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洗濯槽をきれいに。「根こそぎスッキリ！洗濯槽クリーナー」液剤+粉剤、粉タイプ 

「とってもスッキリ！洗濯槽クリーナー」液体タイプ 新発売 
 

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）は、液剤と

粉剤を合わせて使う「根こそぎスッキリ！洗濯槽クリーナー液剤+粉剤」、

粉のみの「根こそぎスッキリ！洗濯槽クリーナー粉タイプ 160g」、液体の

みの「とってもスッキリ！洗濯槽クリーナー液体タイプ 550g」の 3 種類

を新発売します。洗濯機の種類と、好みで選べます。いずれもカビ胞子除

去率 99.9%で、イヤな臭いの元となるカビ・雑菌をスッキリ洗浄。除菌・

消臭します。（※全ての菌を除菌できるわけではありません） 

 

＜新発売＞ 

洗濯槽クリーナー 

3 種 

 

                                        液剤+粉剤     粉タイプ    液体タイプ 
 
●「根こそぎスッキリ！洗濯槽クリーナー 液剤+粉剤」 オープン価格（参考価格 税込 385 円） 

液剤+粉剤の W パワーで洗濯槽の裏の汚れを根こそぎ落とす酸素系洗濯槽クリーナー。 

液剤と粉剤を洗濯槽に入れ、高水位・標準コースで運転するだけ。全自動洗濯機、ドラム式洗濯機、二層式洗濯機に使えます。1 回分。 
 

●「根こそぎスッキリ！洗濯槽クリーナー 粉タイプ 160g」 オープン価格（参考価格 税込 385 円） 

粉タイプの酸素系洗濯槽クリーナー。強力発泡パワーと約 2 時間のつけおき洗いで根こそぎスッキリ。全自動洗濯機に使えます。1 回分。 
 

●「とってもスッキリ！洗濯槽クリーナー 液体タイプ 550g」 オープン価格（参考価格 税込 550 円） 

液体タイプの塩素系洗濯槽クリーナー。すばやく汚れに浸透して、洗濯槽の裏側に隠れた汚れを漂白し、分解します。 

液剤を入れ、高水位・標準コースで運転するだけ。全自動洗濯機、ドラム式洗濯機、二層式洗濯機に使えます。1 回分。 
 
発売元：紀陽除虫菊株式会社  発売日：2021 年 10 月 20 日新発売  日本製 MADE IN JAPAN  

 

＜液剤+粉剤＞ 

新発売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「根こそぎスッキリ！ 

洗濯槽クリーナー 液剤+粉剤」 

オープン価格（参考価格 税込 385 円） 

成分：＜液剤＞過酸化水素水、 

界面活性剤、pH 調整剤  

＜粉剤＞漂白剤（過炭酸塩）、 

アルカリ剤（炭酸塩）、

再付着防止剤、界面活性剤 

液性：＜液剤＞弱酸性 

＜粉剤＞弱アルカリ性 

正味量：＜液剤＞70g ＜粉剤＞70g  

1 回分 日本製 MADE IN JAPAN 

 

 

 

＞＞【動画】YouTube「根こそぎスッキリ！ 

洗濯槽クリーナー液剤+粉剤」 

https://yout

u.be/c8neVJ

Q_Wns 

 

【特長】 

◎液剤+粉剤の酸素系洗濯槽クリーナー。W パワーで根こそぎスッキリ洗えます。 

◎洗濯槽の裏にたまった汚れを落とします。 ◎カビ胞子除去率 99.9% 

◎洗濯物のイヤな臭いの元になるカビ・雑菌を除去し、洗濯槽を除菌※・消臭します。 

◎全自動洗濯機、ドラム式洗濯機、二層式洗濯機に使用可。（10kg サイズまでのもの） 

◎ステンレス槽、プラスチック槽ともに使用できます。 ◎1 回分 ◎日本製 

※すべての菌を除菌できるわけではありません。 

 

【使用方法】液剤・粉剤がそれぞれ 1 袋ずつ入っています。 

（１）電源を入れ、空の洗濯槽に液剤と粉剤をそれぞれ全量入れる。 

（２）＜全自動洗濯機＞高水位に設定し標準コース１サイクル（洗濯→すすぎ→脱水）を運転する。 

＜ドラム式洗濯機＞標準コース１サイクル（洗濯→すすぎ→脱水）を運転する。 

＜二層式洗濯機＞高水位で水を入れ、1 サイクル（洗濯→すすぎ）を運転する。 

（３）汚れ・泡が残っている際には、追加で 1～2 サイクル運転させて、すすいでください。 

初めて使用する場合や汚れがひどい場合は、水のかわりに約 40 度のぬるま湯を使用し、1 サイク

ル運転する前に 3 時間程度放置してください。 
 

＞＞【紀陽除虫菊】 先行発売中 http://kiyou-jochugiku.co.jp/kankyo/cleaning_agent ＞＞（次頁）粉タイプ、液体タイプ 
 

＜お問い合わせ＞ ●一般のお客様：紀陽除虫菊（株）本社 TEL.073-492-0010 〒649-0164 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 

〒103-0027 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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（続き） 
洗濯槽をきれいに。「根こそぎスッキリ！洗濯槽クリーナー」液剤+粉剤、粉タイプ 

「とってもスッキリ！洗濯槽クリーナー」液体タイプ 新発売 
 
＜粉タイプ＞ 

新発売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「根こそぎスッキリ！  

 洗濯槽クリーナー 

 粉タイプ 160g」 

オープン価格（参考価格 税込 385 円） 

成分：アルカリ剤（炭酸塩）、漂白剤 

（過炭酸塩）、界面活性剤（ポ

リオキシエチレンプロピレン

グリコール）、再付着防止剤 

液性：弱アルカリ性 

正味量：160g（1 回分） 

日本製 MADE IN JAPAN 

 

 

 

＞＞【動画】YouTube「根こそぎスッキリ！ 

洗濯槽クリーナー 粉タイプ」 

https://yout

u.be/S4cjrM

XgOM4 

 

【特長】 

◎粉タイプの酸素系洗濯槽クリーナー。強力発泡パワーで根こそぎスッキリ洗えます。 

◎洗濯槽の裏にたまった汚れを落とします。 ◎カビ胞子除去率 99.9% 

◎洗濯物のイヤな臭いの元になるカビ・雑菌を除去し、洗濯槽を除菌※・消臭します。 

◎高水位でぬるま湯を入れ、本品全量を入れて 2～3 分運転して溶かし、約 2 時間放置。 

 つけおき洗いします。 

◎全自動洗濯機で使用できます。 

（ドラム式洗濯機、二層式洗濯機はつけおきが十分にできないため使用できません） 

◎ステンレス槽、プラスチック槽ともに使用できます。 ◎1 回分 ◎日本製 

※すべての菌を除菌できるわけではありません。 

 

【使用方法】 

（１）高水位までぬるま湯（水）を給水します。 

（２）本品全量を入れ、2～3 分運転して溶かし、約 2 時間放置します。 

（３）そのままの状態から、標準コース（洗濯・すすぎ・脱水）で運転します。 

   すすぎ水やくず取りネットにはがれた汚れがたまり、効果が分かります。 
 

 
＜液体タイプ＞ 

新発売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「とってもスッキリ！  

 洗濯槽クリーナー  

 液体タイプ 550g」 

オープン価格（参考価格 税込 550 円） 

成分：次亜塩素酸ナトリウム、水酸化 

ナトリウム（1.0%）、界面活性

剤（アルキルアミンオキシド） 

液性：アルカリ性 

正味量：550g（1 回分） 

日本製 MADE IN JAPAN 

 

 

 

＞＞【動画】YouTube「とってもスッキリ！ 

洗濯槽クリーナー液体タイプ」 

https://yout

u.be/ShxAFJ

zaBo8 

 

【特長】 

◎液体タイプの塩素系洗濯槽クリーナー。 

◎塩素系液体タイプなので、すばやく汚れに浸透します。 

◎洗濯槽の裏側に隠れたカビ汚れを漂白し分解します。 

◎カビ胞子除去率 99.9%（衛生微生物センター実施） 

◎洗濯物のイヤな臭いの元になるカビ・雑菌を除去し、洗濯槽を除菌※・消臭します。 

◎全自動洗濯機、ドラム式洗濯機、二層式洗濯機に使用できます。 

（洗濯槽は 4～9kg サイズまでのもの） 

◎ステンレス槽、プラスチック槽、洗濯槽に穴がないタイプの洗濯槽にも使えます。 

◎1 回分 ◎日本製 ※すべての菌を除菌できるわけではありません。 
 

【使用方法】 

＜全自動洗濯機＞＜二層式洗濯機＞ 

 (1)電源を入れ本品を全量入れる。(2)高水位まで給水する。(3) )標準コース（洗い→すすぎ 2 回

以上→脱水）で 1 回運転する。終了後、洗濯槽に汚れが残っているときは、再度「すすぎ」をする。 

＜ドラム式洗濯機＞(1)電源を入れてから洗濯槽の中に本品を全量入れる。(2)洗濯槽をすすぐため 

標準コース（洗い→すすぎ→脱水）で運転する。 

「つけおき」でプラス効果 → 高水位で約 3 時間つけおきするとさらに効果的です。 

＞＞【紀陽除虫菊】 先行発売中 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 〒649-0164 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 

〒103-0027 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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