
酸・アルカリ洗浄剤（家庭用品品質表示法適用商品）

まぜるな危険表示なし

会  社  名 商　　　　品　　　　名 成　　　　　　　　　分 液　　性 品　　　名 用途・使　用　量　の　目　安 剤　　型 包　　装 正味量

系及び種類の名称 （％） (※識別又は材質表示)

Ａ液・過酸化水素水 酸　　　　性 白木の漂白剤 白木の漂白 液　　体 Ａ液・ＰＥ容器 500ｍL

（株）アサヒペン Ｂ剤・界面活性剤(ｱﾙｷﾙ硫酸ｴｽﾃﾙﾅﾄﾘｳﾑ) アルカリ性 1㎡当たりＡ液100ml、B剤3g 粉    体 Ｂ剤･アルミコート紙 15ｇ

　　　　アルカリ剤(炭酸ナトリウム) 39

　　　　増粘剤

過炭酸塩、界面活性剤（エーテル系（非イオン）） 弱アルカリ性 風呂釜用洗浄剤 風呂釜・バス用品の洗浄 粒状 外袋：PET 150g×1包

（株） ウエ・ルコ 金属封鎖剤、アルカリ剤

ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム、過炭酸ナトリウム、キレート剤 弱アルカリ性 浴室の排水口用洗浄剤 浴室の排水口の洗浄 粒状 外袋：PET 18g×2包

界面活性剤（アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム）

安定化剤、調整剤

過炭酸ナトリウム、 27.0 弱アルカリ性 洗濯槽洗浄剤 7kgまでの洗たく槽(全自動洗濯槽、 固  形 外袋：ＰＰ 70g

炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、こはく酸、 二槽式洗濯機の洗濯槽) 内袋：ＰＰ

界面活性剤（アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム）、

キレート剤、崩壊剤、酵素

過炭酸ナトリウム 35.0 弱アルカリ性 洗濯槽洗浄剤 7kgまでの洗たく槽＜全自動洗たく機、 固  形 外袋：ＰＰ 70g

過ホウ酸ナトリウム 20.0 二槽式洗たく機（洗たく槽のみ）、 内袋：ＰＰ

炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、有機酸、 乾燥機能付洗たく機＞

界面活性剤（アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム）、

崩壊剤、アミノ酸銀、酵素、キレート剤

過炭酸ナトリウム 30.0 弱酸性 水洗トイレ用洗浄剤 水洗トイレの便器の水たまり部の洗浄・除菌・消臭 固　形 台紙：紙 17g×6錠

有機酸、炭酸塩、界面活性剤（アニオン系） 1回につき1錠 ブリスター：ＰＥＴ

酵素、着色剤

有機酸 中性 水洗トイレ用洗浄剤 水洗トイレの便器の水たまり部の洗浄・除菌・消臭 固　形 台紙：紙 17g×6錠

過炭酸ナトリウム 1回につき1錠 ブリスター：PET

炭酸塩、界面活性剤（陰イオン系）、香料

白木漂白クリーナー
スーパー(Ａ液･Ｂ剤)

洗濯槽クリーナーAg

トイレの洗浄剤　ローズの香り

洗濯槽クリーナー

おフロの排水口かんたん洗
浄

バスアシスト

フロ釜＆バス用品まるごと洗浄
バスアシスト

トイレの洗浄剤

1／5



会  社  名 商　　　　品　　　　名 成　　　　　　　　　分 液　　性 品　　　名 用途・使　用　量　の　目　安 剤　　型 包　　装 正味量

系及び種類の名称 （％） (※識別又は材質表示)

界面活性剤(ｱﾙｶﾉｲﾙｵｷｼﾍﾞﾝｾﾞﾝｽﾙﾎﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ) 弱アルカリ性 洗たく槽用洗浄剤 洗たく槽用（9kgの洗たく機まで） 粒　　　状 ＰＥ，Ｍ　パウチ 180ｇ

花王（株） 発泡剤（過炭酸ナトリウム） 高水位までぬるま湯（水）をはり、全量180gを入れる。

アルカリ剤（炭酸塩） 2～3分間運転して溶かし、約2時間放置する。

防錆剤 その後、標準コースで運転する。

安定化剤

モノエタノールアミン 5 アルカリ性 台所用洗浄剤 汚れに原液を適量かけ湿ったフキンで拭き取る。 液　体 ボトル：PE 400g

カネヨ石鹼（株） 界面活性剤（アルカリアミンオキシド） ひどい焦げつきや油汚れの落とし方 キャップ：PP

研磨材（炭酸カルシウム） ①原液をかけ、20～30分放置する。

溶剤

安定化剤

過酸化水素 4.5 　中　 　性 温泉浴場洗浄剤 酸化鉄スケール用 液　　　　体 ポリ容器、ロンテナー 20ｋｇ

共立化学工業（株） 界面活性剤

コスモス 界面活性剤 アルカリ性 油脂汚れ除去剤 油脂、人指汚れの洗浄使用。2～50倍希釈で使用。 液　　　体 ロンテナーケース 20ｋｇ

スルファミン酸 73 酸　　　性 ポット用洗浄剤 ステンレス・ガラス・フッ素加工製ポットの洗浄 錠　　剤 ｱﾙﾐ/ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ：個包装　 25×3袋

小林製薬（株） 第4級アンモニウム ２Ｌの水に対し１錠 　　　　　　　　　　紙：外箱

炭酸塩

金属イオン封鎖剤

賦型剤

モノ過硫酸水素カリウム、過ホウ酸ナトリウム 弱アルカリ性～中性 ステンレス水筒用洗浄剤 （ステンレス・プラスチック・陶器の）水筒やマグカップの内部 錠　　剤 ｱﾙﾐ/ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ：個包装　 2.55ｇ×8袋

発泡剤(炭酸塩・有機酸） ３５０ｍＬの水に対し１錠 　　　　　　　　　　紙：外箱

賦形剤、キレート剤、結合剤

界面活性剤（アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)

酸化活性化剤

硫酸塩 酸　　　性 自動食器洗い乾燥機 自動食器洗い乾燥機　庫内の洗浄・除菌 粒　　状 ｱﾙﾐ/ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ：個包装　 40ｇ×２袋

クエン酸 　庫内専用洗浄剤 ２～６人用の食器洗い乾燥機に１袋 　　　　　　　　　　紙：外箱

モノ過硫酸水素カリウム

過硫酸カリウム

オレンジオイル

発泡剤（炭酸塩・硫酸塩） 弱アルカリ性 水洗トイレ便器の水たまり部 1回に１錠（25ｇ）を使用する 錠　　剤 ｱﾙﾐ/ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ：個包装　 25g×3錠

ｽﾙﾌｧﾐﾝ酸 　　　　　　　　　　紙：外箱 25g×6錠

界面活性剤

モノ過硫酸水素カリウム

過ホウ酸ナトリウム

スケールハンター（Ｂ）

IHキッチンクリーナー

洗たく槽ハイター　粉末酸素系

食器洗い機洗浄中
（品表法非該当）

トイレ洗浄中

ポット洗浄中
（品表法非該当）

ステンレス水筒洗浄中
（品表法非該当）
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会  社  名 商　　　　品　　　　名 成　　　　　　　　　分 液　　性 品　　　名 用途・使　用　量　の　目　安 剤　　型 包　　装 正味量

系及び種類の名称 （％） (※識別又は材質表示)

過炭酸塩 弱アルカリ性 洗濯槽用洗浄剤 9Kgサイズまでの洗濯機に 250ｇ（全量）を 粒　状 袋：ＰＥ、ＰＥＴ 250ｇ

ジョンソン（株） 安定化剤(クエン酸塩） 洗濯槽に入れ、高水位まで給水し、標準コースで

界面活性剤[高級アルコール系(非イオン）] 1サイクル運転する。

汚れが内側についている時は、さらにすすぐ。

　 界面活性剤（アルキル硫酸エステルナトリウム） 酸   性 住宅用洗浄剤 台所・浴室・洗面所の排水口、水洗トイレの水た 錠　剤 表カバー：紙 5.5ｇ×12錠

発泡剤（炭酸塩、有機酸） まり部：1錠入れ30分放置後充分な水を流す。 タブレット台紙：ＰＰ、Ｍ

過炭酸塩 ごみ受け、三角コーナー：2Ｌの水に対し1錠溶かした

活性化剤 溶液に30分漬け置いたあと充分水洗いする。

安定化剤 洗濯槽：10Ｌの水に対して1錠入れ30分放置後、

標準コースを1サイクル運転し、すすぐ。

界面活性剤（アルキル硫酸エステルナトリウム） 中   性 排水パイプ用洗浄剤 台所・浴室・洗面所の排水パイプに 粉　状 外箱：紙 21ｇ×10包

スルファミン酸 30 1袋を排水口に振りかけ、コップ1～2杯分の水（180ｍｌ 小袋：ＰＥ、Ｍ

アルカリ剤（炭酸塩） ～300ｍｌ程度）を少しづつ流し入れる。5分以上

安定化剤（硫酸ナトリウム） 放置する。

固化防止剤

過炭酸塩 弱アルカリ性 風呂釜用洗浄剤 強制循環釜(穴が1つのタイプ)の洗浄に：標準 粒　状 袋：ＰＥ、ＰＥＴ 200ｇ

キレート剤(クエン酸塩） サイズの浴槽(約300L)の穴の上5センチまで水を入れ

漂白活性化剤 200ｇ(全量)を溶かし、2～３分追いだきし、約１０分間

界面活性剤（アルキル硫酸エステルナトリウム） 放置する。

排水後、再度水をため、５分ほど追いだきしすすぎ、

排水する。

過炭酸塩 弱アルカリ性 風呂釜用洗浄剤 自然循環釜の洗浄に：120ｇ(全量) 粒　状 外箱：紙 120ｇ

界面活性剤［高級アルコール系（非イオン）］ 0.1 を釜に送り込み1～2分沸かし、水道の水で釜 ボトル：ＰＥ

アルカリ化剤（炭酸塩） 内部をすすぐ。 キャップ：ＰＰ

アクティブ酸素で落とす
洗たく槽カビキラー

パイプユニッシュ
2色でポン

パイプユニッシュ
激泡パウダー

ジャバ１つ穴用

ジャバ2つ穴用
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会  社  名 商　　　　品　　　　名 成　　　　　　　　　分 液　　性 品　　　名 用途・使　用　量　の　目　安 剤　　型 包　　装 正味量

系及び種類の名称 （％） (※識別又は材質表示)

酢酸 1.5 弱　酸　性 浴室用洗浄剤 用途：浴そうや浴室の床、壁,洗面器,イス、蛇口 液　　状 ボトル：ＰＥ ４００ｍｌ

大日本除虫菊（株） クエン酸 目安：1㎡当たり約８回噴射 スプレー：ＰＰ,ＰＥ

溶剤 ラベル：OPS

ポリオキシエチレンアルキルエーテル

キレート剤

酢酸 1.5 弱　酸　性 浴室用洗浄剤 用途：浴そうや浴室の床、壁,洗面器,イス、蛇口 液　　状 袋：ＰＥ,ＰＡ ３５０ｍｌ

クエン酸 目安： 1㎡当たり約８回噴射

溶剤

ポリオキシエチレンアルキルエーテル

キレート剤

酢酸 1.5 弱　酸　性 流し台・洗面台まわり用 用途：台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ 液　　状 ボトル：ＰＥ ３００ｍｌ

フマル酸 洗浄剤         受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口 スプレー：ＰＰ,ＰＥ

溶剤 目安：洗浄、除菌には1㎡当たり約8回噴射 ラベル：OＰS

ポリオキシエチレンアルキルエーテル 　　　  防臭には排水口内に約5回噴射

キレート剤

酢酸 1.5 弱　酸　性 流し台・洗面台まわり用 用途：台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ 液　　状 袋：ＰＥ,ＰＡ ２５０ｍｌ

フマル酸 洗浄剤         受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口

溶剤 目安：洗浄、除菌には1㎡当たり約8回噴射

ポリオキシエチレンアルキルエーテル 　　　  防臭には排水口内に約5回噴射

キレート剤

乳酸 0.5 弱　酸　性 トイレ用洗浄剤 用途：便器内の掃除、便座･便器回り･床等の拭き掃除･除菌 液　　状 ボトル：ＰＥ ３００ｍｌ

アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム 目安：（泡ノズルでの通常洗浄） スプレー：ＰＰ,ＰＥ

泡調整剤  　　・便器内：約５回噴射。 ラベル：OＰS

　　･便器回り：１ｍ２に対して約５回噴射。

　　　（直ノズルでの便器内のピンポイント洗浄）１か所に対して３～

　　　５回噴射。

　

乳酸 0.5 弱　酸　性 トイレ用洗浄剤 用途：便器内の掃除、便座･便器回り･床等の拭き掃除･除菌 液　　状 袋：ＰＥ,ＰＡ ２５０ｍｌ

アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム 目安：（泡ノズルでの通常洗浄）

泡調整剤  　　・便器内：約５回噴射。

　　･便器回り：１ｍ２に対して約５回噴射。

　　　（直ノズルでの便器内のピンポイント洗浄）１か所に対して３～

　　　５回噴射。

お風呂用ティンクル
すすぎ節水タイプW

つめかえ用

お風呂用ティンクル
すすぎ節水タイプW

本体

水回り用ティンクル
防臭プラスW

本体

水回り用ティンクル
防臭プラスW
つめかえ用

トイレ用ティンクル
直射・泡２ｗａｙスプレー

本体

トイレ用ティンクル
直射・泡２ｗａｙスプレー

つめかえ用
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会  社  名 商　　　　品　　　　名 成　　　　　　　　　分 液　　性 品　　　名 用途・使　用　量　の　目　安 剤　　型 包　　装 正味量

系及び種類の名称 （％） (※識別又は材質表示)

発酵アルコール アルカリ性 住宅用除菌洗浄剤 ビニール床、サッシ、ガラス、調理台など 液　　体 プラスティック ３００ｍL

フマキラー（株） アルカリ電解水 40.0 スプレーし、すぐ乾いた布等でふき取る。 ：ボトル、トリガー、ラベル

グレープフルーツ種子エキス

発酵エタノール アルカリ性 台所まわり用除菌洗浄剤 IHトッププレート、壁IHまわりなど 液　　体 プラスティック １８０ｍL

アルカリ電解水 40.0 表面が濡れる程度にスプレーし、布等でふき取る。 ：ボトル、トリガー、ラベル

アルカリ剤（炭酸塩） 弱アルカリ性 浴槽、風呂釜、 浴槽（約250L）に１袋 粉　　状 　 ２３０g

界面活性剤（ポリオキシエチレンアルキルエーテル） 　 浴室小物洗浄剤 　　　　　　　 　 袋：プラスティック 　

キレート剤（エデト酸塩）、酵素、香料 　　 　

界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム） 　 酸      性 トイレ用洗浄剤 便器の内側には1回20ｍｌ(2回押し)。タンク・便座・床等には 液　　　状 ＰＥボトル　　 450ｍL

ライオン（株） スルファミン酸 1 水1Lに10ｍｌの割合で薄めた液で拭いた後、 ＰＰキャップ　　　

安定剤 よく水ぶきする。 PEノズルキャップ

　 　　　  ＰＳラベル

界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム） 　 酸      性 トイレ用洗浄剤 便器の内側には1回20ｍｌ(2回押し)。タンク・便座・床等には 液　　　状 ＰＥ/PAパウチ　　 350ｍL

スルファミン酸 1 水1Lに10ｍｌの割合で薄めた液で拭いた後、

安定剤 よく水ぶきする。

水酸化ナトリウム 2.0 アルカリ性 台所まわり用洗浄剤 1㎡当たり約20秒噴射 液　　状 ブリキ缶 330ｍL

（株） リンレイ 脂肪酸アルカノールアミド ｴｱｿﾞｰﾙ

水酸化ナトリウム 2.0 アルカリ性 台所まわり用洗浄剤 1㎡当たり約12回噴射 トリガーボトル PE容器 700mL

脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド

アルコール除菌どこでもクリーナー

アルコール除菌 IHクリーナー

換気扇レンジクリーナー
ストロングショット

トイレのルック除菌消臭EX

トイレのルック除菌消臭EX
つめかえ用

換気扇レンジクリーナー

お風呂まとめて洗浄
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