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仕事も恋も自分磨きも、ガンバル働き女子は、オシャレ大好き！オシャレ命！

どんなオシャレを、どんなシーンで、どんな気持ちで、楽しんでいるのでしょう。

毎日のお洗濯を通して働き女子にエールを送りたい・・・・・そんな思いを込めて、

ライオンは、彼女たちのオシャレ意識・実態調査を実施いたしました。

ガンバリ女子の本音があれこれ、いろいろ、見えてきました。

さっそく、ご紹介してみましょう！

おしゃれに関する意識・実態調査　※おしゃれを着用洗剤を使用している２０～４０代女性　N＝106　2012年

女子会ファッションの
キメ手！それは、
流行でもブランドでもない！

「服の着用ダメージケア」にありました。
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外出や女子会を楽しむためにすること、
第1位は！
「お気に入りの服でオシャレをする」こと。

着用ダメージの伸びもヨレもぴんっ！

“オシャレ命”の働き女子へ、
ＧＯＯＤ ＮＥＷS！

★アクロン独自の高浸透ダメージケア組成
の働きで、色あせ・縮みなどの洗濯ダメージ
を防ぎ、さらに１日着た後の伸びやヨレなど
の着用ダメージもケアして整えます。
★泡切れがよく、すすぎ時間が短くすむの
で、衣類へのダメージはさらに軽減！

従来の
「洗濯ダメージ」に

加え
「着用ダメージ」も
ケアするアクロンを
作りました！

これからの季節は外出や女子会、アフター５がますます、賑やかに
なりそうです。働き女子たちは、そんな機会を楽しむためにどんな
準備をしているのか、聞いてみました！「お気に入りの服でオシャ
レをする」という声が最も多く、なんと９割も！

せっかくのオシャレが台なしになるのは、
エリのフリルがヨレッ～～！
パンツがクタッ～～～！
お気に入り服でオシャレして、楽しいうれしい女子会！・・・・のはず
が、恥ずかしくなって、一刻も早くうちへ帰りたくなってしまうシ
チュエーションについて聞いてみました。スッピンはあり得ない！
のと同じくらい、お気に入り服の首もとやそで口がヨレッとしたり、
パンツがクタッとするなど、服のお手入れが行き届いていない
ことがあげられました。一方、友人とのおしゃれ比較には関心が低
そう。おしゃれは自分との戦い！？のようです。

お気に入り服にダメージ発見！
「恋人にふられたとき」や「オバサンと
呼ばれた時」と同じくらい超ショック。
働き女子が毎日の暮らしの中でショック・・・という出来事はどん
なことでしょう。最も多かったのは、「ケイタイ電話をトイレに
落とした時」でした。続いて多かったのが、「お気に入り服にダ
メージを発見した時」。なんと、「オバサンと呼ばれた時」と同じ
くらいのがっかり度でした。さすがオシャレ大好き女子、お気に
入り服へのこだわりがわかります。

お気に入り服が“オシャレ２軍落ち”！
そのきっかけは、
①色あせ②型崩れ③首もとのヨレ
お気に入りで、オシャレには欠かせない服なのに、大切なシーン
への出番がだんだん減って、ついには２軍落ち！そのきっかけは、
色あせや型崩れ、首もとのヨレなど、服がダメージを受けて
しまったことが、流行や好みの変化を上回っていました。お気に
入りの服をいつまでもお気に入りのまま、オシャレを楽しむ
ためには服の「着用ダメージケア」が欠かせません。

お気に入り服を着てオシャレをする

美容院でヘアスタイルを決める

気合を入れてメイクする

ネイルケアを入念にする

エステでお肌を整える

エリや袖がヨレたり、パンツがクタッとしている
コーディネートがイマイチ

お化粧をしていない
ストッキング・靴下に穴が開いている

ヘアスタイルが決まっていない
ネイルがボロボロ

流行遅れの服を着ている
友達が自分よりおしゃれな格好をしている

ケイタイをトイレに落としたとき

お気に入り服にシミがついたとき

お気に入り服の首もとや袖が伸びたとき

お気に入り服が体型に合わなくなったとき

恋人にふられたとき

知らない人にオバサンと呼ばれたとき

色あせしている

型崩れしている

首もとがヨレヨレになっている

毛羽だっている

流行おくれになってしまった

自分の趣味に合わなくなった

心華やぐ
フローラルブーケの香り

心きらめく
シャイニーフルーツの香り
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外出、女子会のために準備することは？

暮らしの中で、がっかり＆ショックな出来事は？ お気に入り服が大切なシーンで着られなくなる理由は？

女子会で恥ずかしかったことは？
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女子会定番ファッションの
ダメージポイントも、
洗いながら、美ケア！

Fashion 

１回、はいただけなのに・・・・膝がポッコリ出
ちゃった、伸びちゃった。そんなレギンスの
着用ダメージも洗いながら、スッキリ、真っ
直ぐ整えて。

首もとのユルッも
ヨレッも、ピタッ！

裾のダラリもズルリも
なかったことに！

ひじの出っぱり、
ストップ！

伸びちゃったレギンスの
膝も、スッキリ、
真っ直ぐ！

お気に入りのおしゃれ着は、出番が
多いもの。とりわけ、これからの季節
はニット系がモテモテになりそうで
すが、１日着ると首もとがヨレヨレす
ることも。即お洗濯で整えて。

意外に気が付かないのがニット系の裾の伸
び。ダラリ、ズルリのままでは、せっかくのオ
シャレも台なしです。

①干す前に手のひらで「ポンポンアイロ
ン」。テーブルなどの台の上に置き、手の
ひらでポンポンと叩いてシワや網目を
整えます。伸びている部分は、両手で寄
せながらカタチを整えましょう。

②干すときは日陰で平干しを。
平干しネットか、テーブルに広げたバス
タオルの上でカタチを整えて干します。

①洗濯ネットに入れて、洗濯槽内での絡
まりを防ぎましょう。
②干す前に縦方向に伸ばしましょう。特
に横方向に伸びてしまった膝部分を中心
に、縦方向に伸ばして網目を整えます。

１日着た
ら、お洗

濯で

伸びも
、ヨレも

ぴんっ！

洗剤の研究・開発に約30年。洗濯を
楽しく・快適に行っていただくため
の技術、ノウハウをお伝えします。 

山　義文お洗濯マイスター

ひじのカタチに伸びたり、出っぱってし
まったニットは、もう、普段着にするしかな
い・・・・などと、がっかりする前にまずはお
洗濯でケア。

お洗濯ポイント
ニットワンピース

お洗濯ポイント
レギンス



ライオン株式会社
〈報道関係の方〉   お問い合わせ窓口   コーポレートコミュニケーションセンター　０３-３６２１-６６６１

自宅でのリラックス女子会。
くつろぎウエアも洗いながら、
オシャレ度キープ。

Room Wear &  Interior

ニットのパーカーは、肩やひじや裾まわりの
伸びが気になります。やさしく洗って整えて。
黒ずんだ、そで口や裾もスッキリ。

レースやスパンコールは
やさしく洗って！ 

繊維や素材を守って、優しく洗えるアクロンで
洗濯ダメージを予防。

①ひと手間かけて、前処理を。汚れた部分に
アクロンの原液をぬり、キャップの角で叩き
ます。そで口の汚れはアクロンを溶かした液
の中で、汚れた部分を手で握ったり離したり
を繰り返して、つかみ洗いをしましょう。
②干す前に手のひらでポンポンアイロンを。
③干し方にひと工夫。フードや袖を垂らさず、
風通しをよくすると、伸びずに早く乾きます。

①クッションのシミや食べこぼしは液体酸素
系漂白剤、またはシミ用の部分洗い剤をつけ
てから洗濯機へ入れましょう。
②スリッパは洗う前に使い古しの歯ブラシな
どでたまっているホコリを取り除きます。
③スポンジでたたき洗いしてください。

①飾りがある場合は裏返して、ネットに
入れて洗いましょう。
②縮んだモチーフは干す前には指先
アイロンを。親指と人差し指ではさみ
プレスするように伸ばしておくとレー
ス部分がきれいに仕上がります。

お友達を招く時は
クッションカバー・室内履きも
洗って、きれい！

お洗濯ポイント
パーカー

お洗濯ポイント
カットソー

お洗濯ポイント
インテリア小物

ひざの伸びは洗ってケア！
プリントの色あせは
しっかり予防！

※お洗濯の前には絵表示を見て家庭で洗えるか確認しましょう

お洗濯に関する詳しい情報は
お洗濯マイスター 検 索 をクリック

肩やひじ、裾のノビノビも
黒ずみもスッキリ！
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