
大切な衣類がご家庭で洗えます。

{お洗濯ガイドブック}

毎日のオシャレ着用洗剤

ホームクリーニング

せん

®



〈使用上のご注意〉 他の洗剤、柔軟剤、加工剤と共に使用しないこと。原料にアルコールを使用しているため、使用した後は必ずフタをして高温で
ない場所に保管し、なるべく早く使い切ること。子供の手の届かないところに保管すること。誤って飲用させないこと。

『洗のチカラ®』の石けん成分は、正しい手順
で洗わないと衣類に残ることがあります。
洗濯液を作るときは、必ず『洗のチカラ®』
と水をまんべんなくしっかりと（十数回以上）
よく混ぜてください。詳しい手順は、ガイド
ブックの5～8ページをご確認ください。

正しい手順でお洗濯しないと
衣類に石けん成分が残る
場合があります

必ずガイドブックをお読みください

《リンス剤の使い方》
30ℓの水で洗う場合、最後のすすぎの水にリンス剤を「1包」溶かしてください。
全自動洗濯機の場合は、リンス剤を少量（30mℓ程度）の水に溶かして、柔軟
剤の投入口に入れてください。

色が濃い衣類には付属のリンス剤をお使いください

リンス剤についてご不明な点は、裏表紙の
「サポート窓口」までお気軽にお問い合わせください。

白い石けん成分はもう一度
『洗のチカラ®』で洗えば落とせます。
その際にはガイドブックの手順を再度ご確認ください。

『洗のチカラ®』は石けん
成分で作られています

石けんにこだわる理由とは？

理由その1

理由その2

お肌へのやさしさ
乾燥や肌荒れなどを起こす

危険性が低い

環境への配慮
生分解性が高く生態系への

影響が少ない

さぁ、『洗のチカラ 』で今まで にないお洗濯を始めましょう！さぁ、『洗のチカラ®』で今まで にないお洗濯を始めましょう！

● 婦人・紳士用スーツ
   （ジャケット類）

● 学生服

● コート
　 オーバー

● ダウンジャンパー

● 毛布・敷物

● おしゃれ小物
　 スカーフ
　 ぬいぐるみ等

● スラックス
　 スカート

● セーター
　 カーディガン

● ブラウス
　 ワンピース
　 ドレス

● ニット物

『洗のチカラ ®』でこんなに洗えます！

「洗のチカラ®」を使っても洗えません
●高級衣類
　（プレミアム品・ブランド品・特別に
　仕立てたもの・刺繍がはいったもの・
　縫製または染色に問題があるもの）
●特殊加工の衣類
　（プリーツ加工・ジョーゼット・刺繍・
　エンボス加工・シワ加工・ドレープ）
●洗濯絵表示のないもの
●生地の素材がわからないもの

●色落ちするもの
●皮革・毛皮製品（ジャケット類）
●和服（和装小物）
●強撚糸を使った生地
●シルク・レーヨン・キュプラと
　これらの混紡品
　（洗えるものもあるので絵表示を確認）
●型崩れするもの
●ベルベットなどの毛倒れするもの

『洗のチカラ®』で色の濃い衣類を洗う場合は、商品に同梱した専用の「リンス剤」をすすぎの時に
入れてください。主成分のクエン酸が、石けんによってアルカリ性に変化した洗濯物を中和させ、
石けん成分の溶け残りを防ぎます。
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『洗のチカラ®』で洗うことができます。
5ページへお進みください。

『洗のチカラ®』で洗えるかどうか、
下のチェックへお進みください。

『洗のチカラ®』で洗えるか
衣類をチェックしましょう

衣類は様々な素材と加工の組合せで作られています。もし洗い方を間違えると、
大切な衣類が縮んだり色落ちしてしまいます。同様に『洗のチカラ®』で洗うときも、
必ず「洗濯絵表示」の内容を確認し、洗えるかどうかを先に確認しておきましょう。

『洗のチカラ®』で洗う前に衣類のマークを確認してください
衣類についているラベルには、その衣類に適切な洗濯方法
を示した「洗濯絵表示」が書かれています。お気に入りの
衣類を台無しにしないためにも、お洗濯の前にどのような
マークが書かれているか必ず確認しましょう。

衣類の素材や加工の種類をYES／NOで答えるだけで、『洗のチカラ®』で洗えるかどうかが
分かります。衣類の洗濯絵表示を確認して、質問に合った矢印へ進んでください。

洗濯絵表示が不明な場合は、
裏表紙の「サポート窓口」まで
お気軽にお問い合わせください。

このマークがついている場合

液温は40℃を限度とし、
洗濯機の弱水流又は弱い手洗いがよい。

液温は30℃を限度とし、弱い手洗いがよい。
（洗濯機ではドライコースを選んでください）

このマークがついている場合

ドライクリーニングができる。溶剤は
パークロロエチレン又は石油系のものを使用する。

水洗いはできない。

あなたの

衣類は

どのタイプ?『洗のチカラ®』YES／NOチャート YES→

YES↓

YES↓

NO→

NO→

NO↓

NO↓

YES↓ NO↓

衣類に以下の加工が施してある

●プリーツ加工　●エンボス加工　●シワ加工　●凸凹加工　●ジョーゼット
●ちりめん　●刺繍　●糸が強くよじってある　●毛足が長い　●ドレープ　●起毛

衣類に以下の条件が当てはまる

●芯地を多く使用している（コート・スーツ・ネクタイなどに多い）

●特殊な装飾・ボタン・飾りがついている（例：木・皮・細かな細工など）

衣類に以下の色落ちしやすい
生地が使われている

●濃い色　●柄物　●外国製の衣類・スカーフ・ネクタイ　●インド更紗
●濃い色の生地に白などの薄い色で模様を織り込んだり捺染やプリントしたもの
●鮮やかな色彩の衣類・スカーフ・ネクタイ　●趣味の織物　●藍染

お洗濯の前に必ず色落ちしないかチェックしてください。
『洗のチカラ®』の原液を目立たないところに少しつけ、5分程度おいて白い
布で軽くおさえます。布に色がつかない場合のみ『洗のチカラ®』で洗うことが
できます。

YES↓

残念ですが『洗のチカラ®』では洗えません

START 衣類に以下の素材が使われている

●皮革　　●毛皮　　●和服　　●ウール・綿など強撚糸を使った生地
●ベルベットなどの毛倒れ生地

あなたの衣類は『洗のチカラ®』で洗えます！
次ページの準備へとお進みください
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『洗のチカラ®』で洗う
準備をしましょう

『洗のチカラ®』の使い方

『洗のチカラ®』の必要量を守り水とよく混ぜて洗濯液を作ってください。
液が十分に混ざっていない場合は衣類に石けんの白い成分が残る可能性があります。
なお、この石けん成分は十分に攪拌された洗濯液で再度洗うことで除去することができます。

最初に洗濯液を作りましょう1

水温は30℃以下で2

色落ちが心配な衣類は事前にチェック3

シミのチェックも忘れずに4

たたみ方もひと工夫5

洗濯ネットに入れる6

必ず『洗のチカラ®』で洗濯液を作ってから衣類を漬け込んでください。
液が十分に混ざっていない場合は衣類に石けんの白い成分が残る可能性があります。

なお、この石けん成分は十分に攪拌された洗濯液で再度洗うことで除去することができます。

{  基本的な使い方  （手洗い編） }

バケツや洗面槽に衣類が浸かる程度
の水（4ℓ程）を入れ、洗剤15㎖を入れて
まんべんなくしっかりと（十数回以上）
よく混ぜて洗濯液を作ります。

手洗いの時も、デリケートなものは
必ず洗濯ネットを使用しましょう。
型くずれを防いで仕上げが楽になり
ます。

衣類を洗濯液に投入し、衣類が均一
に洗濯液に馴染むように漬け込み
ます。（衣類をひっくり返すなど、十分
に浸してください）空気を抜くように
するのがポイントです。

水をさらに衣類が泳ぐ程度（6ℓ程）
追加し、3分程漬け込んだ後、10回程
度押し洗いします。

洗濯液を排水し、新しい水を衣類が
泳ぐ程度（10ℓ程）投入してすすぎます。

洗濯機に衣類を投入し、脱水時間を
1分に設定して脱水します。（設定が
ない場合は最短時間で脱水してく
ださい）

洗濯液を作る1

やさしく洗う4

衣類をネットに2 洗濯液にしっかり漬け込む3

1回すすぐ5 脱水する6

必ず洗濯液を作ってからお洗濯を始めてください。衣類が先に水に触れると縮み、
色にじみ、シワの原因になります。一度使った洗濯液は再利用しないでください。

30℃は手を入れてやや冷たく感じる水温です。水温が高いと縮みや色にじみの
原因になります。お風呂の残り湯は使わないでください。

目立たない所に原液をつけ、5分後に白布に色移りするかをチェックしましょう。
色移りするものは、お洗濯ができません。

食べこぼしなどのシミには『洗のチカラ®』をつけ、タオルや指でやさしく押さえて
おくとよいです。

汚れたところが表になるようにたたみます。ファスナーやボタンは閉じておき
ます。

洗濯中の衣類の動きが少なくなり、型くずれなどを防いで上手に洗うことが
できます。ネットの中にピッタリとすき間なく入れるのがコツです。

かく　はん

かく　  はん
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『洗のチカラ®』の使い方

{  基本的な使い方  （洗濯機編・全自動タイプ） }

洗濯機に予め衣類が全てつかる程度の水（30ℓ
程）を溜め、洗剤30～40㎖を入れて、まんべん
なくしっかりと（手の場合：十数回以上、洗濯機
の場合：約1分）よく混ぜて洗濯液を作ります。

洗濯機を使用する場合は、必ず洗濯
ネットを使用しましょう。
※型くずれを防ぎます。

洗濯機を一時停止し、衣類を洗濯液に
投入し、衣類が均一に洗濯液に馴染
むように漬け込みます。（衣類をひっく
り返すなど、十分に浸してください）

〔 1 洗濯液を作る～ 3 洗濯液にしっ
かり漬け込む〕までの工程は、基本的
な使い方（手洗い編）を行い、〔 設定し
てお洗濯開始〕に進んでください。

洗濯時間を1～3分、すすぎは1回、脱水
1分に設定して、洗濯を開始します。（設
定がない場合は最短時間で脱水して
ください。洗いとすすぎの間の脱水は
洗濯機にまかせてください）

洗濯液を作る1 衣類をネットに2 洗濯液にしっかり漬け込む3

設定してお洗濯開始4

基本の使用量は洗濯水量30ℓに対して洗剤30㎖です。 風合いを重視する場合は水30ℓに洗剤40㎖を使用してください。
ドライコース設定を使用する場合も、〔 1 洗濯液を作る～ 3 洗濯液にしっかり漬け込む〕工程は必要です。

○お洗濯時に使用する水量が30ℓの場合（衣類1㎏）

{  基本的な使い方（洗濯機編・ドラム式タイプ） }  

※洗濯機が途中で開けられない
　場合は

洗濯機に予め衣類が全てつかる程度の水（30ℓ
程）を溜め、洗剤30～40㎖を入れて、まんべん
なくしっかりと（手の場合：十数回以上、洗濯機
の場合：約1分）よく混ぜて洗濯液を作ります。

洗濯機を使用する場合は、必ず洗濯
ネットを使用しましょう。
※型くずれを防ぎます。

洗濯機を一時停止し、衣類を洗濯液に
投入し、衣類が均一に洗濯液に馴染
むように漬け込みます。（衣類をひっく
り返すなど、十分に浸してください）

〔 1 洗濯液を作る～ 3 洗濯液にしっ
かり漬け込む〕までの工程は、基本的
な使い方（手洗い編）を行い、〔 設定し
てお洗濯開始〕に進んでください。

洗濯時間を1～3分、すすぎは1回、
脱水1分に設定して、お洗濯を開始
します。（設定がない場合は最短時間
で脱水してください）

洗濯液を作る1 衣類をネットに2 洗濯液にしっかり漬け込む3

設定してお洗濯開始4※洗濯機が途中で開けられない
　場合は

オシャレ着の水洗いはなるべくこすったり揉んだりしないことが基本です。
洗濯機を使用する場合は、初めは洗濯機の動き方をみて、時間を短めに
することが大事です。洗濯機をうまく使うと一度にたくさんのオシャレ着を
洗うことができます。（デリケートな衣類は手洗いしてください）

オシャレ着のすすぎは、たっぷりの水で時間を短めにすることがポイント。
水量の少ないドラム式タイプの場合は、衣類をしっかりすすげているか
確認しましょう。水量が少なく充分にすすげていない場合は、設定を変更
するか水を手で足す必要があります。

シワやニオイの原因になりますので、脱水が終わったらなるべく早く干す
ようにしましょう。

洗い

脱水

すすぎ

Point

必ず『洗のチカラ®』で洗濯液を作ってから衣類を漬け込んでください。
液が十分に混ざっていない場合は衣類に石けんの白い成分が残る可能性があります。

なお、この石けん成分は十分に攪拌された洗濯液で再度洗うことで除去することができます。
かく　  はん

作った洗濯液は洗剤投入口ではなく、必ず洗濯槽に直接入れてください。
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毛100%素材のパンツ類は手洗いのみでお洗濯してください。
上記以外のものでもパンツ類は手洗いをオススメします。

※洗濯絵表示をよく確認してから洗いましょう。ウール製品の場合は必ず手洗いしてください。

シフォンのブラウス

素材感を失わずにやさしくお洗濯できます。

レース付チュニック
飾りが他の洗濯物に引っかからないように、
裏返してから洗濯ネットに入れて
お洗濯します。

飾り付カットソー

汚れの気になる部分は、前処理（5ページ④）を
しておきましょう。ファスナーやボタンは閉じ、
きれいにたたんで洗濯ネットでお洗濯しましょう。

スラックス

すそにある飾りボタンに傷がつかないように
裏返してお洗濯しましょう。

クロップドパンツ

衣類別 取扱いポイント

ふんわりさわやかな風合いを保ってお洗濯するのは『洗のチカラ®』の得意技！

トップス類

お洗濯する前にポケットの中身を必ず確認しましょう。

パンツ類

スーツ・ジャケットも『洗のチカラ®』で洗えます。
綿素材や化学繊維のものでも洗うことができます。

スーツ・ジャケット類

●風合い重視で繊細な衣類は必
ず洗濯ネットに入れてお洗濯し
ましょう。

●ポリエステルは汚れを吸収しや
すい素材なので、色の薄いものは
単独でのお洗濯をオススメします。

Point

●ボタン類やファスナーは全て閉じま
しょう。そして身ごろを裏返しにして
たたみます。

●干す時には、タオルを巻いて袖に入
れると型くずれが少なくなります。

Point

毛100%素材のスーツ・ジャケット類は手洗いのみでお洗濯してください。
上記以外のものでもスーツ・ジャケット類は手洗いをオススメします。
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カシミア100％のセーター
芯地を使っていない学生服 （手洗い表示のあるもの）

基本の洗い方は同じ。デザインによってアイロンのかけ方にコツがあります。

スカート類

●洗い終わったら、毛並みを整えて、日
陰で平干しをしましょう。

●完全に乾燥したら、スチームアイロン
を浮かしがけにして仕上げます。

　（15、16ページ参照）
　ウールのニットは縮みやすいので、
必ず手洗いしましょう。お洗濯前に寸
法を計って、寸法を整えてから平干
しすると仕上げがしやすくなります。

Point
●学生服の上着を干す時は、
袖口にタオルをつめるとシ
ワが軽減できます。
●学生服のズボンは、ウエス
ト部分からハンガーに吊り下げ、シワを
防ぐためにすそにもタオルをつめるとよ
いです。

Point

肌に直接触れるニット物は、けっこう汚れているものです。
次のシーズンも気持ちよく着られるように『洗のチカラ®』でしっかり洗っておきましょう。

ニット類
毎日着ている学生服は、とっても汚れています。
『洗のチカラ®』でこまめにお洗濯しましょう。

学生服

ビーズが絡まないように裏返しにして
洗濯ネットに入れてお洗濯しましょう。

ビーズの付いたニット物
ジッパーやボタンの付いているものは、
必ず全部閉めてからお洗濯しましょう。

前開きのニット物

バイアスが伸びない
ように干す時は、必ず
平干ししましょう。ス
チームアイロンは、
バイアスに沿って浮
かしがけをします。

Point

バイアス
※斜め方向に
　伸びる

この部分がバイ
アスなので伸び
やすくなります。

毛100%素材のニット類は手洗いのみでお洗濯してください。

毛100%素材のスカート類は手洗いのみでお洗濯してください。
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オシャレ着の干し方の基本形

{  平干し }

シワが気になるシャツ、
ブラウス、スラックスの干し方

{  ハンガー干し }

ニット製品などを平干し
できない場合の干し方

{  つり干し }

衣類にやさしい干し方
干し方にひと工夫加えるだけでシワが伸び、アイロンがけが楽になります。

カシミヤもウールもフェイクファーも『洗のチカラ®』ならやさしく、しっかり洗えます。

オシャレ小物

軽くて暖かいダウンウェアは、寒い季節の必須アイテム。
着る機会が多いからこそ、「洗のチカラ®」でこまめに洗いましょう。

ダウンウェア

ダウンの襟や袖には汚れがしっかりついています。
『洗のチカラ®』を5倍に薄めた液を塗って、
軽くブラッシングしてからお洗濯しましょう。
ダウンが含んでいる空気をしっかり抜きながら、
洗うのがポイントです。
脱水後は、ダウンを軽くほぐしてから乾燥させると
ふんわり仕上がります。

ダウンジャンパー

フリンジはたたんで洗いましょう。平らに干して、
水の重みで伸びないようにして干します。
乾いたらアイロンで浮かしがけ（16ページ参照）
しましょう。

マフラー

手洗い表示があるものなら洗えます。乾いたらドライヤーの
冷風をあてながら毛並みをそろえましょう。

フェイクファー使いの物

干す時は、内側にタオルを詰めて形を整えて乾かしましょう。

ニット小物

●ズボン類は、水の重みで乾燥中にシワが伸びるので吊り干しが
向いています。
●編み目がザックリとしているニットやマフラー類は水の重みを
防ぐために平干しがオススメです。
●オシャレ着を干す時は、「陰干し」が鉄則です。直射日光の影響
を防ぐためです。
●ダウン類は中綿がかたよる場合があるので、脱水後は衣類が
乾く前に手でほぐし、中綿を均一にしてから干してください。

干す時の
ポイント

Point

● 編み目のざっくりとしたニット製品はこの干
し方がベストです。

● 平干し用ネットや洗濯機のふたの上で干し
ましょう。

● ハンガーにタオルを巻いて肩の幅に調節し
て衣類をかけます。

● ニット製品は乾燥時に袖が伸びるのでハン
ガー干しは避けましょう。

ニット製品などは、
手のひらでたたいてシワを伸ばし、
形を整えてから干しましょう。
（大物の場合は三角干しも有効）

毛100%素材の小物類は手洗いのみでお洗濯してください。
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アイロンがけの基本動作
すべらし 押さえ 浮かし ※往復がけはテカリの原因になります。

ひざのたるみをとります

アイロンがけのポイント
プレスとスチームの使い分けで、風合いとシルエットをキープできます。

{  パンツ類  }
1

全体に蒸気をかけます1 袖口や襟にも蒸気をかけます2

2 縫い目を合わせて折り目を
決めてプレスします

{  セーター類 }

{  スカート類  } {  ブラウス類  }
ギャザースカートの場合 立体感が出るようにプレス

折り目をつけます 胴まわりのシワをとります3 4

アイロンは一方向にかけましよう

縫い目は
引っぱりぎみに
※空いている方の手の
　使い方が重要！

アイロンが宙に浮いた状態で、蒸気をらせん状に
かけます。

すそから股下までの縫い目に合わせ
しっかりとすそが動かないように固定します。

縫い目を中心にして、折り目をしっかり決めながら
プレスします。

アイロン台の先端を使って胴回りを仕上げます。

アイロンが衣類に触れるか触れないかまで近づけて
蒸気を全体にかけてシワを伸ばします。

アイロンを持っていない手でウエスト部を押さえ、
ギャザーの根元にアイロンの先端を突っ込むように
するとうまくいきます。

大きめのタオルをブラウスの袖に通し、まわしながら
立体感が出るようプレスしていきます。

袖口のゴム網み部分にたっぷりと蒸気をかけて
少し引っ張りながら形を整えます。

ウール、シルク、ポリエステル、ポリウレ
タンなどの素材はとてもテカリやすいの
で、あて布の絵表示（右図）がなくても、
あて布をしてアイロンがけしましょう。

Point
テカリやすい
素材にはあて布を
使いましょう！
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新しい洗濯絵表示について 『洗のチカラ®』よくあるご質問

2016年12月から衣類のラベルに書かれていた洗濯絵表示が、以下の通り変更になりました。
今までとは違う表示記号になりますので、お洗濯の際には十分ご注意ください。

{  主な洗濯絵表示記号  }
現行のマーク（2016.11月まで） 新しいマーク（2016.12月から）

上記の洗濯絵表示に該当しない場合は、裏表紙の「サポート窓口」までお気軽にお問い合わせください。

液温は最高40℃で洗濯機で
洗濯ができる

液温は最高40℃で洗濯機で
弱水流、弱い洗いで洗う

液温は最高40℃で洗濯機で
非常に弱い洗いは可能

液温は最高40℃で手洗い
だけができる

あらゆる漂白剤が使用できる

最高200℃まで

最高110℃まで

つり干しがよい

日陰のつり干しがよい

ドライクリーニングができる

石油系のドライクリーニング
ができる

ドライクリーニングはできない

商業用ウェットク
リーニング絵表示

水洗いはできない

液温は最高40℃で洗濯機で
洗濯ができる

マークなし

水洗いはできない

ドライクリーニングはできない

石油系のドライクリーニング
ができる

ドライクリーニングができる

日陰のつり干しがよい

つり干しがよい

80～120℃で掛けるのがよい

180～210℃で掛けるのがよい

塩素系漂白剤が使用できる

液温は最高30℃で弱い手洗
がよい。洗濯機は使用不可

液温は最高40℃で洗濯機で
弱水流、弱い手洗いで洗う

ドライマークの衣類を水洗いしても大丈夫？

右のマークは「この衣類はドライクリーニングができます」という表示で、
「ドライクリーニングしかできない」という意味ではありません。お洗濯
する前に、衣類についている他の洗濯絵表示を必ずチェックしましょう。

Q

A

ドライクリーニングってどういう仕組み？

「ドライ」とは「乾式＝水を使わない」ことを意味し、水の代わりに石油系を中心
とした有機溶剤などで衣類を洗う方法のこと。昔フランスで油汚れが油で落とせる
ことを偶然発見したのが始まりとされています。

Q

A

洗濯にお湯やお風呂の残り湯は使えますか？

熱いお湯でのお洗濯は、生地の縮みや型くず
れの原因になりますので絶対に避けてくださ
い。またお風呂の残り湯には汚れや雑菌が存
在し、汚れの付着やニオイの原因となります
ので使用しないでください。

Q

A

衣類乾燥機は使えますか？

デリケートな衣類には使用しないでください。
特にウール・カシミヤ・絹繊維などでは、衣類
同士の摩擦で修復不可能な収縮が起こった
り、機械の力で傷みが生じる恐れがあります
ので絶対に避けてください。

Q

A

糊剤を使用してもいいですか？

使用可能です。すすぎの時にご使用ください。

Q

A
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商品・お洗濯に関するお問い合わせは

エコワン『洗のチカラ®』
サポート窓口まで

0120-701-709
【受付時間】

月～金　10：00～12：00 / 13：00～17：00
土・日・祝は休み

SJ1701-SCGB4000


