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ガス台にこびり付いた油汚れや、壁にしみついたタバコ
のヤニ…どれも力を込めてこすり落とそうとしていませ
んか?
でもこすり過ぎはキズの元!疲れるし、結局広範囲をお掃
除し切れないことだってしばしば。

「ドリームウォッシュ55」なら汚れ面にシュッと一吹き
して、あとは1~2分しばらく放って置くだけ。
見ているとみるみる汚れが浮き上がってくるので、そこ
を雑巾などで軽く拭き取れば…ピカピカ!!





https://direct-teleshop.jp/feature/dreamwash55?gclid=CJSB_96quKACFQcupAod2RHPSw#sita


頑固な油汚れ、拭き掃除、食器洗い等
に!面倒な毎日の掃除やお手入れは高
濃縮リキッドを薄めたスプレーを用意
しておけば簡単にこなせます。
レンジ周りの油汚れ、床の拭き掃除な
どに1吹きして拭き取れば、落ちにく
かった汚れも驚くほど綺麗に!

お洗濯、風呂釜や配管掃除に!なかなか
落ちない頑固な衣類の汚れはつけおき
洗浄で解決♪
除菌・抗菌・消臭・防臭もでき、洗濯
槽内部の洗浄も同時にできます!
強力発泡パワーで排水管を洗浄、消臭
します。

単品販売価格　￥3,900単品販売価格　￥3,900 単品販売価格　￥3,900単品販売価格　￥3,900

噴射口の切り替えにより、「泡」
「霧」の2種類の噴射パターンが選べ
ます。原液の量を調節して、汚れの度
合いに応じて希釈濃度を設定できま
す。

油汚れ、水垢、焦げ付きに!タイルの目
地やキッチン周りのカビなどのしつこ
い汚れに威力を発揮。付属のパワース
ポンジに少量取って軽くこするだけで
OK!

単品販売価格　￥750単品販売価格　￥750 単品販売価格　￥3,900単品販売価格　￥3,900

食器、鍋の汚れをすばやく落とす!ソ
フトなブラシ感覚の新しいキッチンク
リーナー。まな板、IHプレート、ザル
などの凹凸面にピッタリ!
軽くこすって簡単汚れ落とし。
ブラシ効果で細かい溝に入り込み汚れ
をカキ出します。



をカキ出します。

単品販売価格　￥550単品販売価格　￥550

ドリームウォッシュ55　高濃縮リキッド

品名 住宅家具、食器調理器具用洗浄剤

成分 界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、グレープフルーツ油、酵素、白金

液性 アルカリ性

正味量 1000mL

ドリームウォッシュ55　バブルパウダー

品名 住宅家具、繊維製品用合成洗剤

成分
界面活性剤(10%、アルキル硫酸エステルナトリウ
ム)、工程剤(硫酸塩)、発泡剤(重曹、クエン酸)、
グレープフルーツ油、白金、酵素、漂白剤

液性 弱酸性

正味量 650g

ドリームウォッシュ55　クレイクレンザー

品名 住宅家具、食器調理器具用クレンザー

成分

研磨材(36%、けい酸系鉱物)、界面活性剤(8%、ポ
リオキシエチレンアルキルエーテル)、洗浄剤(クエ
ン酸)、溶剤(プロピレングリコール)、凝固剤、グ
レープフルーツ油、酵素、白金

液性 酸性

正味量 100g

ジェットスプレー

容量 300ml

パワースポンジ

材質
ブラシ部:ポリエステル
スポンジ:ポリウレタンフォーム

ご使用前に必ず使用方法と使用上の注意をお読みください。
■注意事項■注意事項

○用途以外に使用しない。

○他の洗浄剤等と併用しない。

○荒れ性の方や、長時間使用する時は、手袋を着用する。

○使わない時はキャップをしっかり締め直射日光を避け、冷暗所に保管す

る。

○子供の手が届く所に置かない。

○洗剤の使用を禁止、または中性洗剤の使用を指定しているところには使用

しない。

○スイッチ回りや通電箇所には使用しない。

○アレルギー体質の方は使用を避ける。

○目線より上方に使用する時は液が目に入らないよう保護眼鏡等を着用す

る。

○塗装面、フッ素コート、アルミ製品、銀製品、真鍮製品や特殊な表面加工

(つや消し、シボ加工など)を

○食器及び調理器具をすすぎ洗いをする時は、流水にて5秒以上すすぎ、た

め水にてすすぐ場合は、2回以上ため水を替えてすすぐ。

○衣類を洗濯する場合は、水30リットルに対し、本品30ミリリットル(付属

の計量カップ1杯)を目安にする。また、原液が衣類に直接かからない様に、

衣類を入れ、先に給水し、本品を入れる。毛、絹、半合成繊維(アセテー

ト・トリアセテート)や衣類の取り扱い絵表示に「中性」とあるものには使

用しない。

○漆塗り・ニス塗り製品には使用しない。

○染み込む製品に使用する場合、変色、素材を傷める、シミになる場合があ

るので使用しない。

○専用スプレーボトル以外に移し替えない。

○スプレーボトル使用時は説明書のスプレーボトルの使い方を必ず読む。

○専用ボトルに移し水で希釈した液は冷暗所に保管し、2週間以内を目安に

使う。



(つや消し、シボ加工など)を

　施したステンレスは、剥げたり、変質することがあるので必ず目立たない

ところでテストしてから

　使用する。

○天然繊維製品(綿・麻・絹・ウール・純毛・毛皮・皮等)及び貴金属製品

等、真珠、珊瑚、鼈甲、象牙、琥珀、オパール、大理石(天然・人工)等　に

は使用しない。

○自動車の塗装面には、原液での使用はしない。

使う。

○目に入った時や皮膚についた時は、流水で充分洗い流してください。

○万が一飲み込んだ場合はコップ1~2杯の水か牛乳を飲ませてください。

いずれの時も異常が残る場合は、本品を持参し医師に相談してください。

ドリームウォッシュ55ドリームウォッシュ55

商品写真 商品 価格 送料 個数 選択 ご購入金額

ドリームウォッシュ55ドリームウォッシュ55
WEBバリューセットWEBバリューセット

16,900 16,900 円（税円（税
込）込）
↓

8,800 円（税込）

900円（税
込）

1 0円（税込）

ドリームウォッシュ55 高ドリームウォッシュ55 高
濃度リキッド(1L)濃度リキッド(1L)

3,900 円（税込） 900円（税
込）

1 0円（税込）

ドリームウォッシュ55 クドリームウォッシュ55 ク
レイクレンザー(100g)レイクレンザー(100g)

3,900 円（税込） 900円（税
込）

1 0円（税込）

ドリームウォッシュ55 バドリームウォッシュ55 バ
ブルパウダー(650g)ブルパウダー(650g)

3,900 円（税込） 900円（税
込）

1 0円（税込）

ドリームウォッシュ55 パドリームウォッシュ55 パ
ワースポンジワースポンジ

550 円（税込） 900円（税
込）

1 0円（税込）
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※通常納期外の商品は、お届け予定が目安として表示されます。
複数商品をご注文の場合は、ご注文内容や入荷状況により同梱または別送（送料弊社負担）になりますので予
めご了承ください。

送料 0円  

総合計総合計 0円  

>>カートを見る

ドリームウォッシュ55ドリームウォッシュ55
ジェットスプレー1本ジェットスプレー1本

750 円（税込） 900円（税
込）

1 0円（税込）

商品ページをご参照くだ
さい。
※一度のご注文でお申し
込みいただいた商品が2
種類以上の場合は、1種
類の商品の送料（金額の
大きいもの）のみご請求
いたします。但し、配送
先が複数の場合は、一配
送先ごとに送料が必要に
なります。

■沖縄県へお届けの送料
について
沖縄県へ配送の場合、商
品ページ表示送料以外に
別途700円が加算されま
す。

商品のお届けは通常、ご
注文日より約１週間前後
です。
※お届けまでに日数のか
かる商品につきまして
は、商品ページにお届け
の目安の記載をいたして
おりますので、ご確認く
ださい。（ご不明な点は
お電話でお問い合わせく
ださい。）
※離島地域につきまして
は、お時間をいただく場
合がございます。
※一部お届けに日数がか
かる場合がございます。
※商品の配送は日本国内
に限らせていただきま
す。

 

お名前   姓    名  （全角）

フリガナ セイ  メイ  （全角カナ）

性別 男性 女性

生年月日 ---- 年 -- 月 -- 日

E-mailアドレス 　（半角英数字）

E-mailアドレス(確認) 　（半角英数字）

携帯メールアドレス  　
（半角英数字）

電話番号1  -  -  (例) 03-1234-5678　/　090-1234-5678

電話番号2   -  - 

郵便番号 〒  -

 

住所(都道府県) 都道府県を選択  （都道府県を選択してください。）

住所(市区町村郡)  （例)東京都港区虎ノ
門

住所(番地・ビル名)  （例)2-2-2 ダイレク
ト7F

メルマガ配信（PC）  希望する  希望しない

メルマガ配信（携帯）  希望する  希望しない

お届け先  ご自宅（上記住所）  その他

お支払方法  代金引換

商品をお届けした際に、商品代金をお支払いください。

 クレジット

VISA、Master、JCB、UFJ、NICOS、AMERICAN EXPRESS、Diners
Clubカードが
ご利用いただけます。
一括払い、分割払いを承っております。
※NICOS、Diners Clubは一括払いのご利用のみとなります。

http://direct-teleshop.jp/cart/index.php
https://direct-teleshop.jp/feature/dreamwash55?gclid=CJSB_96quKACFQcupAod2RHPSw#
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http://www.post.japanpost.jp/zipcode/
https://direct-teleshop.jp/address/index.php?PHPSESSID=672789995f85bee9e712fc6424ca2d66


青汁の購入は、テレビショッピングのダイレクトテレショップにおまかせください！
美味しい青汁「青汁三昧」等の健康食品や健康グッズをはじめ生活雑貨など、たくさんの商品を24時間365日お電話でもご注文ができるようにな
りました！お気軽にお電話下さい。心よりお待ちしております。

   

TOP 会社概要 特定商取引法に基づく表記 個人情報保護方針 個人情報の取り扱いについて サイトマップ お問い合わせ
青汁の購入はテレビショッピングのダイレクトテレショップにお任せください！

Copyright2008 TV SHOPPING LABORATORY CO, LTD
ドリームウォッシュ55 ¦ ダイレクトテレショップ 

■ お支払方法について

■ 返品・交換について

※新規ウィンドウが開き

ます

お届け時間の指定  ご希望の方は、お届け時間を選択してください。
指定なし

その他ご要望  その他ご希望事項がございましたら、こちらにご入力下さい。
※お申し込み商品の入荷在庫状況や配送地域などによりご希望に添えない場合
もございます。予めご了承下さい。
※配送希望日はご注文日より4営業日以降でご指定下さい。
（例：金曜日にご注文の際は最短で翌週水曜日以降のご指定となります。）
※50文字まで（全角でお書き下さい）

お客様の個人情報の収集・利用等につきましては下記の「個人情報の取扱いについて」をお読みいただき同意をいた
だいたうえでお申し込みください。 
※ご同意の際はチェックボックスにチェックを入れて下さい。

株式会社テレビショッピング研究所
個人情報保護管理責任者　取締役 田村謙一（0120-024-242） 

１．個人情報の利用目的１．個人情報の利用目的

ご登録いただいた個人情報は、通信販売における正当な業務遂行とサービスの提供のために利用します。ま
たお客様にとって有益と思われる各種サービスのご案内や、カタログやダイレクトメールなどの商品情報を
当社または当社が認めた提携会社からお送りする場合があります。これらの案内や情報を希望されないお客

同意します 同意しません
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