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スチームマジック使用上のご注意

●一般的なご家庭用のお掃除には専用のスプレーボトルで約20倍に薄めて

ご使用ください。

●頑固な油汚れ、衣類のシミ抜きには汚れの度合いによって、原液～ 20倍に

薄めてご調整ください。

●表面処理を施していない木床、木製家具、漆塗り等の鏡面仕上げの家具に
はご使用できません。
●漆喰等の水分が染み込む素材は、シミになる可能性があります。最初に目
立たないところで変色や色落ちの有無を確認してからご使用ください。
●布製品、カーペット、自動車のボディ等に使用する場合は、目立たないと
ころで変色や色落ちの有無を確認してください。
●衣類等は、必ずついている取扱い絵表示を確認してください。
●時間の経過した汚れやシミは、素材に定着して落ちない場合があります。また、
日焼け、カビによる変色、素材劣化による変色、油性インク類は落ちません。
●テレビ、パソコン等のモニター画面には、使用しないでください。
●用途以外には、使用しないでください。
●幼児の手の届かないところに保管してください。
●他の薬剤との混合はできません。

※経口投与毒性試験済み

※すべての菌を抗菌できるわけではありません。

本製品はアルカリ性で洗浄力が強力な為以下の点にご注意ください。

・目に入った場合は、こすらずに流水で15分以上洗い、速やかに医師の

診断を受けてください。

・飲み込んだ場合は、口をすすぎ水を飲む等の処置を行い、医師の診断を

受けて下さい。

・皮膚に異常を感じた場合は、水で洗い流し、異常が残る場合は、商品を

持参し医師の診断を受けてください。

応 急 処 置

スチームクリーナーは、万能ではない！ここからスチームマジックの開発がスタートしまし
た。例えば、フローリングに書かれたクレヨンの落書き…。確かにスチームクリーナーで何
度もこすれば、確かに汚れは落ちますが、薄っすらと色素が残ってしまう場合があります。
そしてキッチン…。特に長年こびり付いた油汚れも同じです。スチームのパワーは凄いけ
ど基本は水。しつこい油汚れには、多少難がありました。「気持ちよくサッと汚れを落とし
たい」その発想からスチームとの相性抜群なスチームマジックが誕生しました。しかし、
私たちはそこで留まりません。スチームマジックを更に改良し、従来品に抗菌効果、消臭
効果、洗浄効果でお馴染みのシトラス成分を配合。更に経口投与毒性試験も実施し、今回
お買い上げ頂いた家庭用洗剤スチームマジックを開発しました。勿論スチームマジックの特
徴であるすすぎ不要はそのままです。スチームのパワーがなくても家庭用洗剤として十分
ご使用いただけますが、本来である特性でスチームクリーナーとの併用で洗浄力は更に
UPします。そこで商品名は変更せずにスチームマジックという商品名を継承しました。
是非スチームマジックの安心安全な洗浄力をお試しください。

 「スチームマジック」ネーミン
グの由来

当社は業務用洗浄剤メーカーとして40年間、工業用品、クリー
ニング店、リネンサプライ、ハウスクリーニング店と取引をさ
せて頂いております。
クリーニング店には、衣類のシミを抜く際、シミに蒸気（熱）を
あてて汚れを除去する技術があります。しかし、強い熱をあ
て続けると衣類を痛める原因になります。そこで蒸気に効率よ
く反応する洗剤を開発し、多くのクリーニング店に業務用とし
て販売しています。更にハウスクリーニングで使用する、環境
に優しく洗浄力の高い洗剤を合体させ、家庭用に開発した商品がスチームマジックです。
スチームマジックはレストランの厨房でも安全に使用できる抗菌成分を配合していますの
で、ご家庭のどこでも安心してご使用いただけます。
最後に、スチームだけの殺菌力、除菌力は瞬間的です。スチームマジックをより効果的に
ご使用される場合はスチームクリーナーとのご使用をお勧めします。

開発者のコメント

代表取締役社長

水 上 雅 博 様

株式会社 ツー・エム化成
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★スチームマジックはすすぎ不要。畳、カーペット、電子レンジ、冷蔵庫内
などにスプレーして軽くふき取るだけ。

★植物由来成分なので、安心してご使用いただけます。
★トイレの便器周辺は、きれいに見えても意外に尿が飛び散っています。抗
菌成分プラス消臭効果で見えない汚れもお任せください。

★床やカーペットに可愛いペットがそそうを。そんな時にもシュッと一吹き
で汚れも臭いも取り除きます。経口投与毒性試験済みなので、ペットにも
安心です。

★スチーム（熱）を加えることで更に洗浄力アップ！
※すべての菌を殺菌できるわけではありません。

換気扇・レンジ周り（希釈目安：約5倍）

約5倍希釈液をスプレーし、市販のスポンジで軽くこすって乾いた布で拭いてください。換気扇
や五徳などは取り外して薄め液を張った洗い桶に30分程度浸け置きした後、こすり洗いすると
効果的です。
※焦げ付いて炭化した汚れは落とせません。

鍋・食器・まな板（希釈目安：約5倍～20倍）

約5～20倍希釈液をスプレーし、スポンジでこすり洗いして水で流します。しつこい汚れは、直
接スプレーし、30分ほどおいてからスポンジでこすり洗いすると効果的です。

ステンレス部（希釈目安：約20倍）

約20倍の希釈液をスプレーし、スポンジや柔らかい布で軽くこすり、乾いた布で拭き取ってく
ださい。しつこい油汚れには、スプレー後にぬるま湯で湿らせた布でふき取ると効果的です。

冷蔵庫・電子レンジ（希釈目安：約5倍～20倍）

冷蔵庫内の食品を取り出し、約5～20倍希釈液をスプレーし、乾いた布で拭き取ってください。
すすぎは不要です。電子レンジ内にこびりついているしつこい油汚れには、スプレー後にぬるま
湯で湿らせた布でふき取ると効果的です。

キッチン

トイレ

洗面・浴室

洗濯

リビング

玄関

ベランダ
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便器（希釈目安：約5倍～20倍）

約5～20倍希釈液をスプレーし、トイレ専用ブラシ等で軽くこすって水で流してください。頑
固な汚れやシャワートイレのノズルは、約5倍希釈液をスプレーし、市販の専用ブラシでこすっ
て水で流してください。
※尿石は落とせません。

壁・タイル・陶器、床（希釈目安：約5倍～20倍）

約5～20倍希釈液をスプレーし、乾いた布で拭き取ってください。
※タイル目地内部に入り込んだカビは落とせません。
※陶器の黒ずみは落とせません。

浴槽（希釈目安：約5倍～20倍）

約5～20倍希釈液をスプレーし、市販の専用ブラシで軽くこすって水で流してください。

タイル・目地・床（希釈目安：約5倍～20倍）

約5～20倍希釈液をスプレーし、市販の専用ブラシで軽くこすって水で流してください。天井
は、市販専用ブラシに約5～20倍希釈液をスプレーし、軽くこすって水で流すか乾いた布で拭
き取ってください。
※タイル目地やプラスチックに入り込んだカビは落とせません。

鏡・ガラス（希釈目安：約200倍）

約200倍希釈液をスプレーし、乾いた布で拭き取ってください。

洗面台・ドレッサー（希釈目安：約20倍）

約20倍希釈液をスプレーし、乾いた布で拭き取ってください。
※カルキ汚れや黒ずみは汚れにより落ちない場合があります。

キッチン

トイレ

洗面・浴室

洗濯

リビング

玄関

ベランダ
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衣類のシミ（希釈目安：原液～約5倍）

原液～約5倍希釈液を多めにスプレーし、1～2分置いて汚れを揉みだします。
その後通常通り洗濯機で洗濯してください。衣類のシミは、市販のスチー
ムクリーナをご使用いただくと更に効果的です。
※生地によっては変色や色落ちする場合があります。必ず目立たない箇所
で試してからご使用ください。

カーテン

洗濯槽や浴槽に、ぬるま湯5Lに対して125ml を入れてかき混ぜます。カーテンを洗浄液に浸け、 
10～15分置き2～3回押し洗いします。その後洗濯機ですすぎ洗いしてください。

キッチン

トイレ

洗面・浴室

洗濯

リビング

玄関

ベランダ
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床 (希釈目安：約40倍～200倍）

フローリング床には、約200倍の希釈液をスプレーし、雑巾やモップで拭き取ってください。し

つこい汚れの場合には、スプレー後にぬるま湯で湿らせた布でふき取ると効果的です。

フローリング床以外の床は、約40倍の希釈液をスプレーし、雑巾やモップで拭き取ってください。

※濃い希釈液は洗浄力が強いのでワックスを剥離してしまう場合があるのでご注意ください。

絨毯（希釈目安：約20倍～40倍）

約20倍～40倍の希釈液をスプレーし、乾いた布で拭き取ってください。特にひどいシミ落とし
には、約5倍の希釈液をスプレーし、お湯で濡らしたタオル等で叩くように汚れを落としてくだ
さい。
※純毛・絹・レーヨンなどの絨毯等には使用できません。
※生地によっては変色や色落ちする場合があります。必ず目立たない箇所で試してからご使用く
ださい。

壁（希釈目安：約20倍～40倍）

約20倍～40倍の希釈液をスプレーし、乾いた布で拭き取ってください。

※漆喰壁や紙壁などはシミやムラになる場合がありますので必ず目立たない箇所で試してからご

使用ください。
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下駄箱内（希釈目安：原液～約5倍）

乾いた布に原液～約5倍希釈液をスプレーしふき取ってください。

靴墨の汚れには原液～約5倍希釈液をスプレーしふき取ってください。

靴（希釈目安：約5倍）

スニーカーは約5倍の希釈液をスプレーしブラシ等で汚れを落としてください。

※革製品の靴には使用できません。

スポーツ用品（希釈目安：約20倍）

ゴルフクラブやスキー板、ラケット等は約20倍の希釈液をスプレーし乾いた布で拭き取ってく

ださい。

ベランダ（希釈目安：約20倍）

ベランダ手すり・物干竿は約20倍の希釈液をスプレーし乾いた布で拭き取ってください。

網戸（希釈目安：約20倍）

網戸全体に約20倍の希釈液をスプレーし水洗いまたは水拭きしてください。
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ペットのトイレ（希釈目安：約20倍）

約20倍の希釈液をスプレーし乾いた布で拭き取ってください。しつこいよごれや臭いが取れな

い場合にはスプレー後にぬるま湯で湿らせた布でふき取ると効果的です。

電化製品・OA機器（希釈目安：約40倍）

必ずコンセントを抜き約40倍の希釈液をスプレーし乾いた布で拭き取ってください。
※パソコンやテレビの画面は表面が変質したりフィルム、特殊コーティングがはがれる可能性が
あります。ご注意ください。




