口・カ
シンク掃除に使った ゴの汚れもとっても
らめちゃめちゃ汚れ キ レ イ に な り ま す
が落ちます。
（大阪府） よ！（東京都）

34 まな板

換気扇を外してつけ お気に入りのキッチ
こ む と 油 が 浮 き 出 て ンマット。色が明るく
きます。
（紀陽除虫菊） なった！（神奈川県）

オキシウォッシュ酸素系漂白剤 ⇒「キッチン」こんなところに使えます！
＜漂白・除菌＞

＜掃除＞

食器、茶シブ・コーヒーのシミ、弁当箱、グラス・コップ、水筒・ステンレスボトル、フタ・ゴムパッキン、
プラスチックボトル、まな板、水切りカゴ、ふきん、カレー鍋、ティーポット、コーヒーメーカーのポット、
ザル・ボウル
IH クッキングヒーター、魚焼きグリル、コンロ台、五徳の油汚れ、タイル目地、シンク、キッチン排水口・カゴ、
換気扇、キッチンマット

※SNS ユーザーの画像・感想は許可を得て使用しており、ご紹介いただけます。個人アカウントや URL は転載不可。

＞＞次ページで「バス・トイレ・洗面所」、「リビング」の事例をご紹介
＜お問い合わせ＞●一般のお客様：紀陽除虫菊（株）本社 TEL.073-492-0010 和歌山県海南市下津町上 1135
[ホームページ] http://kiyou-jochugiku.co.jp

[広報サイト] https://kokubopress.com

●メディア関係者様： 紀陽除虫菊（株）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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47 お風呂の蛇口

48 浴室の床

49 浴槽＆バス用品

50 浴室ベビーマット

51 お風呂のシャワー
ノズルとホース

水垢で汚れた蛇口が 床に赤カビが発生し
クリアでツルピカに ていましたが綺麗に
なりました。
（三重県） なりました。(大分県)

洗面器、イス、フタな
どのバス用品を浴槽
につけこんで洗いま
す。（紀陽除虫菊）

お風呂のベビーマッ
トのカビも綺麗に落
ちました。（石川県）

シャワーノズルとホ
ースはつけこむだけ
でキレイに。
（千葉県）

52 洗面台

53 洗面台ノズル

54 ヘアブラシ

55 トイレ

56 トイレの手洗い場

57 トイレの床

服をつけ置きしてた
洗面台までピカピカ
に。（神奈川県）

びっしりついた黒カ
ビがあらかたとれま
した。（紀陽除虫菊）

ヘアブラシについた
皮脂汚れは、つけ置き
で簡単にとれます。
（紀陽除虫菊）

トイレのつけおき洗
いにも使ってみまし
た。真っ白に綺麗にな
ります。（栃木県）

洗面所よりも汚いト
イレの手洗い場も、ず
いぶん綺麗に。（大分
県）

酸素パワーで汚れを
分解し、ニオイもなく
なりました。
（栃木県）

バス
トイレ
洗面所

オキシウォッシュ酸素系漂白剤 ⇒「バス・トイレ・洗面所」こんなところに使えます！
＜バス＞
＜トイレ＞
＜洗面所＞

蛇口、浴室床、浴槽、洗面器・イス・フタなどのバス用品、お風呂用ベビーマット、シャワーノズル・ホース、
排水口、バスマット（足ふきマット）
便器、トイレ床、手洗い場、トイレマット
洗面台、洗面台ノズル、ヘアブラシの皮脂汚れ、洗面所マット

58 カーテン

59 布製ぬいぐるみ

60 布製クッション

61 ベビーチェアの
カバー

62 ペットが汚した
ラグ

子供部屋のカーテン
をまるごとつけ置
き！（福岡県）

布製ガラガラのシミ
がうすーくなってび
っくり！(石川県)

汚れや臭いが気にな
った布製品のつけ置
き洗いに。（広島県）

シミ、食べこぼしの頑 ペ ッ ト が お し っ こ し
固な汚れがこんなに たラグも汚れが出て
真っ白に。
（和歌山県） びっくり！（埼玉県）

64 エアコンの
のフィルター

65 靴棚の
プラスチック棚板

66 玄関タイル

67 バルコニー
ベランダ

ナイロン製カーペッ
トのシミに溶液を直
接つけて 5～10 分置
き、拭き取って乾かし
ます。（紀陽除虫菊）

エアコンのフィルタ
ーもすっきり洗えま
す。（紀陽除虫菊）

靴棚のプラスチック
棚板もつけ置き洗い
で。（紀陽除虫菊）

玄関タイルをお掃除。
目地汚れがスッキ
リ！（千葉県）

69 窓

70 網戸

リビング

63 カーペットのシミ

68 壁

お湯に溶かした溶液
泥 や 苔 で 汚 れ た バ ル で壁を拭きます。仕上
コニーも磨き流して げは水拭きできれい
明るく。
（紀陽除虫菊） に。（紀陽除虫菊）

オキシウォッシュ酸素系漂白剤
⇒「リビング」こんなところに使えます！

お湯に溶かした溶液
をぞうきんに浸して
窓掃除。仕上げは水拭
きで。（紀陽除虫菊）

網戸もオキシウォッ
シュ溶液につけた雑
巾で拭くときれいに。
（紀陽除虫菊）

カーテン、布製ぬいぐるみ、布製クッション、ベビーチェアのカバー、
ペットが汚したラグ、ナイロン製カーペットのシミ、エアコンのフィルター、
加湿器フィルター、靴棚のプラスチック棚板の洗浄、玄関タイル、
バルコニー・ベランダ、壁、窓、網戸

※SNS ユーザーの画像・感想は許可を得て使用しており、ご紹介いただけます。個人アカウントや URL は転載不可。

NEWS RELEASE
2020 年 3 月 18 日（7/7 ページ）

「オキシウォッシュ酸素系漂白剤」の特長と使い方
特長
★酸素パワーで汚れを分解。消臭効果でニオイもスッキリ！
独自処方で油汚れも強力洗浄します。

使い方
①40～60 度のお湯 4L にオキシウォッシュ約 30g を溶かします。
②汚れ物をしっかり浸け込みます。
③洗った後は十分にすすいでください。

★これひとつで様々な用途にお使いいただけます

◎使えるもの 洗濯物(衣類)、カーテン、ナイロンのカーペット(ウ
ール・ウール混紡製には使用不可)、食べこぼし、食器の茶渋、タバコ
のヤニ、血液、醤油、浴室の目地、玄関のタイル、植物による汚れ、
ペットによる汚れ、ニオイ等
×使えないもの ウール製品、ウール混紡、ウール製カーペット、ペ
ルシャ製カーペット、畳、シルク、革製品などの水洗いできない素材、
宝石、金属製のアクセサリー類、金属のサビ取りには使用不可

★日本製 MADE IN JAPAN
和歌山にある紀陽除虫菊の工場で
衛生的に製造しています。これまで
ナチュラル系の洗浄剤を製造してき
たノウハウを生かしています。
＜お問い合わせ＞●一般のお客様：紀陽除虫菊（株）本社 TEL.073-492-0010 和歌山県海南市下津町上 1135
[ホームページ] http://kiyou-jochugiku.co.jp

[広報サイト] https://kokubopress.com

●メディア関係者様： 紀陽除虫菊（株）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。

