
性別 年齢 居住地 欲しいか、欲しく無いか 理由

女性 48 北海道 ちょっと欲しい 紅茶をよく飲みますが、使っているマグカップに茶渋がこびりついて取れないので、本当に付かないのか確かめてみたい。

女性 34 岡山 ちょっと欲しい 毎日お茶又は紅茶を飲むのですが、飲み終わったコップを毎回きちんと洗っているつもりでも、茶渋が付いてしまい漂白剤に浸け置きするのも面倒臭いから。

女性 27 東京 ちょっと欲しい すぐに洗い物ができなくても汚れを気にしなくていいし、水に浸けたりスポンジでゴシゴシ擦ったり漂白したりする手間がはぶけるから。

女性 33 大阪 欲しい 使用後すぐに洗っても、何度か使用しているうちに、茶渋がついてしまうので、キレイにするために塩素系のニオイのきつい洗剤を使わないといけないのがちょっとツラいからです。

女性 29 大阪 欲しい どうしても茶渋がついてしまうと折角の美味しいお茶が気分よく飲めなくなるから。洗い物をしたときでも茶渋が取れなくいつも嫌気がさしてるから。

女性 40 宮崎 いらない 茶渋をキュッキュッと磨き、最後に漂白剤で綺麗にする作業が好きだから、普通に茶渋がくっついてくれた方がよいのです。

男性 19 東京 ちょっと欲しい 自分のコップは自分で洗っていますが、社渋がつん家内のであれば、洗い物の手間が省けて便利そうだと思ったから

女性 20 埼玉 ちょっと欲しい 一旦茶渋がついてしまうと、手洗いでも食器洗浄器を使っても、きれいに茶渋の汚れを落とすのは大変だから。

女性 31 埼玉 欲しい 紅茶とコーヒーが大好きなのですが、キッチンハイターできれいにしてもすぐに茶渋がついてしまうからです。

女性 19 広島 欲しい 食器を洗う時の時間が省けるから。茶渋は時間が経つと落ちにくくなり洗ってもそこに跡が残ったままで次に使用するときに不快な思いになるから。他人に飲み物を出すときに使うコップが限られるようになってしまうから。

女性 30 青森 欲しい 日ごろから日本茶をよく飲みます。やはり飲む回数が多いと茶渋もつきやすいので、たまにキッチンハイターなどにつけて落としていますがその手間が省けるから。

女性 33 北海道 欲しい １ヶ月に最低一度はキッチンハイターに浸けていて匂いも臭いし面倒だから茶渋がつかないコップがあれば欲しいです。

女性 27 埼玉 欲しい 茶渋がつくとなかなか取れないし、急にお客が来たときに出せないため困るから。案外目立つ為お気に入りのコップだとショック。

女性 43 沖縄 ちょっと欲しい 茶渋がつかないのは欲しいけど、つかないのはどのような物で作っているのかよくわからない感じもするから。

女性 22 岩手 あまり欲しくない 新しくコップを買うより既に茶渋が付いてしまっているコップから取るグッツや茶渋が付きにくくなるフッ素的なグッツが欲しい。

女性 43 山形 欲しい 毎日洗っていても茶渋がついてしまうから。また、たまにしか使わないコップで、急な来客の時、茶渋が着いていると使えなくて困るから。

女性 23 大阪 ちょっと欲しい めちゃくちゃほしいかと聞かれると茶渋ってこまめに洗えばとれるものだし、安ければかうけど値段にもよるかな。

女性 31 静岡 欲しい 茶渋は一度着くと中々落ちないし、つけ置きも面倒くさいし、茶渋がつかない方が洗い上げが簡単で洗い上げの時短にもなるから

女性 49 愛媛 ちょっと欲しい 茶渋が付着する度に漂白剤を使う事が めんどくさいから。付着しないのであれば 普通に洗うだけでいいのだから楽でいいですね。

女性 38 福井 欲しい 茶渋が付いて気になるから、いつも泡ハイターなどで漂白しているので、急な来客の時に茶渋の付かないものがあれば便利。

女性 24 宮城 欲しい お茶を飲むといつも茶渋がつきますが、洗うときなかなか落ちないため、とても時間がかかるため面倒くさいため。

女性 35 栃木 欲しい コーヒーを飲むのが好きで、よく飲むのですがいつも茶渋がついてしまい気になります。また落とすのが大変なので、つかないコップは欲しいです。

男性 41 奈良 ちょっと欲しい お茶ばっかり入れているコップを長年使っていると、どうしても茶渋がついてしまう。見た目もよくなく飲む気が失せる。なので安ければほしい。

女性 32 福岡 あまり欲しくない 大雑把な性格を自分で自覚しているので、便利な商品が出れば出るほど怠けてしまう気がします。茶渋は確かに厄介ですが、それに甘えて洗うのを雑にしてしまいそうで、家族に申し訳ない気持ちになりそうだからです。

女性 30 福岡 欲しい 茶渋は洗剤だけで落とそうと思っていてもなかなか落ちない事も多く、茶渋を綺麗に落とすのは大変だからです。

女性 39 大阪 ちょっと欲しい 漂白する手間が省けるし、そもそも愛用のコップの中に漂白できないものがあり、茶渋落としをするためにいろいろな面に気を使う必要があり難儀しているため

女性 49 宮崎 欲しい お茶やコーヒーなど、使っているとどうしても茶渋や色がついてしまうので、いちいち漂白しなくてもいいから。ほうっておいてもいいかもしれないけど、やはり色の薄いコップなど見栄えもよくないし、どうしても気になってしまうため。

女性 28 神奈川 欲しい 茶渋がついたカップを家に来た知人などに出すのは気がひける。逆だったら洗ってないのかな？と思ってしまうから。

女性 35 静岡 欲しい 静岡に住んでいるので普段からよくお茶を飲みます。茶渋はどうしてもカップについてしまうので、つかないものがあったらとても便利だと思います。

女性 41 富山 ちょっと欲しい 飲み続けていくと、茶渋がついて、気に入りのカップが汚くなります。それを見てて、いやな気分になることも。。そのたび洗うのが面倒です。

男性 51 静岡 欲しい 茶渋が付いていると、飲み物を飲み進んでいるうちに汚れが目に入り、飲み物の味自体が悪くなるような気がしてしまいます。また、茶渋を取るのに漂白剤を使用したり、ナイロンタワシ等でこすったりするのは結構な手間なので、茶渋がつかないにこしたことはありません。

女性 21 福岡 欲しい 茶渋がついたコップをつかうと、飲み物が汚く見える。また、お客様がきたときに綺麗なコップを出したいと思っているから。

女性 22 東京 あまり欲しくない 現在使用しているコップでもそれほど茶渋がついて困ることはないし、スポンジや激落ちくんを使えば洗い落とせるから。

女性 28 神奈川 欲しい 普段は良くルイボスティーやお茶を飲むのですが、茶渋が着いてお気に入りのマグカップも汚くなってしまうから

男性 41 沖縄 欲しい 現在自宅就労でパソコンに向かう毎日を送っていますが、作業の際には必ずコーヒーを飲んでいます。毎日5杯以上コーヒーを飲むため、汚れないコップはとても欲しい。

女性 38 広島 欲しい 長く使っていると、だんだん茶渋がこびりついて取れにくくなるので、頻繁に漂白しないといけないのが面倒なので。

女性 28 奈良 欲しい 紅茶が好きなのでいつも飲んでいます。定期的にハイターなどで茶渋を取っています。その作業がなくなるのであればとても嬉しいです。

女性 22 宮城 ちょっと欲しい 少し放っておくと中々取れなくなってしまうので。お茶を飲むことも多いので、いつもきれいなコップを使用したいため。

女性 25 宮城 欲しい ほぼ、毎日のように夫婦揃ってお茶を飲む為、茶渋がコップについてしまうことが多い。その度にハイターにつけて洗うのが面倒くさい。

女性 20 岡山 欲しい きちんと洗っていても、なかなかシミが取れないことは多く、色が付いているだけで清潔感が無いように感じます。茶渋のつかないコップがあれば、色を気にせずに、１日のうちに何度も使うことも出来そうだと思ったからです。

女性 21 兵庫 欲しい 普段からコーヒーやお茶をゆっくり時間をかけて飲むので、コップに茶渋のあとがついて落ちてません。しっかり洗っても落ちず、ハイターにつけても落ちなくていつも気になってしまうのでしょっちゅうコップを買い換えています。なので茶渋のつかないコップがあれば購入頻度も減るので欲しいと思いました。

女性 33 新潟 欲しい 我が家もコーヒーに紅茶の日々なので茶渋には毎回手間を焼いていました。時には来客用じゃないしまだ良いかぁと見てみぬ振りをしてしまう事も。この手間が省けるとなるとやはり嬉しいです。

男性 41 神奈川 欲しい コーヒーやお茶を良く飲みますが、気がつくと結構ついてしまいます。あまりマメではないので取るのが面倒なので

女性 37 埼玉 ちょっと欲しい 珍しい。茶渋、というよりあらゆる汚れに対応してくれるなら１ツ買ってみても良い。あと値段にもよる。可愛ければ尚よい。

女性 42 東京 欲しい 日々使い続けているうちに段々茶渋はついていきます。ついた茶渋は洗剤でも中々落ちにくいし、見た目も清潔とは言えない気がします。

女性 32 高知 ちょっと欲しい 長くコップつかってたら茶渋がついてきて、汚く見えるから。茶渋が付くたびに買い換えるのもめんどくさくなってきた

男性 18 宮城 欲しい 僕はあまり茶渋が付くのが好きではありません。僕は、潔癖症までとはいきませんが汚いと思ってしまいます。なので茶渋の付かないコップが欲しいです！

女性 25 大阪 欲しい 年季の入ったプラスチックのコップにすぐに茶渋が付いてしまうので、そもそも茶渋がつかないのであればいつまでも綺麗に使えるから。

女性 37 神奈川 欲しい 茶渋は一度着くと洗ってもなかなか落ちなくなるから。漂白剤や金属たわしで洗うけれども傷がついてしまうからあまり使いたくない。

女性 39 静岡 欲しい 私はお茶が好きなので、お茶をしょっちゅう飲むので、コップにすぐ茶渋がついてしまうので、定期的にハイターをしているから。

女性 39 埼玉 欲しい いつも茶渋を取るのに苦労しているから。薬剤を使って汚れを落としたり、食洗機に入れて落としているから。

女性 30 山梨 ちょっと欲しい 一度、茶渋が付くとどんなに洗っても落ちないし、使うたびに「汚いな」と思って気分が下がってしまうから。

女性 43 大阪 欲しい 毎日コーヒー、紅茶、緑茶をよく飲むので。突然の来客にも、恥ずかしくないカップの状態にしておきたい。お客様には別のカップで出すにしても、何かの拍子に目に触れると、ちょっと恥ずかしい。

女性 21 福岡 ちょっと欲しい 私は家でココアや紅茶をよく何回も飲みます。カップの底に茶色い渋がつくので嫌です。お客さんんが来たときに、カップを見られるのが正直、恥ずかしいです。

女性 30 愛知 あまり欲しくない 茶渋などの汚れは定期的にまとめてハイターするので。デザイン重視なので、可愛いのがあれば欲しいかもしれない。

女性 30 東京 欲しい お気に入りや素敵なカップが汚れていくことに耐えられない。漂白剤があればよいが職場の休憩室にないことがあるとお茶が飲みたくても躊躇する。来客時や癒しの時間にお茶を飲むのでカップの綺麗さは保っていたい。だから売っていたら買うと思う。

女性 44 北海道 欲しい 主人がブラックのコーヒーを飲むとすぐに茶渋が付いてしまいます。たまに漂白をするのですが、結構面倒な作業なので。

女性 22 大阪 欲しい 朝ごはん、昼ごはん、晩ごはんのときに、紅茶か緑茶を飲むため、コップに茶渋がついて、それをみながら飲むのは気がひけるため。

女性 44 埼玉 ちょっと欲しい 茶渋がついてると汚い感じがしますよね。我が家でもよく茶渋を落とすために漂白したりするのですが、その時間が省けて嬉しいですよね。

女性 49 北海道 ちょっと欲しい 茶渋を落とすのは面倒だから、落とす必要がないのは便利だと思う。が、その為の加工で取り扱いが面倒なのは嫌

女性 25 大阪 ちょっと欲しい 内側が白いカップは使っていくうちに汚れてしまうので。漂白剤は内側に柄や模様が入ってると使えないので。

女性 40 東京 ちょっと欲しい 仕事中の眠気ざましに濃いめのコーヒーを飲んでいたらくせになり、カップに茶色い線が残るようになったのが気になるからです。

男性 39 埼玉 欲しい 妻はいつも朝仕事に行く前に食器洗いをしているのですが、どうしてもコップの茶渋までを落とすほどの時間がないため、見ていて少々かわいそうだから。

女性 36 東京 欲しい お茶をよく飲むので、現在使っているコップに茶渋が付くので。たまに重曹とお湯でキレイに洗いますが手間なので、茶渋のつかないコップがあれば欲しいです。あと水筒もあればいいなと思います。

女性 20 群馬 欲しい 便利そうだからです。便利そうだからです。便利そうだからです。便利そうだからです。便利そうだからです。

女性 22 福島 欲しい 仕事で洗い物をよくするのですが、白いコップでは茶渋がつきやすく目立つので茶渋がつかないコップが欲しいと思います。

女性 32 兵庫 欲しい 汚れないからゴシゴシ洗う手間もはぶけて見た目もいつまでも綺麗に保てるので欲しいです。主婦には嬉しいと思います。

男性 42 群馬 欲しい マメに漂白や、綺麗に洗わないと、すぐに汚れてしまうから、お気に入りの湯飲みは、使えないです。今は、安いものを使ってます。

男性 52 大阪 ちょっと欲しい コップのそこに中途半端につく茶渋ラインがきになります。しかも、茶渋がついたとわかったときには、もう手洗いだけでは、おちません。自分で使っているものならば、お茶とコーヒーを飲むものを分けておきたいし、茶渋のない真っ白なコップにお茶をいれるのは、気持ちのいいことです。

男性 42 神奈川 いらない お茶は健康に良さそうですが、普段の生活でお茶を飲む習慣がほとんどなく、茶渋を気にしてお茶を飲まないからです。

女性 58 静岡 欲しい コーヒーやお茶をよく飲みます。すぐ茶渋ついてしまって、見てみないふりしようかなと思うけどそれも出来ず。少しでも楽したい。

女性 26 兵庫 欲しい 毎日お茶を飲むのですが、その度に茶渋がどんどん濃くなっている気がします。茶渋を落とすのもかなりめんどくさいので、もしあるなら欲しいです

女性 50 大阪 欲しい 健康の為に長年飲んでいる「びわ茶」が、体には良いし気に入っているのですが、普通のお茶よりも茶渋が付きやすくて、漂白でもしない限りなかなか落ちず困っています。今は仕方なく専用のコップを百円ショップで買い、茶渋がひどくなったら買い替えているので、もし茶渋のつかないコップがあれば是非欲しいです。

女性 32 東京 ちょっと欲しい コップの中の汚れが中々落ちないから、漂白剤とかでやるのが大変。子供もいるから時間がないので、つかなければ楽だから。

女性 20 滋賀 欲しい いつも茶渋をとるためにハイターにつけおきしています。ハイターのにおいが苦手だから、茶渋がつかないのはとても便利だと思う。

女性 32 福島 欲しい きちんと洗っているつもりでも気付いたらコップの下に茶渋汚れが付いてしまっていて、見た目が良くないから。

男性 48 愛知 いらない 飲んだ後、きちんと洗いますし、例え内側にシミが付いたとしても、違和感は、ない。しょうがないものだしね。

女性 30 神奈川 ちょっと欲しい お気に入りのマグカップが白く、茶渋が目立つので茶渋がつかないコップがあればいいなと思います。見た目も気に入る茶渋がつかないコップがあれば欲しいです。

女性 40 大阪 ちょっと欲しい よっぽど丁寧にあらわないとついてしまって困る。茶渋がみえると飲物がおいしそうに見えないし、お客様用だったらなおさらもうそれでダメになるのでつかない方が全然良い。

女性 43 千葉 欲しい 時間置いて洗うとなかなか茶渋が取れなくて、研磨スポンジを利用するのですが底の部分などなかなか汚れが落ちにくいのが難点。とくに客用のものなど気を使うので。

女性 41 茨城 欲しい 茶渋のつかないコップのアイデアを挙げた方ほどコップは使用していないと思いますが、それでも茶渋は付きます。やはり気になってゴシゴシ洗ったり漂白したりしますが絶対茶渋が付かないなら即購入して毎日使いたいです。

女性 33 新潟 ちょっと欲しい 普段はあまり気にしませんが、ふと気づくと茶渋がついていたりするので、そういった煩わしさのないコップがあれば興味があります。

女性 32 東京 欲しい いつもお茶やコーヒーを飲んでいるので、それでお気に入りのコップがよごれてしまうのがとても嫌だからです。

女性 23 静岡 欲しい 緑茶も紅茶も結構飲むので、カップなどの茶渋が気になるから。茶渋は見た目も綺麗とは言えないし、雑菌もいると聞いた事があるのでつかない方が良いと思います。

女性 33 長野 欲しい お客様にさっとお出ししたコップの中を見てギョ…としたり、さぁ一息とお茶をいれようとしたら茶渋がついていて少しテンション下がったり…。赤ちゃんがいるから、家族共用の洗剤にしていて漂白剤もあまり使いたくない事情もありますね。ある日、最初から内側が茶色いコップを見つけてコレだ！と。目立ちません…。しかし、やはりいつまでもそうはいかないので、茶渋のつかないコップがあれば是非使いたいです。

女性 23 神奈川 ちょっと欲しい コーヒーやお茶などよく飲むんですが、朝飲んで水につけておいてもすぐに茶渋がついてしまってハイターにつけなくてはならないから。

女性 31 大阪 ちょっと欲しい そのコップを使った後、洗う時に、わざわざ漂白剤を使う時間や手間が省けて良いし、長く使うには、使い易いから。

女性 32 新潟 欲しい お茶を飲むのは好きなのですが、定期的にハイターにつけないとコップに茶渋がついてしまい、洗うのがめんどうだから。

女性 23 神奈川 欲しい 茶渋がつかないなら、汚れにくいので力を入れて洗わなくていいと思うから。また、綺麗さを保ち続けてくれると思うから。

女性 26 鹿児島 ちょっと欲しい 茶渋がこびり付くとなかなか取れないので、茶渋が付かないコップだと、洗い物がいままでよりも楽になるからです。

女性 41 千葉 ちょっと欲しい １日にコーヒーを何杯も飲むし、その度に新しいカップに変えるわけでもなし、さっとすすいでそのまま使うから、どうしても茶渋がついてしまう。要はズボラだから。

女性 28 京都 欲しい 特にほうじ茶など茶渋が付きやすく、洗っても中々取れず、付いていると次にそのコップを使う時に、お茶がおいしくないように感じてしまうので。

男性 35 岩手 ちょっと欲しい 毎日使うと茶渋で茶色くなるけどクレンザーや漂白剤で十分落ちるので。あとそれでも気になるなら使い捨ての方が便利。

女性 31 東京 ちょっと欲しい いつもお気に入りのコップで紅茶や緑茶を飲んでいますが、特に冬場はすぐに茶渋で汚らしく見えてしまうので、茶渋がつかないのは嬉しいです。

女性 42 千葉 欲しい 自分がお茶を飲む時に茶渋がないコップで飲みたいから。あと、茶渋がついたコップがあるとお客さんがきた時にお茶を出すときに失礼だから。

女性 39 山形 ちょっと欲しい 毎朝必ずお茶やコーヒーを飲むのですが、どうしても茶渋はちょっとずつ 付いていってしまうので…気になったらハイターに入れたりするのですが、やっぱり面倒なので茶渋の付かないコップは便利だと思います！

男性 33 宮城 欲しい どうしても洗うとなると綺麗な見た目の方がいいので手間もかからなくて済むしあったらいいなと思いました。

女性 28 愛知 ちょっと欲しい やっぱり茶渋がつくのは不潔に思えてしまうので。すごく魅力的だと思います！あとはデザインがどんな感じなのがあるか気になります

女性 27 愛知 欲しい 茶渋がつくといくら気に入って買ったものでも汚く見えていらなく思えるから。茶渋は一度つくとなかなか取りきれないので、最初からつかないのであればそれが欲しい。

女性 26 福島 欲しい 通常のコップだと茶渋がすぐ付いてしまって、その度に洗剤などを使って落とす必要があり、面倒に感じているから。

女性 34 福岡 欲しい 毎日コーヒーを飲むのですが一度に飲みきれずにそのまま置いておくので毎回コップに茶渋がつく。また、1日一つのコップしか使いたくないから

女性 33 福岡 欲しい お茶が好きでよく飲むので、茶渋がつかないコップがあれば、いろんなお茶が今まで以上に飲めるようになるからです。



女性 24 兵庫 ちょっと欲しい ちゃんと洗っていても、長く使ったものはやっぱり茶渋がついているから。洗う手間が少しだけだがかかってしまう。

女性 47 三重 欲しい コーヒーや紅茶が好きでよく飲むので、しょっちゅう茶渋がついてメラミンスポンジでこすって落としています。

男性 31 神奈川 欲しい お茶の渋みとかがついてしまうとせっかくのコップがきたなくなってしまい残念な気持ちになるのとまた買うのが大変

女性 28 福岡 ちょっと欲しい コップは毎日使うものなので、ゴシゴシ洗う手間が省けるのは助かります。。オフィスなどでも活用できそうです。

女性 32 滋賀 欲しい 洗っても取れない汚れはイライラします。いつまでも綺麗なまま使いたいです。そうしたら、そのコップに愛着も湧くと思います。

男性 39 栃木 欲しい 頻繁に漂泊していると、器の釉薬が剥がれてしまうし、汚いまま飲みたくない。茶渋はコーヒーも紅茶もそうだが緑茶がたちが悪い。

女性 22 青森 ちょっと欲しい 毎日のように使っているとしっかり洗っていると思っててもうっすらと汚れが付着していくからそれがないのは嬉しい。

女性 22 鹿児島 欲しい 私の家族は毎日緑茶やコーヒーなど、茶渋の付きやすい飲み物が大好きです。よって家のコップが茶渋まみれになっていて見た目が非常に悪いのでもしそのコップがあったらプレゼントしたいです。

女性 19 岡山 欲しい よく紅茶を飲むのですが茶渋を洗うのが大変だし、いつも洗い物をしている主婦の方も思ってるはずだと思ったからです。

男性 26 大阪 欲しい お茶やコーヒーをコップにそのままにしておくと、１晩で茶渋がついてしまうのでしっかり洗う手間が省けるコップは魅力的。

女性 37 東京 ちょっと欲しい コーヒー好きなので、コップに付着する茶渋は私にとっても悩みのたねだからです。汚らしく見えるし、衛生面でも心配なのでそんなコップがあったらほしいです。

女性 32 神奈川 欲しい 白いコップだと汚れが目立ち、汚くなるのが嫌だから。汚れたら漂白するのがめんどくさいので、汚れないコップがあったら嬉しいから。

女性 48 鳥取 あまり欲しくない 購入したい人も大勢おられると思いますが、茶渋がつかないという加工をするとしたら、おそらく何らかの薬品がついてしまう可能性が考えられるから。それが溶け落ちるのが嫌だから。

女性 37 広島 欲しい 茶渋がついたら、すぐに洗わないととれくなるから。つかないコップがあったら洗う時に楽だか、ほしいです。

女性 30 兵庫 欲しい 漂白剤などを使用しなくても良いため、洗い物が楽になると思います。また、長く商品を使うことが出来るような気がします。

女性 19 京都 欲しい 茶渋の汚れは付いてすぐに洗えば取れるものがほとんどだけど、少し置いてしまったらなかなかとれないからです。

男性 44 栃木 欲しい 自分のマグカップもやはり飲み物の汚れで汚くなってしまって定期的に汚れを落としています。なので茶渋の付かないカップがあれば便利だと思います。

女性 23 神奈川 欲しい うちでは来客時によく紅茶を出していますが、急な来客時にコップを漂白洗浄していないことが多々あります。茶渋のついたままお出したくないので、ぜひ欲しいと思いました。

女性 28 北海道 ちょっと欲しい 洗うのが楽だし、キレイなまま使いたい。けど一番ほしいのは茶渋のつかない水筒です。洗うの大変なので……。たがらコップはちょっと欲しいです。

女性 31 京都 欲しい 茶渋が付くと、コップを洗う時に苦労するから。なかなか取れないと諦める時もあるが、そのコップを見るたびに憂鬱な気分になる。

女性 30 東京 いらない 朝起きて１番最初に飲むのは200mlの豆乳をストローさしてそのまま吸い、それ以外はミネラルウオーターしか飲まないので、茶渋のつかないコップは必要ない。

女性 31 神奈川 欲しい 便利だからです。珈琲やお茶をよく飲むので、いつも気になっていました。茶渋がつかなければ、水洗いが簡単にできます。

女性 30 愛知 いらない お茶を飲んでてもあまり茶渋がつかない。もしくはついても漂白すれば茶渋汚れは綺麗に落ちるのでわざわざ購入するほどの物ではないと思います。

女性 51 香川 欲しい 茶渋って結構すぐについてしまうし、洗剤で洗ってもすぐに取れなくて汚れているように見えるので嫌です。マイコップならまだいいのですが職場等での共有だったら不潔な気がして絶対使いたくないです。食器用漂白剤を使うのも面倒なので、最初から茶渋がつかないのが一番ですね。

女性 45 埼玉 ちょっと欲しい 茶渋がつかないというメリットは大きいのですが、毎日ほっこりくつろぐ時間にお茶を飲むのに使いたいので、デザインで選ぶ要素が大きいです。なので、デザインはなんでもいいではないのでちょっと欲しいを選びました。

男性 23 青森 ちょっと欲しい 茶渋がないだけでコップが数倍はきれいに見えるし、洗う方にとっても、茶渋は天敵なのでその手間が省けるのもいい。

女性 37 神奈川 欲しい 主婦にとっては洗い物は、ただ洗えばよいというだけではありません。汚れを落とさなければ意味がないので茶渋が付かないのはとても便利だと思います。

女性 26 宮城 欲しい わたしはお茶が好きで良く飲むのですが、その度に茶色い茶渋がどんどんついてくるのでハイターを定期的にかけなきゃいけないのがめんどくさいからです。

男性 39 三重 ちょっと欲しい コーヒーやお茶は毎日飲むものなので、本当に茶渋のつかないコップがあれば大変便利なので是非欲しいと思いました。

女性 32 北海道 ちょっと欲しい 茶渋のついているマグカップが家にいくつかありますが、普通の食器洗い用のスポンジでこすっても落ちず、特別に洗剤を使うのも面倒なのでずっと茶渋のついたままです。なので、茶渋のつかないコップは欲しいですが、値段が高いのであれば、欲しくありません。値段によっては欲しいと思います。

女性 43 大阪 いらない 茶渋を意識したことがないし、子供の頃実家で使ってたコップは茶渋だらけでしたのでなんとも思わない。お茶を入れたらすぐ飲むし茶渋がつくこともなさそう。

男性 29 北海道 欲しい シンプルになにもないのが一番だと、飽きる心配もないし、茶渋はついてるのはちょっとって感じなのですよ。

女性 21 福岡 欲しい 紅茶やお茶を飲み終えたコップを長時間放置してしまうことが多く、いざ洗おうとした時、茶渋がこびりついてなかなか取れず毎回苦労しているから。

男性 28 新潟 欲しい 茶渋が着くと落とすときにハイターに浸けたりして時間もかかるしめんどくさい。お茶が好きなので、そんな便利なコップがあれば是非欲しいです。

男性 38 大阪 ちょっと欲しい 少し飲んで中身が残ったままで置いておくこともあり、汚れが気になるときがあるので。茶渋が残ったコップは汚く感じるので。

女性 30 神奈川 欲しい 企業で総務の仕事をしているが、会議や来客で出したお茶の湯呑みをさげる時に茶渋が目立つとゾッとするので

女性 26 福岡 欲しい コーヒーを飲んでそのままにしておくと茶色くなるし、何回も同じコップを使用していると洗ってもなかなかとれなくなってしまうから。

女性 57 神奈川 あまり欲しくない 台所用漂白剤を使って茶渋は漂白出来るので、茶渋のつかないコップは、あれば楽だと思いますが特に必要性を感じないように思います。

女性 28 東京 ちょっと欲しい 茶渋がつくと洗うのに手間がかかるため。漂白等を行えば落ちるのですが、漂白も思った時にまとめてやらないと中々出来ないので。

男性 46 宮城 ちょっと欲しい それなりにお茶を飲む（朝・昼・晩）ので茶渋がたまらないのはいいと思います。　洗い物が楽になりそうです。

女性 39 広島 欲しい 白い食器が好きでよく使っているのですが、きちんと洗っているつもりでもいつの間にか茶渋がつき、見た目が汚くなっちゃいます。茶渋が全くつかなくなるならば是非ほしいです。

女性 51 神奈川 欲しい 茶渋を落とすのがかなり大変だから。漂白剤つけないと絶対に落ちないです。みかんの皮で落ちるという祖父に従ってやってみましたが、落ちませんでした。

女性 24 栃木 欲しい いつも茶渋がコップにしみついて洗ってもとれないので漂白剤を使って落としているから。茶渋がつかないコップがあるなら欲しい。

女性 42 福岡 欲しい 洗うときにすぐ汚れが落ちてくれそうだからです。「茶渋のつかない湯飲み」だと、もっともっと嬉しいです。

女性 25 北海道 ちょっと欲しい よくお茶を飲みます。その時に茶しぶがついて毎回洗う時、大変だからです。あれば、洗うのが少しでも楽になるのではと思います。

女性 35 大阪 ちょっと欲しい お気に入りのマグカップをずっと使っていると茶渋が気になってくるし洗ってもなかなか落ちないから、最初から茶渋が付きにくいなら興味がある。

男性 26 愛知 いらない メリットがわかりません、何のために使うのか全然わかりません。購入する予定もありません、価格によりますが。

女性 33 栃木 欲しい 一週間に一回はハイターに漬けたり、重曹で磨かないとならないのが面倒なので。特に来客用として使うものはいつでも綺麗にしておかなければならないので、茶渋がつかないものがあるとありがたいです。

女性 44 神奈川 欲しい コーヒー＆紅茶愛飲家なので、うんざりするほどの茶渋を見ており、洗っても落ちない、漂白もダメ→諦め。ということを繰り返しているので。

男性 46 東京 ちょっと欲しい あまりお茶は飲まないのでニーズは低いのですが、茶渋がちょっと付くとなかなか取れないのでそんなコップがあれば少し助かります。

女性 26 愛知 欲しい 新品のコップでも、すぐに茶渋が付いてしまい、なかなか落ちずに汚くなってしまうのがとても嫌だからです。

女性 46 秋田 欲しい コーヒーやほうじ茶を飲むことが多いのでカップに茶渋が付きやすいのですが、「茶渋がつかないコップ」があれば、茶渋を落とす手間がはぶけるので。

男性 21 千葉 ちょっと欲しい 自分で使用するだけの用途であれば必要ないと思うが、友人やお客さんなどの他人に飲み物を出すときは綺麗なものを使用したいから。

女性 41 兵庫 欲しい コップがくすんでくると、注ぐお茶が気分的においしくないし、衛生的でなくテンションが下がるので茶渋がつかないと嬉しい

女性 28 静岡 ちょっと欲しい 茶渋がつかない機能性の高いコップは可愛くないんじゃないかな…と思ったので。茶渋がつかず、デザインが可愛ければ買うかもしれません。

女性 46 広島 欲しい 茶渋を見るとはいつも何とかとろうと、クレンザーなどを使っているのですが、なかなか思うようにとれず、困ることが多いからです。

女性 18 鹿児島 欲しい 茶渋がついていると洗うのも大変ですしなんだか見栄えが悪いのでつかないに越した事はないと思ったからです。

女性 40 東京 ちょっと欲しい 一日に何度もコーヒーやお茶を飲むのですぐに茶渋がついて汚いなと思いながらまた使ってしまうので、初めから付かないものがあったら便利だなと思います。

女性 21 和歌山 ちょっと欲しい 毎日コーヒーを2杯程度飲むのですがすぐに洗わないと茶渋で縁が茶色くなってしまいます。毎回ハイターに浸けて落としているのですがその手間を省くために欲しいです。

女性 28 群馬 ちょっと欲しい お茶や珈琲をよく飲むので茶渋が底や飲み口に付着してしまい、頻繁に漂白をしないと汚くなってしまうので。

女性 47 山口 欲しい 私はコーヒーやお茶を良く同じコップで飲むので、とにかく茶渋やコーヒーの着色がついて困ります。一度ついたらなかなか取れませんからつかないコップ欲しいです。

女性 21 大分 欲しい 紅茶をよく飲むのですが、しばらく放置しただけですぐ跡がついてしまい、それがなかなか取れなくて困ることが多いからです。

女性 51 東京 いらない こまめに洗って茶渋を防ぐようにしたい。そうでないと、あまりこまめに洗わなくなってしまいそうで、むしろ衛生的ではなくなりそうなので。

女性 33 岡山 欲しい ブレンド茶や紅茶を良く飲むのですが、こまめに洗っていても時間が経つと茶渋がついて中々落ちなくなり結局捨ててしまうからです。

女性 23 秋田 欲しい お茶やコーヒーを飲むのがすきなのでよく飲むのに、こびりついた茶渋はなかなか取れなくて洗うのが大変だから

女性 28 広島 ちょっと欲しい 茶渋とるの結構大変なんです。力任せにゴシゴシやるとカップの方が傷ついちゃったりするし。付かないなら付かないのが1番理想です。

女性 31 神奈川 欲しい 夫婦でコーヒーや紅茶をよく飲むので、カップを洗う手間が少しでも省けたり楽になるととても嬉しいからです。

女性 31 東京 欲しい 茶渋はつきやすいのになかなか落ちない厄介者という認識です。茶渋のついたカップは清潔感がないので、来客用の分だけでも茶渋のつかないコップが欲しいです。自宅だけでなく、会社でお客様にお出しする用にも使えそうです。

女性 27 茨城 ちょっと欲しい 茶渋がつかなければまめに漂白しなくてすむから忙しい時とかは便利だから欲しい。しかし、消毒するタイミングがつかめない。

女性 41 神奈川 ちょっと欲しい 最近のカップは昔より茶渋がつきづらいのか今使っているものもあまり気になったことがないし、もし茶渋がついても塩素系漂白剤でちょちょいのちょいで落とせちゃうので

女性 34 千葉 欲しい 気を抜くと付いてしまって、ちゃんと洗っていても付いてしまって、ハイターにつけなければならず、コスト面も手間もかかるため

男性 37 長野 欲しい 茶渋は食洗機では落ち辛いから、つかないならいつまでも綺麗な状態を保てるから欲しい。汚れないに越した事はない

男性 32 大阪 欲しい 一度、茶渋がコップに付着してしまつお落ちにくからです。また、自宅にお客様を招いた際にこのコップは茶渋がつかないコップだと自慢出来ると思います。

女性 36 東京 欲しい 茶渋を落とすために漂白剤を使用しなければいけないのが非常に手間と感じるためです。茶渋がつくのがイヤで紅茶を飲むことを躊躇うことがあるくらいです。

女性 51 北海道 欲しい コーヒーを飲むことが多くすぐに洗えばいいのですがまとめ洗いをするので、茶渋がついていつも気になり、来客時に慌てて渋取りをすることがしばしば。台所用の漂白剤もあるけれど臭いや残留などが気になりあまり使いたくありません。なので、渋取りのいらないコップがあれば、自分にも孫子にも安心して使えるので欲しいと思いますが、材質はプラスチックではなく陶器のものがいいですね。

女性 32 栃木 欲しい 茶渋を落とすのが大変だからです。重曹等を使用して落とそうと試みますがなかなか落ちません。見た目にもあまり綺麗ではないので茶渋がつかないコップがあれば是非欲しいです。

女性 36 東京 欲しい 紅茶が好きでよく飲みます。時間をかけて飲むので、茶渋が付いて洗っても落ちないコップがあります。お気に入りのコップなのでなるべく長く使いたいです。なので、茶渋が付かないコップがあると嬉しいです。

女性 57 神奈川 欲しい 我が家も、お茶や、コーヒー、など、飲み物を、食事のときだけではなく、おやつ、夜など、かなり頻繁に飲むので、もし茶渋のつかないものがあれば欲しいです。ただ、今まで見かけたことがないので、もし有ればということですが。

女性 40 福岡 あまり欲しくない 毎日 お茶を飲んでいても、それ程 茶渋が目立つ事はないし、簡単に漂白して茶渋を取ることが出来るため。

女性 40 千葉 欲しい 茶渋がついてくると飲んでいるものも美味しいと感じなくなってくるので、茶渋がつかないコップがあれば欲しいです。

女性 19 千葉 ちょっと欲しい 使い終えたコップの底に茶渋がこびりついたまま放置しておくと、洗い物をする時なかなか取れなくてイライラするので、そのようなコップがあればいいなと思います。

女性 41 埼玉 あまり欲しくない あまり頻繁にお茶やコーヒーを飲むことがないので、茶渋を気にしたこともほとんどなく、必要性を感じないから

男性 39 神奈川 欲しい 毎回洗うのが大変だから。お茶が大好きで１日に何度も飲むのであっという間にコップが汚れてしまい、その都度落とすのが面倒です。

女性 30 東京 欲しい 何度も洗剤で洗っているうちにコップの底がスポンジの傷か何かでどうしても茶渋が取れにくくなってくるから。

女性 30 東京 欲しい お気に入りのマグカップが変色してしまうとショックだから。お客さんが来たときに綺麗なマグカップでお茶を出したいから。

女性 43 福岡 欲しい 茶渋がつかないときれいで清潔だし、ハイターで漂白する必要がないから。日頃のお手入れが簡単で、きれいな状態が続くから。

女性 26 東京 欲しい お茶を飲むのが好きなのですが、飲み続けると落ちない茶渋が気になってしまいます。茶色くなってしまうと気に入っているマグカップも見栄えが悪くなってしまうので茶渋が付かないものがほしいです。

女性 22 東京 欲しい 茶渋がつかなければ、茶渋を落とすための洗剤が必要なくなるから。余計な時間も使わなくなるし、余計なコストもかからない。

女性 31 神奈川 欲しい 頻繁に漂白剤に浸けて洗わないといけないし、お客さんがみえた際に綺麗でない為。漂白が面倒。内側が白色のマグカップは余計に目立つ。

女性 45 東京 ちょっと欲しい もし、身体に害のないものだったら　やっぱり洗い物がラクなので欲しいです。漂白剤はなるべくなら使いたくないので。

女性 41 群馬 欲しい 茶渋がついたコップやカップを洗うのに、クレンザーや塩を付けゴシゴシ擦らなくてはなりません。その手間が無くなると家事短縮になりますし、茶渋がつかない=細菌がつかないということなので欲しいです。

女性 32 埼玉 欲しい コーヒーやお茶を何回か飲んだだけですぐ茶渋・コーヒー渋がつく。毎回漂白をするか、時間がない時はメラミンスポンジでこすっているが面倒極まりないので、つかなければつかないほうがありがたい。

女性 36 神奈川 欲しい 茶渋が付いたコップは出来れば使いたくないです。普段使っているマグカップも茶渋が気になってくると漂白するようにしています。が、この漂白が結構面倒。茶渋がつかないコップなんて理想的。急須や湯飲みもあるといいな。

男性 23 神奈川 欲しい お茶を飲んだ後に茶渋をきれいに洗うことに費やす時間がいつもながいので、もし茶渋がつかなかったら、別のことに時間をもっと費やせると思うからです。

男性 29 北海道 ちょっと欲しい 漂白しなくて済むからです。飲み物を飲んでいるときにそこが透けて汚れがあるときになってしまうからです。また飲み物の澄んだ感じが茶渋がない方が感じやすいので。

女性 24 和歌山 欲しい コーヒーや紅茶をよく飲むので、茶渋を取ってもすぐに茶渋が付き、取るのが嫌になってくるから茶渋がつかないコップが欲しい。

女性 30 神奈川 欲しい 毎日お茶を飲んでいるので、定期的に漂白して茶渋を取っていますが、そもそも付かないに越したことはないため。

女性 37 茨城 欲しい とにかく見た目が汚いですし、いくら念入りに洗ってもだんだんと蓄積されていく汚れが憎いです。時々重曹を使ってケアをしていますが、可能であれば定期的な洗浄の手間を省きたいと思っています。


