掃除機の不便・不満～
2015年9/24～10/2 リビングくらしナビでのWebアンケート1043コメント
年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
41 京都府

SANYOの掃除機を１２年使用しています。 不便と言えば、重いこととコードがもっと長かったらいいのにと思います。 また、臭いも気になります。 ゴミのパックも取替えサインがなかなか出てこないので、長い間ゴミをためたままにしていますが、大丈
夫なのかと不安に思い、サインが出ていなくても捨てています。 ゴミパックが、もっと小さかったら、こまめに捨てられると思います。

35 東京都

エルゴラピード 古い型なので、髪の毛などが絡まってゴミを捨てにくい。 ルンバ ゴミを捨てる時ホコリが舞う

30 千葉県

「シャープ」重たい。

48 埼玉県

「ダイソン」毛がからまる

56 埼玉県

「パナソニック」 もっと吸引力があれば良いと思います。 布団クリーナーにもなれば、便利だと感じています。

37 兵庫県

「パナソニック」を使っています。 重たいし、吸い込みが悪い。音が大きい。大きい。 もっと、コンパクトで軽くて吸い込みがしっかりできる方が良い。

57 大阪府

「東芝」 持ち運びが重い。収納がホースが長く本体も立てにくい。小さなごみの吸収力が弱い。角や奥の方のごみに届かない。 コンパクトで持ち運びが軽く楽にもって収納も簡単に。収集力が強く角や奥の方のごみまで清潔に吸い取れる。音も
小さいほうが良い。

56 茨城県

「東芝」。小型なので引いているうちにひっくり返ってしまう。横幅が広ければこうはならないであろう。

73 東京都

「東芝製」 重くて持ち運びが不便。又、吸引力が弱い。

43 長崎県

「排気が真横に出る:マキタ 10.8V充電式クリーナー CL100DW」 コード接続が不要で、手軽に高いところ、狭いところの掃除ができるので、補助掃除機として重宝しています。ただ、排気が横方向に出るので、ソファー下の床を掃除している時、顔に
かかったりします。改良できないものでしょうか？

55 埼玉県

・「コードレス式」は『パワーと稼働時間が問題』に対して「コード式」はパワーと稼働時間は問題ないのですが『取り回しが不便』なので両方の良い点を兼ね備えた「掃除機」があったら良いと思います！

67 愛知県

10年くらい前に買ったSANYOの紙パック式掃除機を今も使っているが、紙パックが一杯になったことがわからないところが使いにくい。紙パックに入っているゴミの量が、三段階表示くらいでわかると良いのにと思う。

66 広島県

３０年前くらいのダイソン。吸引力が強くとても良いと思うが、重いので辛いが捨てがたい。

68 千葉県

４年前に購入した三菱のサイクロン掃除機だが、ちょっと重い

54 神奈川県 dyson１０年近く使っていた。仕事率は一番だが本体の作りが柔です。現在東芝のサイクロン式使用中。ヒケは取らないが砂や埃等の掃除が少し大変。
32 東京都

ecomo デザインで選びましたが、吸引力が弱くて不便です。オシャレで軽くて吸引力が高い掃除機が理想です。

48 東京都

Elgorapid大変使いやすい掃除機。トラブルがあっても、即日対応されるので、国産より良い。スウェーデン製です。

30 神奈川県 ergorepido plus 充電が持たない。
51 愛知県

Hitachi ヘッドのローラーに絡まる髪ごみ等が取れない。隙間用ヘッドが付いていないのが不便。

35 兵庫県

HITACHI 排気がくさい。。もう10年もつかってるから耐久性はいいかも！一度も故障せず！

54 北海道

hitachi ブラシに絡む犬の毛がワンタッチでとれたらいいな。

36 大阪府

HITACHI ボディが小さいので引っ張るとすぐに裏返り、イライラすることがある

52 愛知県

HITACHI もっと音が静かだといいのにと思います。

33 埼玉県

HITACHI 手軽に取り出したい。

50 北海道

HITACHI 不便な点は、とくにないです。 只、ゴミパックが外しにくい

40 埼玉県

ＨＩＴＡＣＨＩ：重たいのでもう少し軽いといいなと思っています

28 埼玉県

HITACHI→音が静かでダニやほこりなど見えないものも吸い取れる掃除機。

43 大阪府

HITACHI・音がうるさく、ゴミが見えるのが嫌。

25 兵庫県

HITACHIです。 長い髪の毛がヘッドに絡まってしまうので、少し不便です。

29 埼玉県

HITACHIの紙パック製。取り替える時にゴミが溢れてしまう。

43 愛知県

HITACHIの物を使っています。やっぱりコードレスがいい！でも電気の消費量が早いそうで・・・。あとレイコップのような機能（あるにはあるけどしっかりしたもの）がある掃除機があったらいいなぁと思います。

30 大阪府

HITACHIもっと音が静かだったらいいのに

47 千葉県

ＨＩＴＡＣＨＩ製です。スキマノズルを本体に収納できないので、いつも使う洗面所に置きっ放しにしてます。シンプルなボディなのはいいけど、ノズルを収納できる位はしてほしかったです。

47 愛知県

HITATI、しまう場所をとるのが不満。

52 愛知県

irobot ルンバ 音がうるさい。ゴミ捨ての時にほこりが飛び散ってしまう。

39 北海道

irobot ルンバ 作動時間を設定してもたまにさぼってすぐにホームに戻ってきてしまうのは何故だろう？！家だけかな？とても不思議です。

25 奈良県

LGの掃除機は重くて使いにくい！デイリーには使えない。

34 兵庫県

ＭＡＫＩＴＡ コードレス掃除機 充電がもう少し長持ちだという事なし！

32 大阪府

Miele ヘッドが動きにくい

31 岡山県

MITSUBISHI ヘッドの回りがよくない

39 千葉県

Nationalで、掃除機自体が重たくて持ち運びが不便なこと。

52 京都府

Panasonic こみの手入れが簡単であればいいのに

38 静岡県

Panasonic スタイリッシュで気に入っていますが吸引力がもう少しほしいかなと思います。

31 神奈川県 panasonic メーカー自体大好きなのですがダニ取りの先に取り付けるものが外れやすく使いにくい。
47 大阪府

panasonic もっと軽かったらいいのに

55 埼玉県

PANASONIC 押し入れに収納するのに大きすぎて面倒さを感じます。

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
41 秋田県

panasonic 紙パックの交換が面倒

27 東京都

panasonic 収納をもっとコンパクトにしたい。キャリーケースに収まるくらいに縮まればいいな。

46 愛知県

panasonic。機能のたくさん付いたのは重かったので、とてもシンプルな軽い掃除機を選びました。特に不便さは感じませんが、大きさや重さは重要ですね！

48 東京都

Panasonic。吸引力が弱いので、もっと強いと良い。ごみ捨ての際、掃除機本体の掃除が大変で、あまりキレイにならないので、もっと簡単にごみ捨てできて、キレイになったらよいと思う。

47 神奈川県 Panasonic・排気が出ないと良い
41 神奈川県 Panasonicの紙パック式掃除機。 コードがあるので部屋ごとにプラグを入れなおすのが面倒。また収納に場所も取る。 次に買い替える時は、スマートなデザインのコードレスがいいなと思っています。 そして、水拭き機能も付いていたら最高ですね。
45 大阪府

Panasonicの年より向け軽い掃除機。たしかにペットボトル１本分なので使いやすい。

49 東京都

sanyo 重い。ごみ袋の交換がめんどくさい。

51 神奈川県 SANYO ノズルが長くてかさばる（すっきり収納できない） ゴミ捨て作業が不快
36 大阪府

SANYO。紙パックなので交換が面倒。高くつくこと。

56 兵庫県

SANYOU、掃除機の持ち手の所が重いので、もう少し軽くならないか?

50 兵庫県

sanyoです。古いタイプなので仕方ないのですが、もっと軽いタイプがいいな。あと、もっと簡単に紙パックが替えられるといいのに。

32 東京都

SANYOのフィルターがティッシュペーパーの掃除機を使っています。でも、毎回掃除機を使った後にフィルターのティッシュペーパーを取り替えるのが面倒なので、ダイソンのようなフィルターの掃除が簡単で清潔な物が欲しいです。

38 宮城県

SANYOの掃除機。紙パックがいっぱいになっているかと思うと、実は偏ってゴミが入っていた為だった。という事が多い。何度か紙パックを動かして・・・という作業が面倒。

38 大阪府

SANYOの掃除機を利用しています。 サイクロン式ではないので、ゴミが詰まりやすく吸引力が下がる！！ 小まめに掃除をしないといけない。 掃除をする時にジャバラの部分の音がうるさい！！

51 東京都

SHARP ゴミの取り出し後のフィルターの掃除がもっとかんたんだったらいいなぁ

34 三重県

SHARP 収納時立てかけるのがスムーズにいかない

48 兵庫県

SHARP 先をブラシに変えれるのですが、細かい所が使えないので不便。 紙パックじゃないので面倒。

31 東京都

SHARP、収納するときにもう少しコンパクトになると嬉しい。あと昔ながらの三輪なので、コンセントに引っかかってひっくり返ることがある。パワーがあってコードレスだとコンセントを抜き差しし直す必要がないからいい。

40 千葉県

SHARP。 もうちょっと軽ければよい

64 千葉県

sharp:吸引力がいまいち

43 埼玉県

SHARP製。部屋に置きっ放しでも掃除機らしくないお洒落なデザインだったら良いと思います。

46 兵庫県

TOSHIBA コードの巻き取りがあまくなっていて、掃除をしている最中にコードがどんどん巻き取られてしまう。

55 東京都

TOSHIBA ちょっとうるさい

31 東京都

toshiba トルネード ゴミを処分する時にホコリが舞うしきれいに取れない！！ティッシュか何かをセッティングしてきれいに簡単にゴミが捨てられたらいいのに！！！

37 福島県

TOSHIBA ブラシにつく髪の毛が取れなくていつもイライラします どのメーカーも吸引力ばっかりでそれ以前の吸い込み口の改善を期待しています

35 熊本県

TOSHIBA ヘッド部分が壊れやすい

38 千葉県

TOSHIBA もう少しこんぱくとで軽いと良い

37 埼玉県

TOSHIBA 音がうるさい…、子どもが寝ている時にかけられない。機械の音も気になるが、床との接触音が無ければ良いのに

45 北海道

TOSHIBA 吸い込みが弱い

54 熊本県

TOSHIBA 古いので重たい

33 東京都

TOSHIBA 取っての部分が長いので、収納スペースを取るところです

53 鹿児島県 toshiba 重い
39 大阪府

TOSHIBA 昔と比べて紙パックは不要になったが、ゴミ捨ての時に絶対に取れない部分へ埃が入り、ずっとたまったままになってしまっている 隙間に入り込んだ埃は洗って取るしかないようだが、洗えるのか不明なのでそのまま放置している

36 大阪府

TOSHIBA 本体が重いので軽くしてほしいなと思う。

35 東京都

TOSHIBAのサイクロン式を使っていますが、ヘッドに髪の毛が絡まり取れなくなるのがいやです。

41 東京都

TOSHIBAの紙パック使用の物を使っています。 紙パックの取り替え交換作業はやや面倒なので、もう少し楽に交換出来るアイディアがあると嬉しいです。 また不便な部分は、コードの長さが短いという所が不便です。 我が家は3階建てなので、階段
の掃除の際はコードが足らずに何回かコードを別のコンセントにいちいち変える手間暇が大変なので、長さがあるコードが希望です。

32 兵庫県

TOSHIBAの掃除機。細いところの掃除用ノズルが別についているので、使いたいときにすぐ使えるようにホースや本体に取り外しができるようについていると使いやすい。

30 大阪府

TOSHIBAの掃除機を使っています。コードレスじゃないので仕方ないのですが、コードが絡み面倒です。あと、階段に掃除機をかける際に、掃除機本体を持たなければならないので、かなり疲れます。 吸引力はとても良いのですが、ダストケースを
こまめに洗わないとすぐに吸引力が落ちてくるし、よく吸ってくれるのは有難いのですが、少し毛足の長いカーペットの間に埋もれた埃は中々吸ってくれない。逆に吸ってほしくない物は吸ってくれちゃいます。

29 神奈川県 twinbird…もっとコードが長ければいい。でも掃除中、掃除機の下にすぐコードが行ってしまうので邪魔くさいのも嫌。
38 神奈川県 アイリスオーヤマ 3ＷＡＹですが、コードも巻き取りしないタイプで 吸引力も弱く、重く 布団クリーナーとしてもとても頼りなく ゴミ処理も手で引き出さないと絡まって出てこないし 買って損しました。
40 埼玉県

アイリスオーヤマ 音がうるさいのでもう少し静かになると良い。 重いので移動する時が大変なので、軽くなると良い。

50 福岡県

アイリスオーヤマのコードレス。もっと音が静かだといいのに。

29 大阪府

アイリスオーヤマのコードレスタイプを使っています。軽いのが良いですが、髪の毛などが吸い込み口に絡みやすいのが難点です。モップで集めてズオッと吸ってくれたらなぁ。

50 大分県

アイリスオーヤマの掃除機ですが、排気の風力が強いのが、気になってます。

70 石川県

アイリスの掃除機なんですが、重くてしかも吸引力が悪いです。 軽くて吸引力が良い掃除機がいいなと思います。

58 神奈川県 アイロボット 「ルンバ」 音が大きい。もう少し静かだったらよいのに。
55 千葉県

アイロボット ごみを捨てやすくしてほしい

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
29 香川県

アイロボット もっと高さが低くなって、ベッドの下等も掃除出来るようになってほしいです

41 大阪府

アイロボット ルンバ タイヤが意外と汚れてたり、ローラーに髪の毛が絡まったり・・・エラーが出るので掃除機を掃除しないといけないのが面倒 吸引力がもっと強かったらいいのに

32 愛知県

アイロボット ルンバ 部屋の角ははき残しがある よく段差につまずいて、ひっくり返っている 消耗部品が高い

35 千葉県

アイロボットのルンバ。隙間などにはまらないようになると良いと思います。

35 神奈川県 アイロボット社のルンバ 姿見に激突して割ってしまった。びっくり。
42 東京都

アマゾンで格安の掃除機(中国製)を購入しましたが、やはり日本製のちゃんとした商品を購入した方が良いと思いました。

37 大阪府

アレルギーなのでハウスダストをよく吸って、ゴミを捨てるときにも吸わない工夫がしてあるのに、手ごろな値段の掃除機が欲しい

31 京都府

いまアイリスオーヤマのコードレスハンディ掃除機を使っていて、場所もとらず軽いので重宝していますが、ゴミの捨て方がナンセンスです！ せっかく吸ったゴミが、捨てるとき空気中にまうので、毎回ストレスたまります（泣）

31 千葉県

うるさい音です。

61 静岡県

エアコンのような内部クリーン機能があるとうれしい

47 東京都

エレクトラクス ごみパックなので、掃除するたびにペットのにおいが充満して不愉快に・・・

45 東京都

エレクトロラクス スティッククリーナー 突然充電が切れるので、点滅など分かりやすいマークが欲しい。

37 東京都

エレクトロラックス Electrolux ZB3003 髪が長く、掃除機のブラシに絡まるので、それを自動で切って吸い込んでくれるこれを選んだのだが、真ん中だけカッターが無く、絡まったまま。買う前にこれは気がつかなかった。 あと、もうちょっと吸引力があ
ればいいのになぁ。

31 兵庫県

エレクトロラックス 吸引力が弱い

36 東京都

エレクトロラックス、壊れやすく２台続けてすぐに故障してしまいました

41 東京都

エレクトロラックス。 ３年使ってますが、充電して使う掃除機です。毎日使っているわけではないのにどんどん使用時間(充電した電気)が短くなって途中で切れます。バッテリー？変えれば良いのでしょうが、頻繁に使っていないのにこれほど劣化す
るのか？不良品なのではとも思います。 ホント使いづらいですがまだまだ動くので買い替えるのは勿体ない。結構高かったので。

54 石川県

エレクトロラックスのエルゴラピードは充電時間が長いわりに稼働時間が短い

41 大阪府

エレクトロラックスのコードレス掃除機を使っていますが、吸引力がもっと強ければいいのにと思います。

30 神奈川県 エレクトロラックスを使っています。ハンディタイプなのですが、充電器に取り付けにくいです。
29 千葉県

エレクロラックスの掃除機で、長時間掃除をすると充電が切れてしまうのでもう少し長く充電できるといいなと思います。

44 神奈川県 コイズミのスタンドクリーナー 小さくて置き場所も困らないのですがもう少し吸引力があると嬉しい！
42 大阪府

コイズミのスティッククリーナーを使っています。プラグのところがすごく熱くなるので大丈夫か気になります。引き回しのよさは抜群なので、紙パックがあるといいです。

50 東京都

コードがありコンセントのないところ、階段で使いにくい。メーカー名 三菱

30 大阪府

コードがしまい辛いこと。小回りをきかせたい。

48 東京都

コードがもう少し長いといいです。1階のコンセントに差したまま、階段にも掃除機をかけながら2階に上がるのですが、階段と、2階の部屋の入口付近までしか届かない。あともう少し長ければ、コンセントを差し替えなくても、1度ですべての部屋にか
けられるのに、といつも思います。

52 広島県

コードが邪魔、サイクロン式でだが、やはり溜まったゴミを捨てる時は内部の掃除が必要なのが不便

28 東京都

コードが長すぎたり短すぎたりするので、部屋によってコードの長さを変えられたらいいのにと思う。

29 青森県

コードレスだがパワーがない。

47 東京都

コードレスでないので、コンセントが遠いとき、不便。

28 兵庫県

コードレスでパワフルなものがほしい

36 埼玉県

コードレスを使っているが、もっと軽かったらよかったのに

38 滋賀県

コードをうまく巻けない時がある

43 東京都

コードをきちんとしまったつもりでも、コンセントがはみ出していることがあり、床が傷つきやすいのが困っている。

58 東京都

コードをさすのがめんどくさい。 紙パックを取り換えるのがめんどくさい

41 大阪府

コード付きのものは吸引力はいいが、コードが邪魔で使いにくい。コードレスは吸引力が足りません。

24 大阪府

コード付きの掃除機のコードがもう少し長かったらいいのになと思います

40 千葉県

ごみがとりやすければいいのに

48 埼玉県

ゴミが偏って溜まるので、半分しか溜まっていないのに、ゴミ詰まりサインが出てしまう。

47 東京都

ゴミが溜まると吸い込みが悪い

37 熊本県

ゴミを捨てるのが面倒です。手がよごれます

44 千葉県

ゴミを捨てる時に細かいゴミのカスが気になる。

59 茨城県

ゴミを捨てる時に手が汚れる

37 神奈川県 ごみを取り出すのにつまりやすく掃除しにくい
39 東京都

ゴミ捨てが面倒。

38 東京都

ゴミ捨ての時に吸い込みそう

33 東京都

ゴミ出しがめんどくさい

50 東京都

ごみ袋の交換が面倒。

43 神奈川県 コンパクトで軽くて静かで小回りが効く掃除機がほしい

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
23 東京都

コンパクトにしてほしい

37 京都府

サイクロンは、触るのもイャなもの、例えば虫とか、吸ったときにほかせない！

41 兵庫県

サイクロン式の掃除機，ごみを捨てるときにほこりが舞う，水洗いするのが面倒

36 東京都

サイクロン式の掃除機で、ゴミをすてようとすると埃が舞う。

42 兵庫県

サイクロン式を使っていますが、フィルターに詰まったゴミやほこりを取るのがけっこう面倒。また、ヘッドが密着しないと勝手に電源が切れてしまい（エコモード）面倒。

31 福岡県

サイクロン式を使用しているがフィルターの掃除がやはり面倒。

66 千葉県

サイクロン式掃除機ですが音が少しうるさい。

54 神奈川県 サンヨウ 紙パックの取替え
42 福島県

サンヨウ、 お手入れが簡単なのがいい。

42 福島県

サンヨウ、音が静かで強力なものがいい。お手入れは簡単なものがいい。

48 大阪府

サンヨー 吸引力がイマイチ。

53 大阪府

サンヨー キャニスター型なので、階段掃除には向いておらず、重いです。

47 兵庫県

サンヨー コードが短い。

63 千葉県

サンヨー 安くて小回りが利くんだけれど隅は苦手みたい。

45 大阪府

サンヨー 階段が狭いので掃除がしにくい

44 兵庫県

サンヨー 吸引力が弱い

62 東京都

サンヨー 古いので、もっと吸引力があり、布団等のダニ機能もあるものが欲しい。

51 神奈川県 サンヨー 重い
65 岩手県

サンヨー 排気からのゴミ臭い臭いがたまらない

46 東京都

サンヨー、 細かい所を掃除する時に、 いちいちヘッドを、かえるのがすごく面倒。 手元で、ガット変えれたら楽で良いのに。

36 埼玉県

サンヨー、吸い込み力が弱い、もっと吸引力がほしい

63 東京都

サンヨー。もっと吸い込みが良ければいいのに。

50 東京都

サンヨー。もっと軽かったらいいのにな。

59 東京都

サンヨー。重いし、ホースがバラバラになるので、使いづらいです。もっと軽く、ホースがしっかりつくようにして欲しい。

44 岡山県

サンヨー：やはりコードですね。階段とかコードがあると不便です。

55 東京都

サンヨーのエアシス、排気はきれいで、紙パックのかわりにティシュを使えばいいのですがすがとにかく重い。 動かすのがスムーズでなくてもう少し軽かったらいいのにと思います。

68 東京都

サンヨーのゴミ袋使用タイプ。吸い取り性能は良いが、重たいので買い替えを 考えている。

サンヨーのサイクロン(五年前)を使用しています。サイクロン式でも、ティッシュペーパーを一枚挟むと後見捨てが簡単なものです。ただ、埃を取るフィルターには、沢山の埃がたまり、水洗い出来ないし、家で叩くには埃が舞い上がるので、洗濯干し
38 神奈川県 ているベランダで叩いてます。 洗濯が汚れそうで気になります。 全部のパーツが水洗いできたらいいなー。と思う一方、毎回ゴミを捨てないといけないので、紙パック式が面倒くさくなくていいかもと思うようになりました。 また、パーツが多すぎてもこ
まるので、細くて高いところのゴミを吸えるホース先端がついていて欲しいのと、電源コードをもっと長くして欲しいです。 10mあれば、家中ひとつのコンセントでかけれそうです。 コンセント付け替えも面倒くさいです。
62 愛知県

サンヨーの紙パック式を使っているんだけど パイプが長すぎて小回りがきかないのが不便です。

42 京都府

サンヨーの掃除機を使っています。狭い隙間に入る先の部品が別売で有れば欲しいです。

64 東京都

サンヨー紙パックが面倒 ホースが邪魔

54 大阪府

サンヨー電機 コードが後少し長ければコンセントを差し替えずに掃除できる。 ヘッドが動きすぎて上の方の掃除がしにくい。 同じくヘッドが大きすぎて隙間が掃除できない。付属の先が細いノズルも短すぎて役に立たない。

52 東京都

サンヨー電気。ティッシュ一枚はさむ必要がある。不要ならもっと便利だが。

39 東京都

しまう場所に困る。 フィルターを丸洗いしたい。

42 兵庫県

シャープ

46 三重県

シャープ 購入して２年ほどたちます。最近吸込みの力が減ってきている。取説そって内部の掃除もしている。電化製品の劣化が早い。

42 千葉県

シャープ 10年以上前に購入した「紙パックなし」の掃除機。中の掃除が面倒だし埃が舞っていやだ。

50 千葉県

シャープ EC-VX220 髪の毛がヘッド先端のローラー部分に絡まり、それを掃除後ハサミなどで切って取り除く作業が面倒。 長い髪の毛も先端で絡みつかず、掃除機本体（内部）へ吸い取って欲しいと思う。

52 大阪府

シャープ いろんな細かい場所にとどかない。

45 石川県

シャープ コードが途中で引っかかって一気に片付けられない。

ヘッドが浮いたらエコモードになって、電気が切れる機能があるが、いらない！使いづらい。 ダイソン

53 神奈川県 シャープ ゴミがカップの中で偏ってしまいすぐに満パイの合図が出てしまうので平均して溜まるようにしてほしい。
24 大阪府

シャープ ゴミが溜まったサインがあれば交換時期が分かりやすいと思います。

46 大阪府

シャープ ゴミ捨てが面倒 重い

36 大阪府

シャープ コンセントの巻取りがだんだん固くなってくる

55 兵庫県

シャープ サイクロン型の掃除機が重いので、軽くなったら使いやすいと思う

34 兵庫県

シャープ サイクロン掃除機のゴミ捨て時の埃が気になる

59 千葉県

シャープ ダストケースに髪の毛がからむ。

29 東京都

シャープ とにかく重い。掃除機が嫌になる

吸引力はすごいんだけど、音もすごい。

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
39 兵庫県

シャープ フィルターが洗えたらいいのに。においが気になる。

54 京都府

シャープ フィルター掃除がしにくい

37 大阪府

シャープ もっとかんったんにきれいになればいいのに

31 大阪府

シャープ を使用しています。 移動時に横着をして 段差があってもそのまま引きずってしまうので タイヤがもう少し柔らかく、床等に傷がつなかければありがたいです。

36 埼玉県

シャープ 吸い込みが弱い気がするところ。

59 東京都

シャープ 吸い取り口のローラーに糸状のゴミが絡みつく

34 東京都

シャープ 吸引力とフィルターがもっともてばいいのにと思う

55 千葉県

シャープ 隙間掃除ができるとうれしい

43 大阪府

シャープ 隙間用のブラシに取り換えたときの吸引力が足りないことが不満

29 兵庫県

シャープ 細かいゴミも吸い取りますが、コードレスだと便利なのになぁと思います。

57 大阪府

シャープ 重い！もっと軽かったらいいのに・・・

37 兵庫県

シャープ 重いので、持ち運びしにくい。小回りが利かない。

53 神奈川県 シャープ 重いのでもうすこし軽く 朝晩はうるさく感じるので音を静かに
38 愛媛県

シャープ 小回りがきかないのと、音がうるさいのが不便です。

39 埼玉県

シャープ 小型で軽いのだが、ヘッドの動きがいまいち。もっとスムーズにヘッドが動いたら いいと思います。

70 大阪府

シャープ 匂いがきつい

42 奈良県

シャープ 排気口から出るにおいがもっとくさくなかったらいいなー

58 千葉県

シャープ 本体が重くて疲れる

56 神奈川県 シャープ、フィルターのないものでゴミが見えて便利です。
52 兵庫県

シャープ、音がうるさいので、もう少し静かだといいです

37 大阪府

シャープ、重い

50 京都府

シャープ、重い。

41 東京都

シャープ、本体が転びやすい。排気でほこりが舞いやすい。

56 神奈川県 シャープ。コードレスではないため、コードが邪魔になる事がある。
70 愛知県

シャープ。ごみが直ぐに詰まる。

57 福岡県

シャープ。ごみが満タンになったときのサインがいいかげん。収納しずらい。

61 兵庫県

シャープ。とても重たく持って部屋移動に困る。カプセルでごみの量が把握できるのはよいのだが蛇腹に詰まった超細かなごみを処理するのが本当に大変である。軽くてごみ処理楽々の製品をお願いしたい

30 千葉県

シャープ。もっと吸引力があって静かならばいいなと思う。

42 東京都

シャープ。手入れが楽なのがいい

31 北海道

シャープ。小回りが利かないので、小さな部屋で物にぶつかる。

66 神奈川県 シャープ～重くて使いにくい。
55 神奈川県 シャープ・一般的なサイズの製品ですがホース等そのままでかたづけるとかなりかさばる。なので収納せずに部屋の隅に置いてしまうという愚挙に出てしまう。
49 和歌山県 シャープのサイクロン。コードが短すぎて一部屋ごとにコンセントを刺さないといけないこと、
31 兵庫県

シャープのサイクロン式掃除機を使っていますが、もっとヘッド部分が軽いといいのにと思います。

31 大阪府

シャープの古い掃除機を使っています。すぐごみがたまってこまめに捨てなくちゃいけないのでもっとゴミパックを大きくしてほしいです。

38 埼玉県

シャープの掃除機 コードがひっかかる、重い

36 東京都

シャープの掃除機 本体が重く、ガッシリしすぎたいて、部屋の角にぶつかってわ壁紙を破いてしまう。 周りを柔らかく出来ないかなぁ？

41 広島県

シャープの掃除機。使用中にコードが必要な長さに自動的に伸び縮みしてくれると嬉しいです。コードを長く伸ばして広いところで使用後、そのまま狭いところに行くとコードが邪魔になり、コードの上に掃除機本体が乗っかってうまく移動しなくなったり
横転したりするので。あと本体がもっと軽くなったらなあ。

35 岡山県

シャープの掃除機を使っています。 立てて置いていくと、何かの拍子に倒れるのが、日々ちょっとしたストレスです。

34 大阪府

シャープの掃除機を使ってます。 色々比較して現在のものにしたのですが・・・ 電源コードが規定の５ｍではどれも短く・・・コードレスは充電やバッテリー消耗が気になり・・・電源コードが長いものが欲しい。

50 東京都

シャープの掃除機を付けっています もう少し軽いと楽だと思います

36 神奈川県 シャープの掃除機使っています。サイクロン型で使いやすく、今のところ不便感じていません。いつかはダイソン！です。
34 東京都

シャープの普通の掃除機。軽いのは良い。後ろから温風とともにほこりが出ていそうなのはちょっと困る

62 京都府

シャープ重たい

35 東京都

シャープ製 ゴミが無くなるまで赤く点灯するのは良いのですが、本体が重いので疲れてしまいます。

42 東京都

シャープ製 重く、音がうるさい ハンディータイプでパワーがあり軽ければいいのに。

ゴミ捨ての時ちりがまう

48 神奈川県 スタンド式東芝はすきまとかベッド下に使用できないのが不便
43 大阪府

スティック型のクリーナー、もっと軽かったらいいのに…と年老いた母親がぼやいていました。二階へ持って行くのが重いとのこと。

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
37 京都府

ダイソン

ゴミパックがついていない掃除機なのでゴミ捨てが大変不潔で使いたくなくなる。

32 神奈川県 ダイソン ダイソンの形が収納しづらく、音がうるさい。確かにユニークな掃除機でかなり吸引力はあるけれど、改善の余地はあると思う。
29 兵庫県

ダイソン ブラシに髪がからまるので、からまらないようにしてほしい

45 東京都

ダイソン

39 兵庫県

ダイソン 重いのでなかなか二階に持ってあげれない

41 東京都

ダイソン 少し重くて音がうるさいのが気になります。。。

47 大阪府

ダイソン 良い掃除機だと思いますが、ヘッドローラーに髪の毛が巻きつく事だけが問題です。

62 東京都

ダイソン ＤＣ１２

52 北海道

ダイソン ウルサイ

31 大阪府

ダイソン カーペットの上が吸い込みにくい。もう少し、すいとってほしい。

42 東京都

ダイソン コードが、一度で巻ききれない

27 東京都

ダイソン コードが邪魔 何回もコンセントを付け替えるのが大変

29 東京都

ダイソン ゴミの回収時に飛び散るのが不便

26 東京都

ダイソン コンセントが外れやすくて、すこし力を入れただけで、外れる サイクロン式が流行ってるけど、中のゴミを取るときに結局チリが飛んだりする。 マンションなので、バルコニーで掃除すると洗濯物にゴミがつきそうでヤダ

55 兵庫県

ダイソン コンパクトにしまえるといいなと思っています。

36 東京都

ダイソン スイッチが手元にない

68 大阪府

ダイソン ずっと充電しておく場所を考慮しなければならない。充電器たけ着脱可能になれば良いと思う

40 愛知県

ダイソン スティックタイプだけど、重い。

56 兵庫県

ダイソン とても重い。音がうるさい。軽くてこまわりがきけばいい。

充電式なのですが充電時間が長くて、２０分ぐらいしか使えない。 充電しながも使えないので不便です。

もう少し小型で軽いと有難い。

42 神奈川県 ダイソン ハンディーなので使用時間か短いのが残念
33 宮城県

ダイソン ハンディクリーナー 重たいから軽くしてほしい！

52 東京都

ダイソン ブラシに交換した時ブラシの部分がＬのなっていないので、ホース自体を下に向けなくてはいけないので使いにくい。 コードの巻き戻しが自動ではあるが途中でつかえて止まってしまう。

52 大阪府

ダイソン ホースがすぐに丸まって、そのあと、一旦スイッチを切らないと吸引力が落ちる

29 千葉県

ダイソン モーターヘッドがすぐ汚くなる。 充電もたない

37 千葉県

ダイソン もっと軽いと良い

35 埼玉県

ダイソン もっと軽くてコンパクトになって欲しい。

50 東京都

ダイソン 音がうるさい

40 青森県

ダイソン 音がうるさい

42 福島県

ダイソン 音がうるさい ケアが大変

32 大阪府

ダイソン 音がうるさく、重たい。 子供が寝てる時や夜間早朝などでも使える静音掃除機があればいいなと思います。 あと故障の時の修理代が一律料金で高すぎるので、もっと細かく料金設定をしてほしい。

49 神奈川県 ダイソン 音が少しうるさい
27 埼玉県

ダイソン 音が静かすぎるかも

30 東京都

ダイソン 音が静かだと、さらに嬉しいです。

54 千葉県

ダイソン 音が静ずかだったら良いのに・・・。

29 東京都

ダイソン 音が煩い デザインがカッコ悪い等

47 大阪府

ダイソン 吸引力はいいが重くてうるさい。 ゴミ掃除をするのにホコリがまうので、ちょっと嫌。

38 兵庫県

ダイソン 吸引力はすごいがうるさい

46 東京都

ダイソン 吸引力は魅力ですが意外と重いなと感じます。

35 神奈川県 ダイソン 空気の穴についたホコリは拭かないと取れないのがやや不満
43 千葉県

ダイソン 古い機種なので音がうるさいです。

52 和歌山県 ダイソン 思った以上に音がする
62 神奈川県 ダイソン 指で引きつけて操作するので握力が必要となりつらい。
29 東京都

ダイソン 持ちにくく重いのでもっと使いやすければいいなと思います。

50 神奈川県 ダイソン 収納しにくい
37 愛知県

ダイソン 充電がきれるときは分からない おおきいごみは吸わない ふたが衝撃で空くときがある

44 神奈川県 ダイソン 充電した時間が、もちが短い！
50 神奈川県 ダイソン 従来の物ですので、ホースをつないだりのセットアップ・セットオフが面倒です。 置き場所も取ります。
25 大阪府

ダイソン 重い

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
43 東京都

ダイソン 重い 取り回しが悪い 音が大きい

50 大阪府

ダイソン 重いのでもう少し軽ければ移動が楽かも

39 宮城県

ダイソン 重いのでもっと軽くて場所をとらないタイプのが欲しい

43 埼玉県

ダイソン 小回りが利かない気がします。

37 大阪府

ダイソン 場所をとるのでコンパクトなものが欲しい

41 埼玉県

ダイソン 静音モードがあったら助かる

31 神奈川県 ダイソン 頂き物で大きくて重くて良く吸い込むけど使いづらい。
48 兵庫県

ダイソン 熱を持つ

31 東京都

ダイソン 髪の毛がローラーに絡まりやすい。もう少し改善されればと思う。

72 千葉県

ダイソン、 本体に付いている車、知らずに引きながら掃除機をかけていたら床が傷だらけ、仕方がないので片手でもちながらしています。

51 東京都

ダイソン、おとが大きい

52 大阪府

ダイソン、コードがもう少し長いほうがうれしい。

24 神奈川県 ダイソン、シャープ ゴミを取るときに髪の毛がなかなかとれてくれない
33 神奈川県 ダイソン、ちょっと重いです。
41 神奈川県 ダイソン、とにかく重い、うるさい。吸い込みはとてもよい。せめて軽くなって欲しい。
71 神奈川県 ダイソン、音が高くうるさいく重い
45 東京都

ダイソン、古くてバッテリーがイカれてしまった

43 神奈川県 ダイソン、重い。
55 京都府

ダイソン、小回りがしにくい

31 静岡県

ダイソン、少し重いところが不便と感じます。

48 東京都

ダイソン、満足しています。

35 埼玉県

ダイソン。ゴミが上まで上がっちゃってなかなか取れない。

35 埼玉県

ダイソン。ゴミが上まで絡み付くので、ふたを開けただけでは捨てられないのが面倒。自動でまとまっていて欲しい

37 愛知県

ダイソン。もっと静かだったらいい

38 埼玉県

ダイソン。もっと低価格だと嬉しい。

20 三重県

ダイソン。やっぱり紙パックみたいなのにゴミを貯めて付け替えるタイプのほうが掃除機の寿命が長いと思った

54 東京都

ダイソン。音がうるさい。

33 東京都

ダイソン。音が大きい。

39 東京都

ダイソン。音が大きいのと小回りが効かない所が不便ですが、吸引力はまずまずだと思います。以前マキタのハンディを使っていたのですが、吸引力と充電時間に問題があるものの、すぐ使えたので良かった。

62 東京都

ダイソン。吸い込みの切り替えがすぐ替わってしまう

51 神奈川県 ダイソン。吸引力には満足していますが、大きいゴミが吸えません。最近、ノズルが改良された掃除機が発売されていましたが、ノズルはその機械専用だそうで、旧モデルに対応できないのは大きな不満です。
40 岡山県

ダイソン。隅のゴミが吸えない、ホースで本体を引っ張るとまっすぐついてこない。

64 大阪府

ダイソン。古いタイプなので階段の重くて持ち運び大変です。

61 東京都

ダイソン。古いタイプなので重い。

49 神奈川県 ダイソン。充電してから連続使用可能時間が短い。
58 富山県

ダイソン。重い。うるさい

58 富山県

ダイソン。重い。うるさい。高価

63 大阪府

ダイソン。重たいのが難点。でも塵のパックなしで便利です。

44 埼玉県

ダイソン。少し古いので音がうるさい。

47 東京都

ダイソン：フィルター掃除が結構大変

45 東京都

ダイソン：もっと軽くしてほしい

61 東京都

ダイソン・・・若干音がする。

32 埼玉県

ダイソンが密着してる所じゃないとあまり吸ってくれない所が不便！

39 兵庫県

ダイソンコードレス 充電時間がとにかく長い上に、連続で30分も使えない 長時間使いたい時は、充電しながら使えたらいいのに。

32 千葉県

ダイソンです。意外に重たいのが不便ですね。もっと軽い方が良いですね。

35 兵庫県

ダイソンで溜まったゴミを捨てる時に折角掃除したホコリなどが飛び散るので困っています。

33 神奈川県 ダイソンのコードレス 充電が壁に取り付ける形なので壁に穴をあけないとならないところ、 スタンド式で部屋を傷つけない形のを作ってほしかったです。

46 大阪府

ダイソンのコードレスを使っていますがどうしてもヘッドに髪の毛がからみ毎回掃除しなければいけなくなります。以前使っていたシャープの普通の掃除機のほうが絡みつきはなかったです。あらかじめほうきをしたりするのは面倒だし何かいい方法
はないのでしょうか？ スティックなどパーツが分解できコンパクトになるのですが取り付けがかたくて大変です。手元でスイッチを押しながら使うので自然に指が離れてしまったり指が疲れます。つけっぱなしになるスイッチがいいです。

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
30 千葉県

ダイソンのコードレスを使っているが、たてかけられないので仕方なく壁に穴をあけて充電する方を壁に設置した。立て掛けておけるようにしてほしい

35 神奈川県 ダイソンのハンディータイプを使っていますが、ゴミを捨てる時に多少散らかります。 どうにかならないかなー、その散らかったゴミをまた掃除する、なんとなく変な感じ。 改善できる方法があればいいなと思います。
54 東京都

ダイソンの充電して使うタイプを使ってます。見た目はコンパクトなのですが、重いです。もっと軽くしてくれて、ヘッド部分が薄くなると嬉しいです

45 東京都

ダイソンの少し古い型、重くてうるさくて静電気がひどい。吸引力だけはすごい。 国内メーカーでないので、細かいところで色々と不親切。コードの巻き取り機能はひどいもの。

76 東京都

ダイソンの掃除機 たたみにくい

42 愛知県

ダイソンの掃除機、よく吸いますが、重くて使いズラいです

40 東京都

ダイソンの掃除機、初期のものなので音がうるさい。もっと静かじゃないと、休日の昼間にしか掃除できない。

35 東京都

ダイソンの掃除機。 ほこりがたまったのを捨てていなかったら、吸い込む時ほこりが逆流してきて、壊れたかと思いました。意外とすぐたまるなぁ…と思います。

45 京都府

ダイソンの掃除機。「排気がキレイ」と言うことで、高額をはたいて購入したが、とにかく重い！１階に収納していますが、２階に持ってあがるのに結構労力がいります…。そして海外の製品であるせいか、ノズルやブラシの構造が太くて大きくて使いづ
らい…。日本の製品に見合った、繊細なつくりにしていただくと嬉しいです。

47 大阪府

ダイソンの掃除機は、重すぎて、使えない。 もっと軽くしてほしい。

47 神奈川県 ダイソンの掃除機は引いていると本体がすぐにひっくり返ってしまうので！もっと安定性がほしいです
38 鹿児島県 ダイソンの掃除機は持ち手が力を入れると折れそうで思ったように動かせないのが不便だ。
49 神奈川県

ダイソンの掃除機を使っています。結婚当初からなので１０年以上使っています。だいたい３～４年で新しい物へ買い換えていますが、ずっと感じていることは吸引力が強すぎて思うように動かないので、いいのか悪いのか困ってしまうことがありま
す。他に、ヘッドの部分と手で持つ部分とのバランスがかみ合わないというか動かしにくいつながり方をしているので、どうにかして欲しいと感じています。。

60 宮城県

ダイソンの掃除機を使っていますが、音がうるさくマンションなので使う時間に気をつけなければなりません！

57 千葉県

ダイソンは、とにかく重いので、軽い掃除機をもう一つ購入した。掃除はフットワークが軽くすぐにやる気になる事が重要である。マイナス要因は無くしたい。

36 千葉県

ダイソンは１回の充電でもっと長く使えるといい。もっと軽いといい。

59 山口県

ダイソンはよく吸います。充電が少ないです

28 東京都

ダイソンはよく吸うけど形が悪い。縦置きできないのは不便。スティックタイプは紙パックでないから洗うのが面倒。スティックで紙パックだったらいいのに。

49 千葉県

ダイソンボール もっと軽ければいいのにと思う

48 群馬県

ダイソンボール 付属ブラシの付け替えがちょっと面倒

32 香川県

ダイソンを使っています。 確かに吸引力はすごいですし、排気もキレイだということですが(実際にキレイかは、見てもわからないので…)音が少しうるさいかなと私は個人的に思っています。 もう少し静かなら、いいかなと思います！

39 茨城県

ダイソンを使っています。音が大きいこととヘッド部分のブラシに絡まった髪の毛などがとれにくいことが不満です

ダイソンを使っています。音が大きいのと重たい。排気の風量がすごくてマスクしてます。そんなに汚れて見えなくても確かにすごくチリやホコリを吸い取ります。が、やっぱり重たくて音がすごくて… 買い替えの予算が無くて頑張って使い続ける事13
43 神奈川県
年間ですが、そろそろくたびれてきているかも。私も掃除機も。
35 千葉県

ダイソンを使用しています。本体が重くて二階に運ぶのはちょっとしんどいです。

49 東京都

ダイソン音が大きい

52 東京都

ダイソン充電式は掃除の途中で電池切れになってしまうので、コード付きでも使えるようにしてほしい。

52 千葉県

ダイソン掃除機。 軽くなった・音が静かになったとはいえ、やはり女性には重いし、音がまだうるさい。もっと軽量で、清音になれば良いのに。

54 東京都

ツインバード サーモスタットでモーターが暑くなると止まってしまうため特に夏は全部屋を一度に掃除できない。

53 兵庫県

ツインバード スイッチが本体についているので、ちょっとめんどう。

36 茨城県

ツインバード 安いからしょうがないと思って使っているが、もう少し吸引力があると良いと思う

47 東京都

ツインバード 吸引力がもっと欲しい。

42 岡山県

ツインバード 電源コードが巻きとれない

52 大阪府

ツインバードのスティックサイクロン掃除機。有線なので引っかかりやすいのが難点ですが、充電式ではないのでいつでもすぐ使えるのが良いです。軽くて安い。コスパは最高です。有名メーカーの多機能だけど重い掃除機はもう使えません。

40 福岡県

ツインバードのスティック掃除機 音がうるさすぎて、結局コロコロやフローリングワイパーを使ってしまう。 アパートだから音が大きいのって困る。

33 大阪府

ティファールの掃除機を使ってます。コードレスなので使いやすいのですが、重たいのが難点です。 もっと軽かったらいいのにな、と思います。

41 岡山県

どうしても重いので・・辛いです

50 福岡県

トオシバ ヘッドに髪の毛が絡まってハサミでときどき切ってから使っていて不便。 そして、ふき掃除もつかえたらいいのにと思う。

59 千葉県

どこのメーカーということはないけどコードが邪魔ですいすいいかない。もっとコードが長いか無いほうが良い。

45 滋賀県

とにかく重くて小回りがきかない。 者に当たって後をついてこない

33 東京都

どのメーカーでも吸うところの掃除は手作業なので。ほこりや髪の毛がすぐ着くので３回に一回は吸うところの掃除です。

38 大阪府

どのメーカーでも紙パックを使用していると紙パックが入っている部分に必ずゴミが落ちてきる。もっとピッタと密着すればホースから吸い込んだゴミが紙パックに入るのに…と思う

38 東京都

どのメーカーにしても、サイクロン式の掃除機は、結局、フィルター掃除が一番手間が掛かる。蛇腹式の溝が深いほど大変。外さなくてもスパッと埃まで落とせる構造だと嬉しいのに。もしくは、振るい落とせる掃除機専用掃除器があれば。

44 香川県

どの掃除機でも、使用していると本体が転がって使いづらくなります。持って歩くには重いし掃除しづらいので、逆さに転がらないような掃除機があればうれしいです。

33 大阪府

どの掃除機も簡易のダニ取り機がついていれば良いのに。

36 兵庫県

トルネオのフィルターの掃除がめんどくさいです。髪の毛がからまるととりにくいのでするっとゴミぽいできる製品がいいです。

39 岡山県

ナショナル 掃除機が重い。 もっと軽くして欲しい。

58 東京都

ナショナル 掃除機のコードがドアと床の隙間にはさまってしまうことがよくある。いちいちコードを元に戻すのが面倒。

49 東京都

ナショナル 古いものなので大きいし、音もうるさいし、排気口から出る空気も多い。 縦型のスリムなものが欲しい

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
55 石川県

ナショナル コードレスだと使いやすいと思います。

36 石川県

ナショナル ゴミがたまったら外して洗わないといけない事が面倒です

48 山形県

ナショナル ゴミパックの替えがいや

52 栃木県

ナショナル 以前はあまり感じなかったが年とともに重く感じてきて２階まで持ってあがるのが大変になってきた。 また、本体が立ってしまったり横になってしまったりするので軽いもので安定性の良いものに買い換えたいと思っている。

75 東京都

ナショナル 吸い取り口のブラシがうまく回っていない事がある。

68 千葉県

ナショナル 吸引力が途中から悪くなる、音がうるさい。 コンパクトで吸引力が強く・一定で、静かな事を希望します。

40 愛知県

ナショナル 紙パック式 パワーブラシが５年の間に２回も壊れた

31 兵庫県

ナショナル 重い、吸引力が弱い、

73 兵庫県

ナショナル 重くて持ち運びに不便

48 京都府

ナショナル 少し重いので軽かったらなって思います

67 愛媛県

ナショナル、角のホコリをとる取り外しのできる小さいブラシが、ぐらぐらして角度が固定できず再々手直ししなければならず煩わしい

51 東京都

ナショナル：もっと軽いといい。

42 千葉県

ナショナル・・・重い、大きい、持ち手が太くて握りにくい、デザインが可愛くない、細かいところを掃除しにくい。

33 大阪府

ナショナルのサイクロン掃除機。 子供が音を怖がるので、もっと静かな音なら良いのに…と思う事がある。

48 神奈川県 ノーブランド 毎回ごみ取りケースを洗わないといけないのが面倒
43 京都府

ノズルが気に入らない。 もっと吸い込みやすい、吸い口に工夫してくれたらいいのに。

53 兵庫県

ノズルが太すぎて細いところの掃除ができない。

46 神奈川県 ハイアール AQUA コードレスクリーナー ごみ捨てが大変、手が汚れる。 音がうるさい。
35 東京都

ハイアール 音がうるさい

21 兵庫県

パナソニック パワー＆プレス

2～3年で吸引力が劣り音も大きいです。

37 神奈川県 パナソニック 古い機種なので仕方ないが、小回りが利かない・布団やベッドに掃除機をかけにくい。
54 京都府

パナソニック

古い機種なので重いです。音もうるさい

58 兵庫県

パナソニック

長い間使っていると、吸塵力がよわくなる。

54 東京都

パナソニック 直角とか細い箇所が綺麗にならない。

56 東京都

パナソニック カーブをしながら掃除機をかけるとホースがよじれやすく不便

52 千葉県

パナソニック コードがあり重い。新しい機種なら違うかも。

48 大阪府

パナソニック コードがもっと巻き取りやすければいいのにと思います

61 埼玉県

パナソニック コードが邪魔・・。

37 東京都

パナソニック コードが長いほうがよい

27 兵庫県

パナソニック コードに本体が乗って動かなくなる。

43 東京都

パナソニック ゴミ集塵BOXのほこりがきれいに撮れないのが不満。

39 神奈川県 パナソニック サイクロン コードレスだったらいいなぁ。
35 大阪府

パナソニック すぐヘッドの回転が悪くなる

47 愛知県

パナソニック たまったごみすて不便です。手がよごれるのでいやです。

37 山形県

パナソニック ノズルの自動クリーニング機能があったら便利

38 神奈川県 パナソニック ハンディータイプのものがいいですね！ 今のは、引きずりながら掃除しているので壁にあたるし重いし・・ 歳をとるにつれて使いずらいです。
51 兵庫県

パナソニック ひっくり返らなければ もっといいな。

50 兵庫県

パナソニック フィルターにたまったほこりやゴミが掃除がしにくいのでもっとお手入れのしやすいものがほしい。 しまう場所がないので部屋にそのまま置いているのでおしゃれに置けるものだったらいい。

49 兵庫県

パナソニック フィルターのゴミが取れない すぐこける

58 埼玉県

パナソニック ブラシ付きのノズルが付属するとうれしい

59 埼玉県

パナソニック ブラシ付きのノズルを標準添付してほしい

45 大阪府

パナソニック ヘッドを外すと、細い所も吸いとれる小さいヘッドが付いているんですが、そのヘッドが固定になっていないので、地面はいいのですが四隅の壁上などの高い場所にはヘッドが動いて掃除しにくい。 後、どの掃除機もそうなんですが、
ヘッドを掃除する時にとりはずすネジ穴がもうちょっとしっかりしたものにしてほしい。

46 東京都

パナソニック もう少し軽いと階段掃除が楽

34 大阪府

パナソニック もっと軽かったらいいのに。

72 熊本県

パナソニック もっと軽くなれば良い

48 東京都

パナソニック もっと細いところを掃除できる機能がほしい。

48 東京都

パナソニック 安い物を買ったので、軽すぎて使いにくい

22 東京都

パナソニック 階段の掃除をするとき本体を持つので、もっと軽いといいなあ。

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
69 東京都

パナソニック 吸い取ったごみの処理が面倒

39 東京都

パナソニック 吸引力が弱い。

30 東京都

パナソニック 吸引力とより細かいすきまに入りやすい形だったらいいのに・・・

36 東京都

パナソニック 軽くてコードレスだったらいいのに

28 神奈川県 パナソニック 隙間掃除用のパイプがもっと使いやすかったらいいのに
51 東京都

パナソニック 最近のヘッドはモーターや、ブラシが付いていて本体より先に故障しやすい。

59 兵庫県

パナソニック 持ち運ぶのが重い。

43 東京都

パナソニック 集塵室のほこりがとりにくい

31 神奈川県 パナソニック 重い 吸い込みが弱い すぐゴミが溜まる
50 神奈川県 パナソニック 重い 年をとったからなのか重い 吸引力は変わらず小型化（軽量化）してほしい
60 大阪府

パナソニック 重い、ゴミの処理が面倒、音が大きい。

44 兵庫県

パナソニック 重いし、コンセントをいちいちつけかえるのが、三階たてなので、不便。

53 大阪府

パナソニック 重いですし 何度もコードを付け変えないと行けない・・・ 長～いコードであれば 広い家もＯＫなのに・・・と思います。

42 静岡県

パナソニック 重くて使いずらい

48 大阪府

パナソニック 重たい ホースを引っ張ると本体がかかとにあたって何回も痛い思いをしている

63 東京都

パナソニック 小回りが効かないので、くるくる自在に回るといいです。

39 大阪府

パナソニック 小回りが利かない

41 新潟県

パナソニック 昔のだから重たい

60 京都府

パナソニック 中の袋が安いといいのに

65 滋賀県

パナソニック 年齢とともに 軽くてコンパクトな掃除機をと

33 東京都

パナソニック 本体が重たくて出し入れが面倒

38 大阪府

パナソニック、コードが短い、重い、かといって、コンパクトサイズのは、ゴミ捨てが邪魔くさい

65 大阪府

パナソニック、コードが戻りにくい、

69 東京都

パナソニック、ゴミの始末

55 埼玉県

パナソニック、サイクロン式を使用しています。 最近は吸引力が少し落ちてきています。 私用して５年ぐらいでしょうか。

49 東京都

パナソニック、音が少し大きい

今使っているのは重くて 2階に持って上がるのが 苦痛です。

51 神奈川県 パナソニック、吸引力がおちる
55 大阪府

パナソニック、狭い隙間にも、ローラー付きのノズルが入ればもっと楽にきれいに出来るのに・・・

52 兵庫県

パナソニック、使ってるときに転がってしまうし、コードが短い。そのたびに手間が係ります。

59 福島県

パナソニック、紙パックの交換が面倒です。

43 東京都

パナソニック、部屋の角もきれいにゴミをすってほしい

31 神奈川県 パナソニック。 サイクロン式でなく、紙パックの中のゴミ・ほこりの処理に困っている。
67 大阪府

パナソニック。 重さもう少し軽くなれば。

52 兵庫県

パナソニック。 昔のキャにスターなので重いです。

56 東京都

パナソニック。コードの納まりがが悪い。

31 大阪府

パナソニック。もう少しコードが長ければよいと思う。広い範囲を掃除するのに不便。

51 岡山県

パナソニック。もう少し軽ければ。

63 埼玉県

パナソニック。もっと軽くて、ゴミの容量が大きいと良い。

55 神奈川県 パナソニック。もっと軽くて小回りがきくと良い。
49 大阪府

パナソニック。移動の際にひっくり返るところが不便

41 大阪府

パナソニック。音が大きくて、こどもが逃げます…

50 東京都

パナソニック。簡単に手入れができるので選びましたが、重い！主人主導で買ったので、本人はなんとも思わなかったみたいです。あの時、自分でも持ち上げて見ればよかった。

48 千葉県

パナソニック。仕舞う時にホースが邪魔です。

39 神奈川県 パナソニック。使っていくとフィルターにゴミがつまり、ゴミ掃除をしなければいけない事。埃アレルギー持ちなので、掃除のときに鼻が反応してしまい大変な思いを毎回する。紙の時の方が捨てるだけだったので、楽だったかも。
57 千葉県

パナソニック。省エネで床から離すと回転が止まってしまい、カーテンを掃除できない。

52 東京都

パナソニック。先端に回転するブラシがついているのでかえって吸い取りにくい気がする。

パナソニック／3年位前に購入しましたが重たい＆コードが引っかかり易い 重量＝２Ｆに上げるのに重いし持ちにくい。 コード＝掃除中にコードがからまない様に注意がいる ＊＊食事テーブルの下や台所を何時もサッサと簡単に掃除出来るコード
68 神奈川県
レスで軽い
物が欲しいです。
67 兵庫県

パナソニック/ダストボックスが水洗い出来れば

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
72 神奈川県 パナソニック：変え時なのか 吸い込みが悪くなった。
67 大阪府

パナソニック・もっと軽かったら良い。

45 兵庫県

パナソニック・隅のほこりがとれにくい

35 東京都

パナソニックで、ゴミが溜まってくると吸引力が落ちることです

26 東京都

パナソニックで、もっと軽ければいいのにと思います。

62 兵庫県

パナソニックです、少し重たいのが不便です

45 神奈川県 パナソニックです。排気がキレイというのが売りだったのに使ってみるとやはり排気は臭いです。ローズやシトラスなどのいい香りがすればいいのにと思います。そうしたら掃除するのも楽しくなりそうです。
51 東京都

パナソニックでブラシの部分が汚れやすい

38 京都府

パナソニックのサイクロン型掃除機を使用しています。 すぐに細かいゴミがたまり、フィルター掃除のランプがつくのが面倒です。フィルターの掃除をこまめにしないと吸引力も弱いので、カーペットのゴミ等なかなか取ってくれないのが難点です。掃
除機のフィルター掃除をもう少し簡単もしくは、あまりしなくて良い掃除機があれば嬉しいです。 後、重量が思いので、持ちながら階段の掃除はかなり疲れるので、もう少し本体とホースを軽くしてほしいですね。

66 神奈川県 パナソニックのサイクロン掃除機 溜まったハウスダストをすっきりと捨てたいが容器についているところが不便。
43 東京都

パナソニックのスティックタイプ掃除機。 小回りが利いて、収納も楽なのですが、吸引力がいまいちです。。。もう少し吸引力が強いといいなあ

28 神奈川県 パナソニックのスティック型。見た目は悪くないけどコードレスでもっと軽かったら便利。
57 大阪府

パナソニックのハンドクリーナー⇒すわない掃除機

48 大阪府

パナソニックのプチサイクロン。 収納した状態から取り出すときに、ダストボックスの取っ手が引っかかりすぐに外れてしまう。そして、細かいゴミが散らばってしまう。

38 埼玉県

パナソニックのもので10年以上前に買ったものです。コードレスでもっと音が静かだったらよいのにと思います。

40 埼玉県

パナソニックの紙タイプ。コンセントのコードが短いので3階まで掃除するのが大変です。

50 奈良県

パナソニックの紙パックタイプを使っています。 吸引力は気に入っていますが、やはり音がうるさいのが困ります。

44 東京都

パナソニックの紙パックの掃除機です。ノズルを横滑りで掃除できたら、便利だと思います。

52 東京都

パナソニックの紙パック式 吸引力がなくなってきても、紙パック交換サインがなかなか出ない。

45 東京都

パナソニックの紙パック式。 やはり、重いのと音がうるさい

44 東京都

パナソニックの紙パック式の掃除機。コードが邪魔で絡まったりするのを直しながら掃除をするのが大変。もう少し軽ければ狭いところやちょっと高いところも掃除がしやすいと思う。

44 奈良県

パナソニックの紙パック式を使っています。手元に小ノズルが固定できるようになっているのですが、それがふとしたはずみに外れることが多いです。あと、ブラシにほこりや髪の毛が絡みついたのを掃除するのがけっこう面倒です。 それと、商品自
体への要望ではないのですが、掃除機を売っているお店に言いたいことがあります。売り場にはたいてい掃除機の本体だけが並んでいて、ホースから先が展示されていないことが多いです。でも、私（消費者）が見たいのは、本体でなくホースの方
です。そっちが大事です。邪魔かもしれないけど、ちゃんとホースもつけて展示してください！

50 愛知県

パナソニックの紙パック式を使用。もっと吸引力のあるものにしたい。軽すぎて、ひっくり返っているので、安定したものがよいと思います。

35 大阪府

パナソニックの紙パック方式の掃除機 少し重たいので、もう少し軽々と移動できたらいいなぁと思います。

37 大阪府

パナソニックの掃除機です。不便はないですが。もっとコンパクトならいいかな？と思っています。今はエコで紙パックがないですね。しかし次回購入の際も紙パックがいいのです。

41 愛知県

パナソニックの掃除機の安いのを使っています。 使い始めて1年で部品にひびが入ってしまいましたが、それから2年も使っています。もっと丈夫で軽くて、コンパクト収納できる掃除機だったら良かったのにと思います。

36 愛知県

パナソニックの掃除機を愛用中 最新の掃除機ですがもっとごみを捨てる時・お手入れ楽にできる 掃除機が欲しいです

41 愛知県

パナソニックの掃除機を使っています。安いのを買ったためかすぐに部品が壊れてしまいました。もっと丈夫だったらよかったのに(泣)

37 岡山県

パナソニック音がうるさい。もう少しコンパクとだと掃除しやすい

34 千葉県

パナソニック使用してます。紙パックが直ぐにいっぱいになる、紙パックを変えて少しすると余りに細かい砂などは吸い込みが悪いので困ってます。やっぱり紙パックよりサイクロン式の方がいいのか、買い直すか悩み中です。

39 愛知県

パナソニック製 かなり旧型なので紙パック式なのが面倒

48 神奈川県 パナソニック製 サイクロン式で機能はよいが、キレイに保つのにお手入れが必要。
75 大阪府

パナソニック製 小型で使い勝手良い

48 神奈川県 パナソニック製。サイクロン式で紙パックなどは不要ですが、キレイに保つにはお手入れが少し大変かな。
65 東京都

パナソニック製品。コードが短い。もっと軽くしてほしい。

43 兵庫県

パナソニック製品を使用。サイクロン式の方が良いのかもしれませんが、開けてゴミを捨てる作業がどうも苦手で、紙パックを利用しています。ゴミをあまり見ずに捨てれる掃除機はないものでしょうか？

45 東京都

パワーは十分だが騒音をなんとかしたい

45 兵庫県

パワーブラシが壊れやすい。

35 静岡県

フィルターのごみをもっと簡単にキレイに落としたい

57 東京都

フィルターの掃除が面倒

36 大阪府

フィルターの掃除を楽にできるようにしてほしい。

68 大阪府

ブラシとところが、結構髪の毛とかが巻き付いているので、うまくとれるといいですが

32 神奈川県 ヘッドにホコリがついて不衛生になりがち。
48 東京都

ヘッドの引っ掛かりが嫌い。

50 千葉県

ヘッドの部分がもっと格安に替えられるとよい

38 埼玉県

ヘッドの部分にごみがたまる。

39 埼玉県

ヘッドの部分のブラシに髪の毛などがからまってまわらなくなる。

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
48 東京都

ホース、コードがすぐ絡まるので、改善してほしい。

48 東京都

ホースがねじれるので、使いずらい。コードもよくからまるので、改善してほしい。

45 埼玉県

ホース部分にリモコンがあるので、ホースが破ける度に高額な料金がかかります。 何とかしてもらいたいです。

35 三重県

ほこりくさい

45 埼玉県

マキタ コードレス

バッテリーの持ちが悪い

34 神奈川県 マキタ ハンディー掃除機 非常に使いやすい。もう少し吸引力があっても良いかも。
57 神奈川県 マキタ 使いやすいけど吸引力に欠ける
55 兵庫県

マキタ 充電時間が長い

55 島根県

マキタ・・・スイッチを使う間おしている状態なので、簡単に押せるボタンがあるといい。ゴミ捨て口が簡単に開いてしまうのでなのかいい方法があればいい。

54 神奈川県 マキタコードレスクリーナー・・・吸い込みが弱い
58 東京都

マキタのコードレスクリーナー バッテリーがもっと長持ちして手に入りやすいといい。

56 兵庫県

マキタのコードレスクリーナーえお使用。充電時間がもっと短時間だったらいい。

38 大阪府

マキタのコードレス掃除機です。 業務用だからよく吸うのかと思ったけど使い始めの頃だけでした。 付属品も別途購入した方が便利なものばかりだし、ちょっと残念。

34 東京都

マンション生活だと気になるのが階下への騒音。ヘッドのプラスチックがフローリングに当たる音がもう少し和らぐいいなーと思っています。

41 神奈川県 ミーレ もう少し小回りが利くといいなと思う。
75 埼玉県

メーカー：シャープ 使い勝手：先端部は使いやすいが、終わったとの本体機器の清掃に手間がかかる。

50 東京都

メーカー：ミーレ もっとコンパクトだったらいい

40 東京都

メーカー：日立 コードの巻取りが、1回で上手くいかないとイラつく。

29 千葉県

メーカー→MITSUBISHI もっと軽かったらいいのにと思います。

47 山形県

メーカーはシャープです。サイクロン式で音は以前使っているのより静かです。また、イオンが発生してクリーンな空気になると店員さんに勧められ購入しましたが、重くてでかいので使用すると疲れます、置き場所もなかなか場所を取ります。また、
吸いこみもだんだん悪くなったような気がします。ヘッドの吸い込みクリーナー部分に髪の毛がぐるぐる巻きついいて絡むのでいつもハサミなどで取らないといけないので困っています。もっとコンパクトで軽く髪の毛が絡まなければいいなと思いま
す。

31 東京都

メーカーはよくわからない、レオパレスのポイントでもらったもの。 ずっと使用しているが、やはり、吸引してゴミがたまる部分は定期的に洗えるものがいいと思う。また、ワンタッチで細かいところも掃除できたり、切り替えができた方が便利。

44 北海道

メーカーはわかりませんが、とにかく軽かったらいいのにと

46 千葉県

メーカーは不明 スティックタイプでモーターとごみ入れ一体型で」重い 充電式 もっと軽いのを

57 岡山県

メーカー不明でサイクロン掃除機です。 軽くて使いやすいし色もピンクで可愛いので気に入ってネットで買いましたが、段々と吸引力が落ちて来ました。サイクロンは難しいですね。

21 兵庫県

メーカー名 パナソニック

72 千葉県

メーカー名 東芝

29 大阪府

メーカー名:シャープ ヘッドが不安定というか硬い？もっとヘッドの使い心地が滑らかだったらいいと思う。

29 東京都

メーカー名：全般 もっとコードレスの掃除機の稼働時間が長かったらいいのに。

28 大阪府

メーカー名；三洋電機 吸い込みが変化する、移動時作業掃除範囲が面倒だ

43 埼玉県

メーカー名・ツインバード 溜まったゴミを掃除するとき、ゴミが飛び散らなければいいのにと思います。

重いので、軽量化してほしいです

サイクロン式掃除機のフィルター掃除が面倒。

51 大阪府

メーカー名は覚えていない。吸塵力が永らく落ちないままだと、もっと便利。

37 福岡県

メーカー名は覚えていませんが、コードの長さが限られているので何度も差し替えをしてかけなければならないのがめんどくさい。掃除機を引っ張りながらかけているが重いし小回りが利かない。ノズルが短くなったり、力を入れてかけようとすると腰
が痛い。付属ヘッドが多いと収納に困る。もっと軽くて、吸ったごみをその都度そのまま捨てられるようにビニール袋がつけられるタイプがあるとランニングコストもかからずいいと思います。（吸ったのをゴミ箱へ、のタイプはほこりが舞ったり、洗った
りの手間があると聞いたので…。）

29 沖縄県

メーカー名不明。コードレスだけど重くて...拭き掃除の方がらくだから、なかなか使わない。

53 京都府

メーカに限らず、今時の掃除機はスイッチ部分がハンドルになっているものがほとんどで、鳥籠の出入口に先を突っ込んで掃除するのにハンドル部分が邪魔で使えない・・・昔の唯の棒状態にちょこっとスイッチが付いているものが欲しい

39 大阪府

メーカは東芝 サイクロン式を使っています。もう少し音を小さくしてほしいです

42 東京都

メンテナンスのための掃除機の掃除が大変。

47 神奈川県 もう少し狭い場所、薄い場所にヘッドが入ったらなーと、常々思います。
48 神奈川県 もう少し軽いと楽でいい
49 東京都

もう少し軽いと使いやすくなると思うが

62 神奈川県 もっと軽いといい。
45 岡山県

もっと軽いといい。

31 大阪府

もっと軽いと助かる

62 大阪府

もっと軽かったらいいのに サイクロン掃除機を使っています

39 神奈川県 もっと軽かったら良いのに。
37 千葉県

もっと軽くしてほしい

42 愛知県

もっと軽くて静かだったら。

40 愛媛県

もっと軽くなればいいのにと思っています。

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
43 神奈川県 もっと掃除機の掃除が楽だと嬉しい。
49 東京都

もっと動作音が静かであると良い

33 福岡県

もっと壁とタンスの狭い所にも入る細いチューブみたいなストローみたいなのがあればいいのにと思います。タンスの移動は重労働なのでなかなか出来ずに毎回ホコリだらけです。

58 香川県

モップみたいな部品がつけかえできたらな。

41 東京都

リビングに、コンパクトに収納したい。

33 大阪府

ルンバ バッテリー代がもっと安かったらいいのに！

46 東京都

ルンバ ゴミがすてにくい

55 東京都

ルンバ ゴミの取り残しが減るとうれしい 同時に拭き掃除も出来るともっと良い

41 神奈川県 ルンバ 吸引力がもっとアップしてほしい
42 兵庫県

ルンバ 隅っこのが弱いかな。

39 神奈川県 ルンバ 便利だけど、お手入れが大変。
51 千葉県

ルンバ、もっと薄型ならいいのに。

52 東京都

ルンバ、最近途中で力尽きてしまうので、もっとバッテリーの持ちが良かったらいいのに・・

42 東京都

ルンバ、毎年メンテが高額なのはいかがなものか・・・

30 愛知県

ルンバ。角の部分が掃除されずにホコリがたまるので、角までお掃除できるようになると嬉しい

37 神奈川県 ルンバ：ルンバ自体の掃除が大変。掃除機の掃除が簡単にできるものならいい
47 京都府

ルンバ：隅をもう少しきれいにできるとなおいい

27 埼玉県

ルンバだが、はじがとれない

43 東京都

ルンバです。和室と玄関マットで埃を3箇所以上落ちるので、毎回拾う事が面倒。

41 千葉県

ルンバの音がもっと静かだったら良いと思いました。

24 大阪府

レイコップ。布団用掃除機ですが、効果はあるように思うのですが、片手で使用するには重く、使いにくいです。もう少し軽くするか、ローラーをつけて滑りやすくするともう少し使用頻度も増えると思います。

41 和歌山県 レイコップと悩み、布団も床も兼用したくてUVウルトラバックを購入したものの…フィルター掃除がしづらいのと床掃除がしづらく古い紙パック式掃除機をそのまま使用中。新たに床専用の掃除機を検討しています。
43 栃木県

安い掃除機なので、メーカーがわからない。小さい吸い口に変えるのが面倒。

28 東京都

一人暮らしの場合、軽くて小回りのきく場所をとらない小さな物、静音があれば良いなと思います。

54 北海道

永年、日立の充電式掃除機を使っておりますが、少し前から充電が不十分になり始めました。どのメーカーの商品も同じなのでしょうか？

47 東京都

押し入れにうまく収納できないので出しっぱなしにしている。

38 大阪府

音がうるさい

56 兵庫県

音がうるさい 掃除機に溜まったゴミの掃除が面倒

33 埼玉県

音がうるさい。

77 千葉県

音がうるさい。もう少し静かだったら良いのにとおもってつかっています

36 埼玉県

音がうるさいの

30 群馬県

音がしずかなら嬉しい

38 神奈川県 音がもっともっと静かになってほしい。夜中でも安心して窓を開けてかけられるようなもの
42 東京都

音がもっと静かだったら良いと思います。

30 東京都

音が静かだったら。

37 静岡県

音が静かだとうれしい

30 東京都

音が静で動かしやすいと嬉しいです。

53 広島県

音が大きいです。

31 栃木県

音と匂い

57 兵庫県

何十年も前に購入した日立製を使用しています。昔の製品なのでとにかく重いのですが吸引力は今もかなりのものです。次回購入時には軽くて静かでコードレスでも使用できリビングに出しっぱなしにしていてもオシャレな製品、そして最近発売され
たと思うのですがブロワーにもなるという掃除機に注目しています。

37 静岡県

確か三菱、音が、もう少し静かだとうれしいです

45 東京都

楽天市場のシバデンというところで購入した、オリジナルのサイクロン掃除機。小さくて軽いのは良いが、ホースがやわらかいので這いつくばるようにして使用しなければならないのが不便。

58 香川県

吸い込みがいいものは重たい。軽くて吸い込みが良くて先がモップみたいで扱いやすいのが欲しいな。

30 大阪府

吸い込み口が大きいので狭い隙間に入らない。 自走式の掃除機は逆送させても壊れないのか？と疑問に思う。

49 東京都

吸い込み口のパーツがせまくなったり広くなったりができるといい いちいち取り替えが面倒 日立

31 北海道

吸い込み口のローラーに髪の毛が引っかかってローラーが回らなくなる 日立 紙パック式

30 宮城県

吸い込み口の幅まできっちり吸引できたらなー いちいちノズル変えるのが面倒

56 神奈川県 吸い込み口を交換せずにいろんな所を掃除出来ると嬉しいです

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
60 埼玉県

吸い取ったゴミ・埃の処理

66 大阪府

吸い取りがイマイチかなあ

46 広島県

吸うではなく吐くがほしいです。

44 東京都

吸引力が持続すればいいのに

44 東京都

吸引力が持続すればいいのに

44 東京都

吸引力が持続すればいいのに

45 兵庫県

吸引力が弱い…かんじです。残念。三菱です

33 大阪府

吸引力が弱すぎ

42 岐阜県

吸引力が少ない気がする

39 東京都

吸引力抜群のダイソンの掃除機ですが、願わくばもうすこし音が小さければ・・・と。

68 兵庫県

狭い範囲に掃除機をかけにくいのが何とかなるといいのに。キャニスターのものを使用中。

51 京都府

隅が掃除しきれず、何度も先の広いのと細いのを変えながら掃除するのが手間

48 神奈川県 隅っこが掃除しずらい
44 京都府

隅っこも楽々吸い込めたらいいと思う。

28 滋賀県

隅のごみもきれいに吸いこんでほしいな、と思う

50 大阪府

型が古いのかもわからないですが、ブラシの先に付く綿ぼこリが取りづらいのがイヤ。

53 滋賀県

軽いといいのに。

34 京都府

軽いとよい

52 大阪府

軽いのがいい

34 福岡県

軽いもの

42 福岡県

軽い掃除機がほしいです♪

28 福岡県

軽かったらいいのに！といつも思います！

49 東京都

軽かったら運びやすいのになあ。東芝。

55 神奈川県 軽かったら良い
43 兵庫県

軽く 自動でゴミや埃を落とす機能があって 安価なもの。吸引力が落ちないもの。

45 鹿児島県 軽くて隙間にも入る長めの吸い取り口があると便利。
51 大阪府

軽すぎて、すぐ、ひっくり返ります。

34 愛媛県

軽量でラクラク持ち上げれるコロコロタイプの掃除かがあれば嬉しい

39 大阪府

軽量で小回りが効くといい。

24 神奈川県 古いコンセントタイプのものを使っているのですが、年季が入っているのでコンセントをうまく巻き取らなくなりそれがすごく不便に思います。
56 広島県

古いのでナショナル 音がうるさい

35 東京都

古い掃除機なのですが、紙パックの交換がしづらいのが難点だなと思っています。

57 大阪府

高価なダイソンの掃除機を購入したが普段は、安いスティック型の掃除機を使ってます。もう少しゴミ入れフィルターが大きければと思うし、パワーも もう少し欲しいかなぁと感じるが、手軽で立てかけておけるので使いがってが良いので気に入ってま
す

61 北海道

腰が痛くなる。

42 大阪府

腰が痛くなるので、長さがうまく調節できるか、なにか工夫があると嬉しい

47 北海道

今はシャープ。もっと軽かったら良いのに‥吸引力考えると仕方ないのかなあと思いますが年齢を重ねるとキツイ時が（笑）

62 宮城県

最近、マキタの掃除機に変えました。とても軽くコードがないので、掃除がおっくでなくなり満足ですが、カーペットはあまり取れないかな・・・。髪の毛、糸くずが一番やっかいなんですよね。

36 大阪府

細かい汚れを吸い取ってくれるのはいいが、乾いた米粒などをすってくれない

55 東京都

細長い、ブラシノズルが使いにくい。 ブラシ部分が長い刷毛のような形状なのだが、すぐ髪の毛がからまったりして取りにくく不衛生。

62 千葉県

三菱 ２～３回の使用で吸引力が落ちるような感じがして、お知らせランプがつく前にごみを捨てている。もう少し長い持続力を期待したい。

71 埼玉県

三菱

56 福岡県

三菱 ヘッド部分が厚みがあって 隙間に入らない。 パイプ部分の片付けようの フックが コードなどに引っかかって 掃除しにくい。

43 長野県

三菱 重くて音がうるさいので、軽くて静かで良く吸い取ってくれるものが理想です。

40 大阪府

三菱 とにかく大きくておもたい コンパクトにしてほしい

53 埼玉県

三菱 ベッドの下を掃除する時などは長さが足りないのでもっと長さがあればいいと思う。

51 千葉県

三菱 ペットの毛がもっととれると良い

46 東京都

三菱 もう少し小さくて軽いと良いと思っています

コ－ドの長さが短いので後２０センチ長いほうが使いよいです。

41 神奈川県 三菱 もっとコンパクトで軽かったら持ち運びが楽でいいのに。 それだったらもっと掃除するのになあ。

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
41 東京都

三菱 もっと軽いと便利です

55 兵庫県

三菱 もっと軽かったらいのにと思います。

66 滋賀県

三菱 引っ張るのが重いです。もっと軽いほうが良い。

35 東京都

三菱 音が静かで子供がいやがらない可愛らしい形や柄があればいいのに

34 神奈川県 三菱 音は静かにもっと吸い取ってほしい
42 大阪府

三菱 階段が掃除しにくい(三角なので)

52 栃木県

三菱 吸い口のブラシに髪の毛が絡まってしまう。自動で取れればいいのにと思う。

37 神奈川県 三菱 吸い込み口についているローラーにゴミが絡みついてしまう。
56 岡山県

三菱 隙間お掃除しにくい

55 茨城県

三菱 紙パックの交換がスムーズに入らなくて不便。使用中でも吸い込みノズルが自立すると便利。

40 神奈川県 三菱 重い
49 東京都

三菱 重いのでもっと軽くしてほしい

51 神奈川県 三菱 切りスイッチの位置が押しづらい。他の入りスイッチとは違う形状にする等、見なくても切れるスイッチがいい
45 神奈川県 三菱 大分軽くなって楽になったのですが、コードレスだと尚使いやすいかも。
49 東京都

三菱 排気の空気が臭いからあまり使いたくないです。排気のない物があればいいのに。

48 京都府

三菱 排気口からのにおいがきつい

73 兵庫県

三菱 柄がもう少し長いと楽になるような気がする。（現有は９３ｃｍ）

38 兵庫県

三菱，結構音がうるさく，重いので，静かで軽いものがよい

58 神奈川県 三菱、うるさい
63 東京都

三菱、サイクロン方式なので軽くてよいのですが、アタッチメントがついていないのでブラシと先の長いものが欲しいです。

55 京都府

三菱、もっと軽かったらいいのにとは思います。

66 愛知県

三菱、音が大きくてうるさい。

65 東京都

三菱、古いもの。後ろから埃が出てるみたい。埃が出ないような、どんな最新のものがあるのかしらと思っている。

37 鹿児島県 三菱、重たい。配線がじゃま。
36 東京都

三菱。コードが固い

58 愛知県

三菱。もっと強力な吸引力がほしい。

48 千葉県

三菱。もっと軽いほうがいい。ブラシつきの部分がしっかり固定されず、使っているときにまがってしまうので使いにくい。

69 大阪府

三菱。音が大きいのが難点。

39 大阪府

三菱。吸引力が落ちないといいな。

52 東京都

三菱。古いので最新型に買い替えようと思っている。

67 兵庫県

三菱。臭いが気になる。もっとコンパクトで軽くて吸塵力があればうれしい。

45 大阪府

三菱。本体がすぐにひっくり返るし、重たいです。

49 兵庫県

三菱/重い

37 兵庫県

三菱・色々部分用のパーツがついているが、付け替えが面倒

64 東京都

三菱でんき 本体がもっと軽かったらいいのに

47 兵庫県

三菱のコンパクト掃除機を最近購入しました。 狭いわが家にはぴったりのサイズ感で気に入っているのですが、気になるとすれば、音です。パワーの切り替えを大きくすると結構な音がするので集合住宅では気になります。

74 神奈川県 三菱の紙カップ式を使用していたがダイソンロボット掃除機に魅力を感じこれに代えた、しかし気ずいてみると、あちこちに引っかかり立ち往生状態多々発生これが面倒となり昨今はまた元に戻し古いのをつかっている。
35 兵庫県

三菱の風神。ゴミを捨てるときに、埃だらけの部品を置く場所がない。布団用が簡単すぎて、本当に掃除できているか疑問。

38 新潟県

三菱の風神のホースが太くて動きが悪く不便に思っています

33 大阪府

三菱電機 サイクロン式を使用しているが、塵が舞うので有害。 紙パック式が一番と実感しております。

60 滋賀県

三菱電機 すぐひっくりかえる

43 兵庫県

三菱電機 ふとん専用ブラシも購入しましたが、シーツを吸い込むことがあり 使いにくい。

75 兵庫県

三菱電機 音が大きい

49 東京都

三菱電機 紙パックの交換が面倒なので、次回は紙パックなしのものを購入予定。

44 東京都

三菱電機 重いのでもっと軽くてコンパクトが良い。ごみ袋の出し入れがやりずらい。

31 大阪府

三菱電機 掃除機の臭いが嫌。 より吸引力があって音が小さければ・・・とつくづく思う。

67 神奈川県 三菱電機、コードが絡む
53 神奈川県 三菱電機Iスティック。カラーバリエーションがもう少しあるといい。

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
45 埼玉県

三菱電機製を使っています。不便です。吸引力が今一ですね。

52 京都府

三菱電機製品、もっとコードが長いとたくさんの部屋の掃除ができる。コードレスパワーが弱い。

36 広島県

三菱電気 滑りにくい。排気が臭い。吸引が弱い

42 東京都

三菱電気 重量がある。

54 福岡県

三洋 ヘッドの厚みがもう少し薄いと隙間の掃除がしやすくていいのに…と思う。

51 兵庫県

三洋電機

62 千葉県

三洋電機、重い、うるさい。 もっと、軽くて、静かだったらいいのに。

48 東京都

三洋電機。コードがもっと伸びたらいいのに…。

34 埼玉県

三洋電機のもの。次に買うなら拭き掃除機能つきのものも気になる。子供が小さいので排気がキレイなものがいい。

46 静岡県

山善 ホースが絡まる、重たい

50 埼玉県

使用していると、熱くなるが、涼しい風が出たら嬉しい

紙パックが高い

47 福岡県

私の後をついてこない掃除機が嫌い。シャープです。

42 大阪府

私はマキタの軽量なコードレス充電掃除機を使用しているので非常に楽ちんなのですが、実家のエレクトロラックス充電掃除機が重いわ、充電切れるの早いわ、やたらデカいわと使い勝手最悪です。掃除機は普段家事する人が選択すればこんなヒ
ドイ商品、売り場に並ばないと思います。

47 北海道

紙パックと真空とで、メリット・デメリットが相反している。ゴミの捨て方において何か画期的な方式は無いのでしょうか？

50 神奈川県 紙パック使用のもの→専用紙パックが結構お高い
45 千葉県

紙パックなしのもの→ごみ捨て簡単とのことだが、フィルターの目詰まりや容器を洗うのがけっこう面倒

紙パック式掃除機 保管しているときのにおいが少ないともっと良いのに

55 神奈川県 持ち運びが重い
54 大阪府

自然食品で購入した旭硝子 水フィルターの掃除機を使用しているが重たくて水をその都度交換しなければならないので、とても不便を感じている

48 広島県

手元にスイッチがなく不便

35 宮城県

手入れが簡単で、吸引力の凄い掃除機が欲しいです

44 大阪府

臭いがきになります。

35 北海道

充電がすぐ切れる。 髪の毛が引っ掛かる

49 神奈川県 充電時間短縮
40 兵庫県

縦型のそうじき長い髪の毛は入り口で絡まってうまく吸い込んでくれない。時々吸い込み口にはさみを入れ毛を短くきっています。ほんま不便です

62 東京都

重い

51 東京都

重い！

32 兵庫県

重い、ゴミがすぐ溜まる

39 東京都

重い、小回りが利かない

40 千葉県

重いので２階に運ぶのが大変。今の機能はそのままで、もう少し軽量化されると嬉しいです。

30 大阪府

重くて動きにくいので、もっと軽かったらいいのにと思います。

52 東京都

重たい、すぐ使えないこと。

62 東京都

出し入れ組み立てが面倒

42 大阪府

小さくて子供にも使えそうなものがほしい

40 香川県

小回りがききにくい

45 京都府

少しかがんで掃除機をかけるので腰が痛いです。 だいぶ古いからか音もうるさいです。 メーカーは東芝です。

69 神奈川県 松下 ホースの寿命が短い、もっと長持ちするようにしてほしい。
63 岡山県

松下 重い

24 東京都

場所をとるので困る。中身を掃除するのが億劫

48 神奈川県 拭き掃除も一緒にできればいいのにと思います。
60 大阪府

昔のサンヨー製の掃除機をそのまま使っています。昔の機械ですから吸引力が弱く、その割には音が大きくて、不便な掃除機の典型のようです。

51 神奈川県 切スイッチの位置と形 他のと変えて見ないでもすぐ切れるようになるといい
58 広島県

先端部分が用途に合わせてワンタッチで変えることができるとうれしい。

30 埼玉県

前はスティック型を使っていましたが、吸引力重視で普通？の形の掃除機にしたら、掃除の途中に自立させるのが難しくくて困っています。

30 埼玉県

掃除機がもっと小さいと良いです

55 千葉県

掃除機が重すぎる。ナショナル

38 大阪府

掃除機が良くひっくり返る

38 静岡県

掃除機のお手入れが楽だったらいいのに

41 神奈川県 掃除機のブラシの先の交換が面倒。力を入れなくても抜き差しできないものかと思います。

コードレス充電式掃除機があれば手軽に好きなときに掃除ができ便利だと思う

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
43 神奈川県 掃除機のヘッド周囲に、ゴム等の緩衝剤的なものを付加してほしい。そうすれば壁際を掃除する際、壁とぶつかる音が緩和され、マンション等の共同住宅居住者にとって朗報となると思います。
68 大阪府

掃除機の安売りを買いましたが使い勝手が悪く困っています

44 東京都

掃除機の後ろから出る空気のにおいがやだ

37 神奈川県 掃除機の掃除がらくならいいのに
39 岡山県

掃除機の掃除が楽だったら

43 兵庫県

掃除機の掃除が簡単だったらいいと思います

54 神奈川県 掃除機の中にたまったごみをまめに捨てるのがめんどくさい。
55 埼玉県

掃除機は「日立」を使っています。モーターを使う電気製品は日立がいいと聞いているのでずっと日立を使っています。機能的には満足ですが、重いのが困ります。機能はそのままにもう少し軽くなってほしいです。

49 東京都

掃除機を使用中、熱くなるのがだめ。汗をかいてしまう。。

33 滋賀県

掃除機何台かあるけど、すべてコードが邪魔。かといって、コードレスだと、パワーがなくて不満。

45 東京都

窓を開けて換気しないで、使えたら良いのに。

59 千葉県

騒音が少ない。機能が優れていて安価な物

54 千葉県

大きくて収納がしにくい。

37 大阪府

置いてあってもインテリアになる掃除機が良い。

44 愛媛県

直ぐにコケる。

49 埼玉県

通販で買ったダイソンのコードレスクリーナー。 吸引力はさすが、ただモーターヘッドがON/OFFできないので、我が家のフローリングには傷が付いてしまうので使えなかった。もったいないので布団用に使っています。良くゴミがとれます。切り替え機
能が欲しかった。

62 神奈川県 電源コードが本当に邪魔に感じる
50 千葉県

東芝 古いタイプで重いので持ち運びが大変。

59 兵庫県

東芝

38 大阪府

東芝 フローリングとマットの段差で躓くのが使いにくい

53 滋賀県

東芝 引っ張ると転倒する。コードが絡む

56 東京都

東芝 角っことか、なかなか吸い込まない。吸引力が長く使っていると弱くなる。 しまうのに場所をとる。

43 東京都

東芝

重い

43 東京都

東芝

重い

72 岡山県

東芝 重たいので持ち運ぶのに手間がかかる 軽ければいいのに。階段の掃除が楽にるから。

46 兵庫県

東芝 小回りがききにくい、ちょっと重い、本体に持ち手を掛けるトコが弱い（壊れて使えない）

41 岡山県

東芝 掃除機が重たい。もっと軽くして欲しい。

73 千葉県

東芝 …

35 兵庫県

東芝 あまり実際のところ吸い込みの力がないようなきがする

サイクロン型 とにかく重い。掃除機をかけたいのに階段の掃除が大変。分解しての掃除も面倒。フィルターがすぐに目詰まりし音が大きくなる。お手入れの簡単さを求めるなら紙パック式なのか…吸引力とお手入れ簡単を両立してほしい。

もう少し音が静かだと良いと思います。

38 東京都

東芝 コードが絡まる

75 東京都

東芝 コードの巻取り機能が強くて掃除の最中にコンセントから外れてしまう 巻取りを防ぐためにハンカチ大の布をまきつけてストップをかけるのですがそれでも巻取りリールが働いてバチンとはずててしまう うんざりしてますが直し方がわかりませ
ん。

41 神奈川県 東芝 コードレスが長時間持続するといい。
52 神奈川県 東芝 コードレスのスティック方式だったらいいのに
67 広島県

東芝 ゴミの紙パックの取り替えが面倒 コードレスが良いなとおもいます

35 和歌山県 東芝 ごみパックがいっぱいになっても表示がないのでわからない
42 大阪府

東芝 ゴミ容量が小さい

56 神奈川県 東芝 サイクロン式だがフィルターを毎回掃除しないといけないのがめんどくさい。移動も前後だけではなく、前後左右スムーズに動くと良さそう。ヘッドが小さく軽いところは満足している。
48 東京都

東芝 ダストボックスの掃除がかなり大変

47 京都府

東芝 ノズルを本体にひっかけるところが小さいので外れやすく、収納しにくい。ホースを本体にひっかけるところがないので、収納しにくい。

35 東京都

東芝 フィルターに付く汚れが取れづらい

64 京都府

東芝 フィルターの掃除

50 福岡県

東芝 ヘッド部分に髪の毛がからまってよくない。いちいちはさみでカットする。 吸い込み口の工夫がほしい。ふき掃除がまとめてできるといいな

50 大阪府

東芝 ホースがもう少し長いとつかいやすい

60 千葉県

東芝 もう少しコードが長いと便利かな まぁコードレスが良いのかもしれないけど友人は吸い込みが悪いと言っていました。帯に短したすきに長しでしょうか

35 東京都

東芝 もう少し吸引力が強かったらもっといいです。

50 神奈川県 東芝 もう少し小型のものが欲しい。 お手入れも手間なものが多いと思います。 実際に使う人が作ったものではないのではといつも感じています。
44 北海道

東芝 もっと吸い口が細いだけじゃなくてほそーいながーい棒のようになってて隙間のゴミを吸い取りたいです。（ベッドと壁の間とかヘッドが入らないので）掃除しやすいと思う。

50 兵庫県

東芝 もっと本体が軽かったらいいのに。

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
48 東京都

東芝 安価なものを購入したせいか、よく、ひっくり返ってしまいます。 なぜ！？とちょっといらいらしながら戻すのですが、 また・・・

43 千葉県

東芝 吸い口を代えるのが面倒

53 神奈川県 東芝 吸い込み口に髪の毛がからまると取り除くのが大変であること。
38 千葉県

東芝 吸引力が弱い

41 熊本県

東芝 最近買い換え、収納がちょっと。

58 兵庫県

東芝 使いやすいがブラシが付いていないのが不便。

31 神奈川県 東芝 使い方が悪いのか重くて疲れる
64 神奈川県 東芝 使用勝手によりホ－ス部品を変える時、年寄なので少し固いかなと思います。
35 兵庫県

東芝 紙パックが変え難い

51 東京都

東芝 紙パックの為、吸引力がだんだん弱くなる。

51 東京都

東芝 手元ブラシの位置が付け替えるときに遠くて不便 結構まめに替えるので一番上の方にあるとよい ローラーに絡まった毛がとりにくい

63 兵庫県

東芝 収納が不便

41 宮城県

東芝 収納時にホースが不安定 掃除時にタイヤが引っ掛かる デザインが悪い

55 東京都

東芝 重い、もっと軽く

44 東京都

東芝 重いのと充電式なので、使う時間が短いのといつも充電しないと使えないので不便。 掃除機をかけながら同時に充電できる機能 があって掃除も簡単な物。 あと、髪の毛やホコリを綺麗に取れるように先の付け替えで床のふき取りも同時に し
たい。

55 鹿児島県 東芝 重くて、ホースがからんで使いにくい。
47 大阪府

東芝 重たいしかさばるので、もっともっと軽量化小型化して欲しい！

43 大阪府

東芝 重たいのでもっと軽くしてほしい。

49 神奈川県 東芝 小回りが利かない すぐひっくりかえってしまう 音がうるさいなど
38 兵庫県

東芝 先をブラシ付きに変えれたりして、隙間を掃除しやすくなっていたらいいのにな。

34 大阪府

東芝 掃除機としては最高。もっと値段が安かったらいいな。お手入れが簡単だったらいいな。掃除機の音が小さかったらいいな。

53 兵庫県

東芝 付属部品がすぐ外れて収納しにくい

36 愛知県

東芝 柄が外れやすい。ブラシの付け替えが手間。ブラシが内蔵されていると助かります。

42 大阪府

東芝、ごみ収集容量が少ない

40 千葉県

東芝、吸い込みがいまひとつです

37 大阪府

東芝、吸い込みが弱い気がする。 もっと吸引力があって静かだったらいいな。 ダイソンは高すぎる。

58 神奈川県 東芝、使い易いが重い。。もっと軽量にして欲しい
33 兵庫県

東芝、手入れをこまめにしないとつまる

37 大阪府

東芝、重い

51 兵庫県

東芝、重すぎて使いにくい。

36 東京都

東芝、本体が重い。

46 兵庫県

東芝、本体が重たいので扱いにくいです

63 千葉県

東芝、絨毯のゴミが取れない

44 東京都

東芝。 もっと軽くてコードが長かったらいいのに

34 東京都

東芝。 吸引力が強くなったらいいな

47 東京都

東芝。。。。もっと軽くて小さい方が便利だと思います。

51 東京都

東芝。コードがもう少し長ければよい。

28 奈良県

東芝。とにかくコードが邪魔。軽いのはありがたいけど、その反面すぐにひっくり返っちゃいます。あと、臭いが気になるので、いい香りの空気だったらいいのになぁと思います

64 千葉県

東芝。もっと吸い込みの力があれば

48 東京都

東芝。もっと吸引力が強かったら良いのにと思います。

54 東京都

東芝。もっと細やかに吸い取る、かつ軽いものがほしい

33 東京都

東芝。よく取れるのですが、フィルタの交換、掃除が面倒。掃除機内のごみがなかなか取れない。

40 大阪府

東芝。吸引力が低いのが残念です。

42 京都府

東芝。高いところの掃除がしにくい。

33 兵庫県

東芝。重い。コードがあると邪魔。

67 東京都

東芝。重い。軽くしてほしい。

54 兵庫県

東芝。重たい。隅のごみを取り残す。充電式コードレスで軽くて隅までキレイにゴミを取ってくれると嬉しいです。

47 栃木県

東芝：ついて来て欲しい体勢でついてこない。ひっくり返る。

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
43 千葉県

東芝：吸引力が弱ってきていて絨毯の髪の毛が吸い取れない

54 東京都

東芝おとがうるさいな

50 大阪府

東芝サイクロンくりーなー 小回りが効きにくい。

30 兵庫県

東芝だと思うのですがトルネオ掃除機のごみ捨てが個人的に結構面倒と思います。 私は紙を設置してでポイっと捨てるものしか使ったことがありませんでしたので、器具を外したり、ブラシ（付いている）でゴミが溜まっているところを掃除したり、と大
変かな、と思います。

43 千葉県

東芝です。 吸いこみが悪いです。掃除機をかけても、細かいごみがとれてないことが多いです。もっと吸いこみがいいといいのになと思います。

57 福岡県

東芝です。店頭で吸引力が強いときいて買ったが 重いので もう少しコンパクトで軽ければいいのにと思います。

42 千葉県

東芝トルネード。重い、老人に不向き。小さく軽く吸引が強いのが欲しい。

64 神奈川県 東芝と日立製品。かなり大型の掃除機なので、重たいのが気になります。
43 滋賀県

東芝のサイクロンですが、吸引力が弱くて。

50 東京都

東芝のサイクロンなんですがペットを飼っているのでどうしても毛が出るせいかゴミがすぐたまってしまう

49 東京都

東芝のサイクロン掃除機。 フィルターの掃除をもっと簡単で綺麗に出来ると良いと思います。

32 東京都

東芝のショルダーにできるコンパクトな掃除機を使っています。場所もとらず肩にもかけられて便利ですが、充電式なのでちょっと充電の持ちが悪いかなと感じます。

29 北海道

東芝のスティックタイプを使っているのですが、置いている時不安定で倒れやすいのを改善してほしい。

36 千葉県

東芝のトルネオを使っています。省エネモードがあるのはいいのですが、もっと小回りが利く掃除機であるといいです。

54 埼玉県

東芝のトルネオを使用しているが、ヘッドの回転ブラシに髪の毛等が絡んだときに掃除をしているが、掃除がしずらくて毎回困っている。

40 大阪府

東芝の吸引力が弱い。

50 神奈川県 東芝の重い、うるさい、お手入れが大変な掃除機を使っています。 軽くて静かなメンテナンスが楽な掃除機がほしい！
28 東京都

東芝の少々昔の掃除機なのですが、省エネモードにするとあまりゴミを吸引できず、朝早くから大きな音で掃除機をかけるのが気兼ねです・・

43 大阪府

東芝の掃除機。実際に商品の現物を確かめず、ジャパネットで購入した結果、重い！うるさい！ほぼ使えない…。

39 兵庫県

東芝の掃除機。小回りが利かない。障害物にあたりなかなか行きたい方向にスムーズに進めない。細かい所の吸引分けにホース先を取り替えるのが面倒。

35 神奈川県 東芝の掃除機。掃除機をかけてるときの排気の匂いが気になるので、もっと改善してほしいです。
37 東京都

東芝の掃除機。部屋の隅のほこりを取りにくい。ほこりが残ってしまう時がある。

42 愛知県

東芝の掃除機です。吸引力が小さいのでゴミをしっかりキャッチしてくれないのが不満です。

30 神奈川県 東芝の掃除機を使っています。どうしてもヘッドの部分のホコリや髪の毛がからまります。どうにかならないものか。。。
48 兵庫県

東芝の掃除機を使っています。ヤマダ電機のオリジナルで、値段が安かったのはいいのですが、壊れやすくてあちこちガタがきています。もっと丈夫だったらいいなと思います。

38 東京都

東芝の掃除機を使っています。壊れないので丈夫なのですが、すぐに詰まるマークが点灯するので、ホコリが細部につまりにくいものが欲しい。

43 神奈川県 東芝の掃除機を使用してます。紙パックなしのタイプのものを使ってますが、1度使用するたびにフィルター掃除をしないと吸引力が落ちてしまうのが悩みです。フィルターの手入れが簡単な掃除機があったら、使用してみたいです。
39 東京都

東芝を使っています。 掃除機自体が重くて、２ＬＤＫですが全部かけるだけでクタクタです。。。 もうちょっと軽いものだと嬉しいです！！

51 愛知県

東芝紙パック式掃除機。先端ブラシ部分が外してまるごと洗えるのですが、使用している最中に勝手に外れてしまう。ガムテープで補強しているので、格好悪い。

77 大阪府

東芝製 フィルターの掃除に手間がかかる。

47 神奈川県 東芝製 もっと軽くて動きもスムーズだと便利。
44 群馬県

東芝製 重い、吸い込み口を持ち上げるとゴミが落ちる

40 東京都

東芝製、ゴミが圧縮されるのはいいけど、捨てる時にホコリが舞うし散らばるのが使いづらい。

51 東京都

東芝製、吸い込み口の左側の車輪が良く外れてとても使いにくい。もっと、吸い口は面積を大きく、バキューム力を強くすれば、掃除が楽になり捗ると思います。

61 東京都

東芝製、掃除機の音が煩いです。

66 神奈川県 東芝製。使い始める際のデフォルトがブラシ機能になっているので、フローリングなどの一般用にしてほしい。
38 東京都

東芝製。紙パック式が好みなので使用している。紙パックはどこでも簡単に交換用が手に入るが排気フィルターが手に入らない。掃除機はまだ使えそうだが、排気が臭うので何とかならないかと思う。

46 愛知県

東芝製です。音がうるさい。

45 愛媛県

東芝製でスイッチが手元になくて本体についているので、電源の入切が不便です。

37 神奈川県 東芝製のサイクロン掃除機。ダストカップが洗えるタイプ。洗った直後は吸引力が復活して気持ちいいけど、すぐに吸引力が落ちるのが不満。ダストカップを水洗いすると、排水溝が詰まりやすくなるのも嫌です。
51 奈良県

東芝製品 ゴミの袋を取り換えるのが、面倒、はめにくい

37 愛知県

東芝製品。もっと軽ければ、階段の上り下りが楽に出来るし、子供にもお手伝いしてもらえるのにと、思います。

50 東京都

東芝製品の掃除機ですがごみの袋をいれるスペースが小さいのですぐにいっぱいになってしまいます。

40 和歌山県 東芝製品を使用していますが、コードレスだともっと利便性が良くなること間違いなしだとおもいます。 本体自体も、ある程度の重量があるので軽量化してもらえると、女性でも使用しやすくなること間違いだと思います。
55 東京都

東芝掃除機 ホースが太く、ねじれてしまうと使いづらいです。もっと、ホースが柔らかく、スリムだと助かります。

67 兵庫県

東芝本体の差し込み口が360度動けるようにすれば便利。

34 福岡県

動きが重い

44 東京都

匂いがなんとかならないかな・・・・

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
56 東京都

匂いが気になる

38 大阪府

日頃 掃除機は使わないです 出して組み立て一つ一つ掃除をする場所似て帰るのが面倒

50 千葉県

日頃使っているのは東芝の古い紙パック式の掃除機です。 不便なのはコードが短いことです。

49 大阪府

日立 重い 軽くなると 吸引力が弱い？

49 大阪府

日立

24 東京都

日立 ちょっとうるさいので、もう少し静かだと、仕事後の平日夜中でも掃除できる

30 兵庫県

日立 ヘッド部分のブラシの所に絡まる髪の毛やほこりを定期的に掃除するのですが、 その都度、分解する部品が細かすぎるのでもう少し簡単な仕組みにしてほしい。

56 東京都

日立 ホースが回転しないのでかけずらい 今時？こんなものがあるのかと思います 早く買い替えたい 二度と日立は買いません

51 埼玉県

日立 軽くてコンパクトだったら良い。

ゴミの紙パックを捨てる時、ほこりが飛び散るのが嫌。もっと簡単でクリーンにできる掃除機があれば欲しい。

71 神奈川県 日立 ＣＶ－ＳＰ９ です。 とっても 吸引力は強くていいのですが 重いのです、 元気な時はいいのですが ちょっと具合悪い時はかけられず 近くの 孫が来たときに頼みます
50 東京都

日立 ecoモードを使っているが効果あるのか判らない

46 静岡県

日立 コードが短い。もう少し長いとコンセントを差し替えなくてすむのですが。

28 兵庫県

日立 コードが短く、コンセントのつけ変え面倒。コードレスの掃除は力が弱いので、コードの長い自在に動かせる掃除機が欲しい。

50 東京都

日立 コードが絡まる

53 大阪府

日立 ごみサインはすぐに壊れて使えなくなった。ごみを捨てなければならないかどうか時々チェックするがたくさんになりすぎるとふくろを取り出すときごみが漏れ出てくる

42 大阪府

日立 ゴミをためるところが丸洗いできるのはうれしいけれど もっと洗いたい（ホース？のところとか・・・） また収納しているところからとりだすのが面倒。なので最近はほうき。 ほうきの難点はゴミをちりとりでとるところ。 なのでダス○ンのゴミ集じん
機？みたいなのが もっとおしゃれでコンパクトであると嬉しいです

43 東京都

日立 スイッチの位置が悪いのか、夢中になって掃除機をかけていると、スイッチにからだが触れてオフになってしまう。

61 兵庫県

日立 すぐ目つまりをする。すう力が落ち易い。

46 神奈川県 日立 すみっこはなかなか難しいですね
61 埼玉県

日立 フィルターの掃除が面倒くさい

35 神奈川県 日立 ブラシが棒の先についてて小物を吸いづらい、短い状態でブラシがほしい
43 愛知県

日立 ブラシの代わりに付けるノズルが、使わない時にセットしておくホース部分に挟んでおくだけなので、すぐに外れやすい

45 北海道

日立 ヘッドが大きくてせまいところが使えないので、もう少し小さくして欲しい

59 東京都

日立 ホースがよじれたりして言う事を聞かない。

34 東京都

日立 ホースのつなぎ目部分がはずれやすい。ただ差し込むだけでなく、ボタンやバックルのようなものがついていたら外れにくくていいと思う。

60 兵庫県

日立 もう少し 小さくて 軽くて 持ち運びが しやすいのがいい

41 東京都

日立 もう少しスタイリッシュなデザインで軽いとうれしい

59 兵庫県

日立 もっと 隙間の掃除をしたいので 細い 長い 隙間吸い口がほしい

39 京都府

日立 もっとかるかったらいいのに・・。 ゴミ捨てがもっと楽だったらいいのに・・・。

65 千葉県

日立 もっと軽いといい

39 奈良県

日立 もっと軽量だったら階段のお掃除が楽になると思います。

28 神奈川県 日立 もっと小さく軽量で吸引が強かったらいいかも！ 吸引だけじゃなく、エアーもでたらいいかも！
42 愛知県

日立 もっと小回りがきいたらいいのに

40 神奈川県 日立 やはり機械の掃除がしにくい
44 岡山県

日立 運転音がもっと静かだといいなと思います。

57 神奈川県 日立 音がうるさい、付属の隙間ノズルが外れて、どこかへ行ってしまった。サイクロンだが、ゴミ捨てがうまくいかない、
70 大阪府

日立 音が大きくて困っています

42 大阪府

日立 簡単にコンパクトになり収納できるとうれしい。

52 京都府

日立 吸い込み部分がいつも綺麗なら良いのにと思っています

53 東京都

日立 吸引力があるので、あっという間に必要な物まで吸い込んでしまう。吸込み口がもう少し細かく分かれていて、埃や小さなゴミ以外が入らない様になっていたら便利だと思う。

45 東京都

日立 吸引力が弱い

40 奈良県

日立 吸収がいまいち

40 神奈川県 日立 曲がり角で壁にぶつかっても、かべに傷をつけない機能がほしい
54 兵庫県

日立 軽いのはいいが強く引っ張ると本体が倒れる

39 大阪府

日立 軽くて吸引力があればうれしい

52 東京都

日立 三菱 もっとコンパクトな収納

40 東京都

日立 使ってるうちに転がっていて引きずり状態になることが悩みです。

34 東京都

日立 紙パックが取り付けづらい

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
48 東京都

日立 紙パック式 もう少し軽かったら楽なのに・・・。音が小さかったらいいのに・・・。

41 大阪府

日立 重いし、コードが邪魔

49 愛知県

日立 重いのが不便です。 フローリングにコードの跡がつくので、本体をもちあげて使っていつます。軽いのが一番です。

46 北海道

日立 重い小回りがきかない

45 熊本県

日立 重すぎるので使いにくいです

31 東京都

日立 小回りが利かなくてひっくり返ったり、コードにひっかかったり、スムーズに掃除機をかけられない

56 大阪府

日立 少し重い

48 東京都

日立 昔みたいに機能がもっとシンプルなのがいい

38 神奈川県 日立 赤ちゃんが いるので もっと音が静かだったら いいのに！
70 東京都

日立 大きいので使いにくい。小型でコードが無いのが良い。

38 千葉県

日立 不便だと思うことは、ブラシの掃除。 髪の毛やホコリがからまいがちだから。

39 千葉県

日立 本体がすぐにひっくり返ってしまう。もっと小回りが利くといいな。

46 東京都

日立 絡まった毛をもっと取り除きやすくしてほしい

44 兵庫県

日立、うるさい・重いので、静かで軽いもの。

33 埼玉県

日立、コード式なのでコードレスのものがほしい

35 東京都

日立、ごみを吸うとすぐ止まる。

34 東京都

日立、サイクロンのごみを集めるところがいまいちです。

63 神奈川県 日立、もっとコンパクトだったらいい
44 兵庫県

日立、音がうるさいのでもう少し静かになればいいのに。

66 東京都

日立、階段の掃除が使いにくい。

53 大阪府

日立、吸引力がもっと強力がいい

45 岩手県

日立、古いので吸引力がなかり落ちています。

36 岐阜県

日立。 コーナーのノヅルにもクッション性のものがついていれば、傷つけないで掃除ができると思う。

61 東京都

日立。 ちょっと重いので軽量化してほしい。

49 兵庫県

日立。 もっと軽かったらいいのに。 歳を重ねると、着るもの、持つもの、とにかく軽いことが重要！！

32 奈良県

日立。 古いってのもありますが、ちょっと重たい。

27 神奈川県 日立。コードレスなので、強にすると使える時間が短い。
32 神奈川県 日立。ゴキブリが出た時、吸い取って退治した後の始末が怖い。ゴミの集塵袋が捨てる時は入り口が閉まるようなのがあると嬉しい。
38 兵庫県

日立。ゴミをかきだすローラーに糸くずがからまる。取り除くのに苦労する。

32 兵庫県

日立。ごみをたくさん吸っていくと、内部を掃除するまで吸引力が落ちてしまうのが使いにくい

43 岡山県

日立。もう少し軽かったら助かる

51 神奈川県 日立。もっとコードが長かったらいい。
60 東京都

日立。もっと軽いとらくに掃除できる。もっとおしゃれな掃除機があってもいい。

44 神奈川県 日立。家具類の下側を掃除したくて、先のＴ字ノズルが、一番薄いものを買ったつもりが、すべての下に入るというわけにはいかなかった。
57 宮城県

日立。細い部分にはいりにくい

52 兵庫県

日立。三年くらいしか使っていないのに、吸引力がとても弱くなりました。

44 兵庫県

日立。重い、うるさいので、静かで軽い。しかも、吸引力はそのままで。

47 埼玉県

日立。重いです…。

47 兵庫県

日立。重たい。サイクロン型ですがティシュを挟まなければいけない。もっと軽くて静かな運転音であって欲しい。

57 神奈川県 日立。純性紙パックが非常に高額に感じる。 もっと大幅に値下げしてほしい
62 神奈川県 日立。髪が長い娘が多いから、回転羽の部分に髪の毛がからみついて、引きちぎりながら取るのが大変。構造的に仕方無いと思っていますが。
53 愛媛県

日立・・・コードレスにもなれば幸いです

52 宮城県

日立・・・もっと軽かったらいいのに

76 東京都

日立CV-PH7

紙袋タイプなので吸引力が直ぐ弱くなる。ゴミを捨てる時面倒、

64 神奈川県 日立および東芝製品。ともに大きいので重量があるので、１・２階で使い分けております。
50 兵庫県

日立サイクロン式 ゴミの集塵部分のメッシュは水洗いできるが紙フィルター部分が洗えない。天日干ししたらゴワゴワになり臭いもきつく、取り寄せて交換した。 そこも洗いたい。

48 埼玉県

日立の、紙パックが必要なものを使っています。コンパクトで軽いところは良いのですが、使用中の音が大きいのが難点です。

43 神奈川県 日立のコードレススリム 吸引力にかける

年齢 都道府県 日ごろ使っている「掃除機」について、メーカー名と、使いにくい、不便、もっと○○だったらいいのに、と思うことを自由にお書きください
39 大阪府

日立のサイクロン式か購入して1年半軽くて使いやすいのですが吸引力が少し落ちてきたのと毎回ダスターにティッシュを挟まないといけないのがちょっと不便ですね

44 兵庫県

日立のサイクロン式クリーナーを使用しているがサイクロン部分にティッシュを1回1回挟まないといけないのが面倒くさい。フィルターもすぐに汚れるので掃除が面倒。フィルターがすぐに乾かないのでいったん干してまたセットするのも嫌です。細か
な掃除をしなくても目詰まりしないで長く使えて細かい掃除掃をしないような掃除機がほしい。

35 福岡県

日立のサイクロン式掃除機 軽くて使い方もとても便利で気に入ってますが、すぐにフィルター清掃マークが点滅します。 ひどい時には毎回点滅し、もう少しフィルター清掃を簡単にできないかと思うこのごろです。

38 神奈川県 日立のもの。 重たいので、持ち運びが大変。ヘッドの付け替えももう少し簡単にできたらよい。
50 東京都

日立の策ロン。吸引力が足りないかな？

49 東京都

日立の紙パック式 ホースが良くねじれてしまう

41 愛知県

日立の紙パック掃除機。評判を聞いて購入したが、ホース部分が重く、本体も小回りがきかないのでちょっと買い換えたい

33 兵庫県

日立の掃除器です。音がうるさいのが気になります。

61 神奈川県 日立の掃除機 手元のホース部分が短いのか足にぶつかってきて嫌になる
30 福島県

日立の掃除機。がさばるので、毎回充電するのはめんどくさいけど、コードレスにしようかなと検討中。

42 埼玉県

日立の掃除機…１０年前のものですが…ホースが邪魔で、収納に困ります。すっきりまとまる工夫があったらいいと思う。

38 大阪府

日立の掃除機を使っています。もう少し軽くて吸引力があればうれしいです

65 東京都

日立ハイパワー コンパクト 軽くて良い あらゆるメーカーに対応できる部品が欲しい（ブラシや隙間掃除用等）

56 大阪府

日立もう15年ぐらい前の掃除機です。 すぐにひっくりかえってしまって不便です。

40 東京都

日立を使用しています。もっと音が静かだといいです。

58 東京都

日立紙パック式 パワーは落とさず、本体が小さく軽く小回りがきくとよい

27 兵庫県

日立製 音の大きさが気になる

49 埼玉県

日立製、ヘッドの部門に細かいゴミや 髪の毛がからまる。 分解掃除は、面倒だし、なかなか組み立てられなくて困ってます。

42 東京都

日立製、熱風が出ること、モーター音が少しうるさい

67 千葉県

日立製。もっと軽いといい。

62 大阪府

日立製。動かすのがスムーズにいかない。重い。

日立製の紙パック式です。あまり視力がよくない私が使っていて、誤って細かい手芸用品を吸い込んでしまう時があり、そのたびに紙パックの中身を新聞紙の上に広げて確認することもしばしばです。吸い込んだごみの中身を即座に確認できる機能
51 神奈川県
があれば、と思っています。
44 神奈川県 日立製の紙パック式の掃除機を使っています。使いづらいのは5年前くらいの製品かもしれませんが、強く引っ張った際に本体がひっくり返ったりすることがあることです。元に戻すちょっとした手間が面倒に感じます。
38 神奈川県 日立製の掃除機をメインに.使っています。吸引力が強いので満足ですが、多少重たいのが不便に思います。
44 東京都

日立製の掃除機を使用しています。すぐにゴミがいっぱいになってしまいます。容量が多くて吸い込みがもっとたっぷりだとよいなあと思います。

40 京都府

日立製を使用しています。 通常のヘッドと本体がホースでつながれている機種なのですが、掃除中の本体の取り回しに不便を感じています。 途中でコーナーにひっかかったり、強く引っ張るとその勢いで本体がアキレス健あたりに突っ込んできた
り。。。 本体の取り回しを改善して欲しいです。 例えば、iROBOTのような自動運転の技術を転用し、取り回し支援機能を導入するとかしてほしいです。

38 神奈川県 日立製品。吸引力が強くて問題ありませんが、少し重たいと思っています。
38 神奈川県 日立製品。少し重たいと思っています。１階と２階を使い分けています。
32 大阪府

日立製品：角のゴミが取りにくい、どの部品にも耐久製がないように感じる。先日こまが脱輪しました。コマの内側にストッパーが付いているのですが、片方だけストッパーが磨耗して取れました。つけてもすぐ外れる。

57 兵庫県

日立掃除機。ヘッドが軽すぎて吸い込みが悪いように感じる。細く狭い場所でもヘッドを交換しなくても、掃除ができるのが欲しい。

42 千葉県

排気がにおう。

38 神奈川県 排出される「匂い」が気になります。 空気清浄機能が付いていたら良いのですが・・・
31 神奈川県 排出される空気の風でほこりが舞ってしまうこと。 髪の毛などが、掃除機の先に絡まる。
30 兵庫県

夫が独身時代から使用しているパナソニックさんのスタンドタイプを使用しています。買い替えを検討していますが軽くてコンパクトで吸引力があって白色の掃除機が欲しい‥シンプルな白色ってあまりない気がします。マキタや無印良品くらい？

51 千葉県

富士電機。音がうるさいし、引っ張りながら掃除をしていると、キャスターの位置と本体の形のバランスが悪いのか、すぐにひっくり返ってしまう。

65 千葉県

部屋のコ－ナ－（隅）のごみが取れない

29 東京都

無印のスティック型タイプ。長く愛用しているせいか、掃除機自体の吸い込みがだんだん弱くなってきました。

30 大阪府

無名にメーカー すみっこが掃除しにくい

48 東京都

絡みついた毛は自動的切れて吸い込んでくれると助かる

