
◆掃除への不満の声
2017年8月30日~9月3日 リビングWeb・あんふぁんWeb・シティリビングWebでのWebアンケートから

年齢 働き方 掃除で困っていること、ストレスに感じていること
24 フルタイム 掃除機が重い、掃除機の排気や騒音が気になる
25 パート・アルバイト 排水溝のにおいが中々取れず、この夏場は非常に困ります
25 フルタイム 毎日毎日掃除しても、埃が出てしまう。
25 フルタイム 冷蔵庫の下など狭い隙間など掃除できない場所がある。

28 フルタイム

サイクロン掃除機はゴミ捨てで埃が舞い散り、掃除機の掃除が大変でとてもストレスになっています。 また、いち
いち部屋ごとにコンセントを付け替えなければならなかったり、上の方は届かなかったりするのでハンディやスティッ
クタイプを購⼊すれば良かったと後悔しています。またブラシの付け替えが⾯倒で、いろいろな掃除道具や洗剤
を揃えなければならないのも⾯倒だと思います。

28 専業主婦 角や隅っこのホコリがなかなか取れない

28 フルタイム 掃除をしても、すぐに髪の⽑で部屋が⼀杯になってしまうことと、掃除⽤具に絡まった髪の⽑の処理がストレス
です。28 フルタイム です。

28 フルタイム 台所のぬめりが取りづらい
29 専業主婦 カビ対策。
29 パート・アルバイト すぐ埃がたまるので毎回嫌になりながらもやってますので疲れますね。
29 専業主婦 ホコリがすぐたまる。 家具のすき間の掃除は、動かさないといけないので気軽にできない。
29 フルタイム ホコリが溜まりやすい
29 フルタイム 狭いところの掃除がストレス。家具をどけることができないのでいつも細い棒などを使って掃除しています。
29 フルタイム 掃除機は夜だとうるさくて使えないが朝も時間がないので使えない。
29 フルタイム 浴室はカビがはえやすいのが困ります。フローリングまではえてしまいます。29 フルタイム 浴室はカビがはえやすいのが困ります。フローリングまではえてしまいます。
29 フルタイム 冷蔵庫や洗濯機の裏まで掃除ができなくてホコリがたまっているのではないかと思うことがあります。
30 専業主婦 お風呂場はカビやすいので気になります。
30 専業主婦 家具をどけてその下や間を掃除すること
30 専業主婦 高いところや手の届かないところがなかなかこまめに掃除できない。
30 専業主婦 冬場の窓の結露で出来たパッキンのカビがとれない

30 専業主婦
浴室のゴムパッキンについた⿊カビが何を使ってもとれず、どのように対処してよいか分からず汚いままであること
がストレスです。肌が本当に弱いのでそうじをするだけですぐ埃や洗剤にまけて肌が荒れることに困っています。
できるだけ自然の物で掃除したいものの、除菌まではまかなえないだろうと思っていて実践はできていません。できるだけ自然の物で掃除したいものの、除菌まではまかなえないだろうと思っていて実践はできていません。

31 フルタイム コードが⻑すぎる。吸い込みが悪い。
31 フルタイム テレビ周りのホコリが拭いてもすぐにたまる。ホコリを発生させない方法がしりたい。
31 パート・アルバイト パッキン部の⿊カビが取れない。

31 パート・アルバイト

子どもが小さいので、食べこぼしや粘土のくずなどが出て、マンションなのにベランダからアリがやってきたことも。自
分や娘の抜け⽑が床に落ちているのも気になります。⼆日 ⼀度は掃除機をかけています。  子どもがおもちゃ
や使ったもののお片付けができず、まずそれを片付けるところから掃除が始まります。誰か片付けて…  家の中
全体に関してですが、毎日ちょっとずつの掃除はできても、汚れの蓄積を徹底的に掃除する時間やテクニックが
ない状態です。ない状態です。

31 専業主婦 子供の食べこぼしで夜に掃除機はかけにくい。近所迷惑がかなり気になる。
31 専業主婦 紙パック式じゃないので、本体がすぐ汚れる

31 フルタイム
掃除機で狭い隙間の床が吸えないこと、絨毯やラグの細かい埃が綺麗に吸えないこと。 キッチンのフローリング
が掃除してもベタベタする。 流しのステンレスがカビが生えやすい。 トイレが⿊ずみやすい。 お風呂の鏡のウロコ
が落ちない。 対策をしても布団下の絨毯にカビが生えることがある。

31 フルタイム 平日はクイックルですませているが、髪の⽑の取り残しが多いことがストレス。 トイレがすぐにほこりがたまる。
31 そのほか 壁のほこり取りがうまくできない。
32 専業主婦 コードレスクリーナーではないので、コードの付け替えや重さ
32 フルタイム もっとスピーディに掃除したい

1

32 フルタイム もっとスピーディに掃除したい
32 パート・アルバイト 時間をかけずに掃除ができればありがたいです。
32 フルタイム 床の拭き掃除が苦痛
32 フルタイム 水回りのカビ 浴室の水垢 掃除の仕方を調べても汚れがひどいところはやはり落ちない
32 専業主婦 掃除機だけではホコリを取りきれていない
32 パート・アルバイト 掃除機のコードが邪魔で煩わしい　腰が痛くなる



年齢 働き方 掃除で困っていること、ストレスに感じていること
32 パート・アルバイト 掃除機のコンセントをつけかえるのが⾯倒。
32 フルタイム ⼆階建てなので階段や、階段の隅を掃除するの難しい・・・さすがにロボット掃除機は階段は掃除出来ない
32 フルタイム 髪の⽑がどうしても落ちていて掃除するのが大変。掃除機がゴミを吸い切らないのもストレス。

32 パート・アルバイト 毎日使ううので、どうしても吸引⼒がすぐに落ちる。　なので、掃除機をかけた後に、コロコロテープなどでまた軽
く掃除するので、時間がかかる。く掃除するので、時間がかかる。

32 パート・アルバイト 毎日掃除ができないので、汚い時はたまっているのでやることが多くてストレス。
32 パート・アルバイト 油汚れのしつこさ。 とくに魚焼きグリルの中はほぼ掃除しないので、おそろしいことになってるのはわかってます。
33 パート・アルバイト エアコンや、換気扇など、自分ではなかなか掃除ができない
33 専業主婦 カーペットが掃除機だけで汚れがとれているのか⼼配。すぐに髪の⽑が落ちて汚くなる
33 フルタイム コードが邪魔・ほこりが気になる。

33 パート・アルバイト すぐに埃がたまる。夏は裸⾜なので⽪脂汚れが気になるので水拭きしないといけない。すぐに髪の⽑が端の隅に
たまる

33 専業主婦 ほこりがすぐでる。掃除機かけてすぐこぼされる33 専業主婦 ほこりがすぐでる。掃除機かけてすぐこぼされる
33 フルタイム ボタンを押してコードを掃除機本体の中にしまう時、⼀度でスムーズにいかないこと。
33 そのほか 椅子の⾜裏につく⿊い汚れ。
33 専業主婦 吸引⼒が悪くなること
33 フルタイム 細かいところの掃除が⾯倒。また、使い捨てのペーパー系掃除⽤品だとたくさん使うことがあり、もったいない
33 フルタイム 洗濯機の⿊カビ取りやエアコン掃除がどのようにしたらよいのかわからず、やる気がおこらない。
33 専業主婦 掃除が終わったあとの掃除機のゴミ処理が⾯倒。
33 フルタイム 掃除機が重たい
33 フルタイム 掃除機の音
33 フルタイム 天井つきのクーラーがとどかない33 フルタイム 天井つきのクーラーがとどかない
33 フルタイム 風呂場に窓がないので、カビがはえないように細⼼の注意をはらわなくてはならないこと。

33 フルタイム 浴室が少し古くて凹凸のある模様の壁なのですが、細かい凹凸に赤カビなどが発生しやすくて困っています。
手軽にキレイになる方法があれば知りたいです。

34 専業主婦 お風呂場にカビがすぐはえる、掃除機が重たい
34 フルタイム ダイソンの埃を捨てるときにふたを開けると全体に散り、本体も汚れるため掃除が余計に増える気がします。
34 フルタイム ルンバが時々掃除をミスすること コードを巻き込んだりする
34 専業主婦 角のところのほこりがたまってしまうこと
34 専業主婦 楽しくない…どうやったら楽しいのか色んな人に聞いてみたい34 専業主婦 楽しくない…どうやったら楽しいのか色んな人に聞いてみたい
34 フルタイム 子供がいると毎日片付かないので困っています
34 専業主婦 掃除しても、フローリングのゴミが気になる。 カビが生えやすい
34 フルタイム ⻑年こびりついてしまった汚れが落とせないこと
34 専業主婦 直ぐに汚れるので毎日2回掃除機をかけるのが大変
35 専業主婦 コンセントをつなげるのが⾯倒
35 専業主婦 ダイソンのゴミ捨てがかなり⾯倒。
35 専業主婦 ルンバは床にものを置いてだとしにくい、家具を移動できない隅っこがハンディーでもしにくい
35 そのほか 汚れが落ちにくいところがある。1人でしてるから⾯倒くさい。35 そのほか 汚れが落ちにくいところがある。1人でしてるから⾯倒くさい。
35 フルタイム 家が広すぎて、掃除に時間がかかる。毎週かなり掃除してるのに毎週びっくりするほどホコリがとれる。
35 フルタイム 家電に埃が集まりやすいので、たまりにくくする方法を知りたい。

35 専業主婦 今は大きめの掃除機のため、出し⼊れが手間。 コードレスではないのでコードの⻑さで届いたり届かなかったり
する。

35 専業主婦 赤ちゃんがいるので思いっきり掃除ができない
35 専業主婦 掃除機が重い。小回り効かない。臭い。紙パックの交換がめんどう。

35 パート・アルバイト
掃除機で掃除しても子どもの食べこぼしのこびりつきは取れず、結局、水の激落ちくんを吹き付けてこすって取っ
ています。⼀度にゴミと拭き掃除がほぼ完璧にできると嬉しいです。 (フロアシートなどで水拭きとゴミ取りできる
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35 パート・アルバイト ています。⼀度にゴミと拭き掃除がほぼ完璧にできると嬉しいです。 (フロアシートなどで水拭きとゴミ取りできる
というものもありますが、効果はどちらとも中途半端です)

35 専業主婦 掃除機を終えて片付けスッキリの状態に、子供がバァーとまたオモチャを散らかすところ。 レゴの部品なんかを掃
除機で吸い取りそうにもなる。子供の散らかりくせをなんとかならないか︖

35 フルタイム 風呂桶の下の隙間が掃除できない
35 専業主婦 落ちにくい頑固な汚れは、洗剤を使ってもきれいにならない。



年齢 働き方 掃除で困っていること、ストレスに感じていること
36 フルタイム コードがちょうど階段の真ん中で届かないこと
36 専業主婦 すぐに汚れる、隅にホコリがたまる、髪の⽑が常に落ちている
36 専業主婦 すぐホコリがたまる、ものが多くてホコリも叩きにくいし掃除機もかけにくい
36 フルタイム フローリングに落ちた埃や髪の⽑、⽪脂汚れが気になる。 拭いてみると意外と⿊くてびっくり

36 フルタイム
家具を置いている隙間。棚と棚の隙間やソファーやベッドの下の隙間。腰痛持ちなので、中腰体勢をキープす
るのが⾟いです。それから、電源コードがある部分。ほこりが溜まりやすいけど、掃除機がかけにくいので毎回スト36 フルタイム るのが⾟いです。それから、電源コードがある部分。ほこりが溜まりやすいけど、掃除機がかけにくいので毎回スト
レスに感じます。

36 フルタイム 細かいほこりが毎日たまること
36 フルタイム 充電式でコードレスの為、使⽤時間が15分も持たない
36 フルタイム 床に物を積んでしまうので、掃除する度に自⼰嫌悪になります。
36 フルタイム 床の上の物をどかすのがめんどう。 階段がめんどう。
36 パート・アルバイト 掃除したばかりでも髪の⽑が落ちていたりする時に
36 パート・アルバイト 掃除をしてもしてもすぐに汚れること。
36 専業主婦 掃除をしてもすぐに汚くなってしまうこと36 専業主婦 掃除をしてもすぐに汚くなってしまうこと
36 フルタイム 掃除機が重たい
36 パート・アルバイト 掃除機のヘッドの回転部分の両サイドに、髪の⽑が絡んで取り除くのに時間が掛かること。
36 専業主婦 梅⾬は、すぐカビがはえるのが、とてもいやです。 しつこいパッキンの⿊かびもなかなか綺麗にならない。
37 パート・アルバイト カビがなかなか落ちない︕
37 専業主婦 ちょっとした段差にたまるホコリを掃除するのが⾯倒(壁の下から5cmくらいある⽊の梁︖)
37 専業主婦 テレビ裏の配線が掃除しにくい

37 そのほか どこにでも使える万能スプレー式洗剤がもっと増えて欲しいです。 メラミンスポンジをよく使うのですが、すぐダメに
なるので、もっと丈夫になると嬉しい

37 フルタイム 隅々や細部を簡単に掃除できる道具がない37 フルタイム 隅々や細部を簡単に掃除できる道具がない
37 そのほか 腰痛
37 パート・アルバイト 子どもがすぐこぼすので掃除しても掃除しても汚い
37 パート・アルバイト 小さな子がおり、毎日の掃除が中途半端に終わっているところ。
37 フルタイム 掃除機の吸引⼒が良くないのでストレス 水回りの掃除が苦手なので楽にしたい
37 パート・アルバイト 掃除機の置き場所に困ります。
37 フルタイム 物をどかしながら掃除機がけをすること。 お風呂の排水溝にすぐに溜まる髪の⽑…

38 パート・アルバイト シンクや洗⾯台などの水回りはすぐにぬめりがは発生して不衛生なので、ほぼ毎日掃除をしている。掃除の頻
度が多いのが⾯倒なので、ぬめり防⽌やキレイが⻑持ちする方法、洗剤があれば知りたい。38 パート・アルバイト 度が多いのが⾯倒なので、ぬめり防⽌やキレイが⻑持ちする方法、洗剤があれば知りたい。

38 専業主婦 スッキリきれいになった満⾜度が低い。髪の⽑や食べこぼしなどですぐ汚れてしまうので、掃除機の出し⼊れが
億劫（重い）でコードつきは手間が かかる。

38 フルタイム 以前ルンバを使っていて、今は日本メーカーのお掃除ロボットを使っているが、吸引⼒が良くなく部屋の割付を
覚えないし、やっぱりルンバが良かったなーと思います。

38 フルタイム 観葉植物の上に溜まった埃をどうすればいいか困っています。取りにくいしすぐに溜まるので。⾍などもつくのが余
計に困っています。

38 専業主婦 子供がおもちゃを散らかすので、片付けてからの掃除が大変です。

38 専業主婦 子供が散らかすので、床掃除の前に物を片付ける事から掃除が始まることです。 掃除するだけなら割と好きな38 専業主婦 子供が散らかすので、床掃除の前に物を片付ける事から掃除が始まることです。 掃除するだけなら割と好きな
のに、片付けで⼀日が終わります。

38 専業主婦 充電がもたないので⼆階建てすべてを⼀度で掃除機がかけれない
38 専業主婦 重たい物の移動
38 フルタイム 掃除する時間があまり取れないので、世の中的に、月1で掃除の日が出来たら良いなと思う。
38 パート・アルバイト 掃除機自体の掃除が⾯倒。サイクロン式なのでフィルターにものすごい埃が溜まってる

38 フルタイム 風呂場のピンクカビ。また、桶や椅子のプラスティックが汚れやすく、簡単に落ちないので、⾯倒だなと感じていま
す。とるときは、メラミンスポンジでこするのですが、如何せん、時間がかかります。

38 パート・アルバイト 毎日床掃除をしてもフローリングにほこりや髪の⽑がたまること。
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38 パート・アルバイト 毎日床掃除をしてもフローリングにほこりや髪の⽑がたまること。
38 専業主婦 網⼾やガラスの掃除がきれいにできない
38 フルタイム 浴室の汚れが綺麗に落ちにくい サビが取れない
39 専業主婦 お風呂のカルキが落ちない
39 フルタイム トイレの壁のクロスのしみはどうしたらいいものか︖
39 フルタイム ベッドの下やノズルを変えないと出来ない部分の掃除に多少ストレスを感じる
39 専業主婦 ベランダ掃除のタイミング。どの時期にやるのが良いのか︖何ヶ月に1回やれば良いのか︖



年齢 働き方 掃除で困っていること、ストレスに感じていること
39 パート・アルバイト 音の大きさと重さと柱に傷がつきやすい
39 パート・アルバイト 細かなごみの掃除
39 フルタイム 拭き掃除をしてもすぐホコリや髪の⽑が目につく。
39 専業主婦 掃除してもすぐに汚れるので、いくらきれいにしてもキリがないこと。
39 フルタイム 掃除器具の収納39 フルタイム 掃除器具の収納
39 専業主婦 髪の⽑を吸うと絡まってストレス
40 パート・アルバイト アルミサッシの間など、隙間掃除

40 フルタイム すみっこや物の隙間や後ろの埃がとりにくいけど便利な掃除⽤具は高いので継続して使えない。お風呂のゴム
パッキンのカビがとれない

40 パート・アルバイト その都度しまうのが、大変です。
40 パート・アルバイト とにかく掃除しても汚れるし、どんな洗剤を使っても落ちないものがあって、ほとほと困っている。
40 専業主婦 ベランダに水道がないので、ベランダ掃除がしにくいところ。
40 フルタイム ベランダや窓拭き掃除が⾯倒40 フルタイム ベランダや窓拭き掃除が⾯倒
40 フルタイム 平日は仕事と育児で掃除ができないが子供が小さいので部屋がすぐに汚れてしまう
40 専業主婦 浴室のカビ。キリがない。
40 そのほか 埃がすぐにたまり、髪の⽑が毎日落ちていて、防⽌したい。
41 専業主婦 コードつきの掃除機は、壁の角にぶつかり、壁がいたむのが悩み。壁紙がやぶけてしまう。
41 フルタイム フロアと畳を同じ掃除機で掃除したくないので、別々に2台持つのが不便。
41 フルタイム もっと時短でしたい
41 フルタイム 音が大きいこと。
41 専業主婦 吸ったホコリの処理 紙パック代が高い41 専業主婦 吸ったホコリの処理 紙パック代が高い
41 そのほか 細かいところのほこり
41 フルタイム 充電が切れること
41 フルタイム 床の色が暗いので、ホコリが目⽴つ
41 フルタイム 掃除しても、髪の⽑が取れきれない。
41 パート・アルバイト 掃除機のヘッドに髪の⽑がからまる
41 パート・アルバイト 毎日掃除しても細かい所の埃が気になる
41 パート・アルバイト 冷蔵庫の上やエアコンの上の掃除をしたくても⾒えない。

42 そのほか 1つの洗剤で、酸性もアルカリの汚れも落ちて、2度ぶきしなくてよくて、手があれなくて、安い洗剤があれば42 そのほか 1つの洗剤で、酸性もアルカリの汚れも落ちて、2度ぶきしなくてよくて、手があれなくて、安い洗剤があれば
なぁ。。。

42 専業主婦 いつも思うのは動かせない家具や家電の下のほこり。 洗濯機や冷蔵庫など。
42 フルタイム お風呂場のカビが取れないのが悲しいです。

42 専業主婦 コードが短い。重い。マットが吸い付くのにごみは取れない。掃除機の掃除が⾯倒。うるさい。ホースの中が汚
い。

42 専業主婦 サッシの溝の掃除が悩み
42 専業主婦 タバコのヤニ汚れ。旦那が色んな所でタバコを吸うのですぐ部屋が汚れる。
42 パート・アルバイト フローリングの⿊ずみがとれない。 ベランダのすす。寝室の壁がカビてきて取れない
42 フルタイム 狭いところがしにくい42 フルタイム 狭いところがしにくい
42 専業主婦 隅や端が掃除機をかけにくい
42 フルタイム ⿊ずみ
42 パート・アルバイト 紙の壁紙についた汚れが落とせない。にじむ、けば⽴つ。張り替えたい。
42 フルタイム 手のとどきにくい、高い所の掃除。
42 そのほか 床の汚れが簡単に落ちないことです。
42 パート・アルバイト 掃除機をかけてからの拭き掃除。⼀度で済んだらどれだけ助かるか…
42 パート・アルバイト 掃除機を⼆階に運ぶのが重くてめんどくさい
42 専業主婦 布団⽤を持っていないのでダニ退治のために欲しいです。

4

42 専業主婦 布団⽤を持っていないのでダニ退治のために欲しいです。
42 パート・アルバイト 浴室のあか、水あかがとれない
43 フルタイム コードが短い︕
43 フルタイム ペットの⽑がなかなかとれない
43 フルタイム ベッドをセミダブルサイズにしてから奥（床）の掃除が億劫になりました。
43 パート・アルバイト ものが多いので、掃除機がかけづらい。



年齢 働き方 掃除で困っていること、ストレスに感じていること
43 フルタイム 細かいところまできれいにならないこと
43 フルタイム 収納しきれない物が床にあるので、よけながら掃除するのが手間
43 専業主婦 暑いときは掃除をしたくなくなるし、エアコンをつけていると空気の⼊れ替えをしたくなくなる。
43 フルタイム 掃除はまとめて週末にするので中々大変で。平日は子供が小さいから直にがとれないから
43 パート・アルバイト 掃除機が重たい。角の汚れが取りづらい。
43 パート・アルバイト 掃除機の臭いが嫌いで、ほとんどクイックルワイパーで済ませます。
43 パート・アルバイト ⼆階に掃除機を運ぶのが、大変だから⼆階に⼀台欲しい43 パート・アルバイト ⼆階に掃除機を運ぶのが、大変だから⼆階に⼀台欲しい
44 専業主婦 お風呂のパツキンなどの⿊い点々が、何をしても落ちないので、あきらめていますが、方法があるなら知りたい
44 パート・アルバイト お風呂掃除をしても、なかなか汚れが落とせない。どうにかしたい。
44 専業主婦 コードが絡まること
44 専業主婦 ルンバを使っているが消耗部品が高いこと。

44 パート・アルバイト 換気扇の中、レンジの中、 魚焼きの中、クーラーの中 網⼾の取り外しと、網⼾張り替えと、手の届かない窓の
外側

44 専業主婦 腰痛になること
44 パート・アルバイト 細かいところにゴミがたまること。フィルターが多すぎること。44 パート・アルバイト 細かいところにゴミがたまること。フィルターが多すぎること。
44 専業主婦 掃除の前に片付けする事。
44 フルタイム 掃除をすると熱風で汗が出る

44 フルタイム
掃除機でフローリングを掃除していると、フローリングに少しずつ傷がついてしまうこと。また、フローリングのワックス
がけは家具をすべて移動したり、汚れを取ってからワックスをかけるなど、手間と時間がかかるためなかなかできな
いこと。

44 パート・アルバイト 掃除機の掃除が⾯倒臭い︕︕
44 フルタイム 置物など、小物のほこりを取るのが⾯倒。

44 フルタイム 物が多く、床にじかに置いてあるものも多いので、どかして掃除するのが⾯倒で、日常は細かいところまで掃除44 フルタイム 物が多く、床にじかに置いてあるものも多いので、どかして掃除するのが⾯倒で、日常は細かいところまで掃除
できない

44 フルタイム 網⼾の掃除が上手くできない

45 パート・アルバイト ・毎日掃除してもホコリがなくならないこと ・窓と網⼾の掃除がうまくできないこと ・お風呂場の水垢とカビがひど
いのにキレイにできないこと

45 専業主婦 コードが邪魔。コードレスは吸引⼒がいまいちか値段が購⼊時高すぎる。
45 フルタイム どうしても換気扇の汚れは素人には難しい
45 フルタイム 腰が痛くなること。 なかなか背の高さにあった掃除機がないから。

45 フルタイム 細かいほこりがすぐにたまってしまう。遅い時間に帰宅するので、音が響くのが気になる。静かで手軽な方法がい45 フルタイム 細かいほこりがすぐにたまってしまう。遅い時間に帰宅するので、音が響くのが気になる。静かで手軽な方法がい
い。

45 専業主婦 時間がかかる
45 専業主婦 充分に充電したつもりでも、五部屋掃除するとき充電切れしてしまう。 音が大きい。
45 専業主婦 小さい子供がいるせいもあり、掃除機をかけてもすぐに汚れます。
45 専業主婦 拭き掃除がなかなかできないこと
45 フルタイム 掃除機から出る熱風が夏はきつい
45 専業主婦 掃除機をかけると、家全体になるので汗だくになる
45 フルタイム 日々の事なので軽くて吸引⼒の高いものを求める
45 パート・アルバイト 物が多くて掃除機がかけられない45 パート・アルバイト 物が多くて掃除機がかけられない
45 パート・アルバイト 本当に綺麗になっているのか、わからない。
46 フルタイム お風呂掃除が嫌い。濡れるのが嫌。
46 専業主婦 サイクロン掃除機のごみを出すのが⾯倒です。
46 パート・アルバイト 階段の掃除が⾯倒
46 フルタイム 人数に対し、部屋数が多い。使っていない部屋も掃除するので、時間がかかる。
46 パート・アルバイト 落ちない汚れをどう落とせばいいのかわからない。。洗剤などの使い分けが分からない。。

47 パート・アルバイト ダイソンの掃除機の音が大きすぎるので来客のピンポンが聞こえない。掃除は好きで毎日するのですが、片づけ
がまったくできない。
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47 パート・アルバイト がまったくできない。
47 パート・アルバイト タンスの上とか棚のすきまとかのようななかなか掃除をしないところを掃除するのが腰が重い。
47 フルタイム ものが多いため、掃除がしにくい

47 パート・アルバイト モノが多く、掃除機をかける時にのけないとならないので、時間がかかること。（最近越してきたご近所の掃除
機の音が異常に大きく、メーカーが気になっています（同じのを買わないようにしたいです））

47 パート・アルバイト モノが多すぎることです。また家族が空間があるとすぐ物を置くタイプなので、モノにあふれた感が半端ないです。
47 パート・アルバイト やるところが多すぎてつい目を背けてしまう。綺麗にしても家族がすぐ汚すのでキリがないと思ってしまう。



年齢 働き方 掃除で困っていること、ストレスに感じていること
47 フルタイム 休日に掃除を集中的にしますが、細かいところまでなかなか手が回らない。 浴室がすぐカビか生えて困惑。
47 フルタイム 水周り。浴槽などはすぐに赤カビなどが生える。
47 フルタイム 物が多く、どかすのが⾯倒くさい。
47 専業主婦 網⼾にホコリがすぐにたまる。掃除が⾯倒。
48 パート・アルバイト お風呂のカビが隅の方がキレイにとれない。 キッチンの升目に⼊ってる油がうまくとれない

お風呂場のカビがすぐにはえてくる。 カビキラーをつかってますが、パッキンのところなんかは取れないことがストレス48 パート・アルバイト お風呂場のカビがすぐにはえてくる。 カビキラーをつかってますが、パッキンのところなんかは取れないことがストレス
です。

48 フルタイム フローリングにすぐに埃がたまる、洗⾯所の髪の⽑、浴室の黴、キリがなくてイライラします。
48 パート・アルバイト 鏡の水垢が取れない

48 専業主婦 私以外誰も片付けないので、物が床に散乱し、掃除機をかける前にそれらを片付けることから始めないといけ
ないのが大変。 物が多いので掃除がしにくい。

48 専業主婦 手が荒れること。手袋をしたいが素手のほうが作業しやすいかと。
48 そのほか 手が届かないところがある。
48 パート・アルバイト 台所の排水⼝のお茶っぱなどのへばりつき。ぬめり。48 パート・アルバイト 台所の排水⼝のお茶っぱなどのへばりつき。ぬめり。
48 パート・アルバイト 大型家具、家電品の裏側が掃除しにくい 特に、隣世帯との壁側はあまりドタバタ音を出したくないので
48 パート・アルバイト 物をどかしながらが⾯倒。
48 フルタイム 油汚れ 窓のさん エアコンの掃除
49 専業主婦 フローリングにすぐホコリが溜まる。⽪脂などで すぐ汚れる。

49 フルタイム 階段を掃除する場合、掃除機が重くて使いにくい事。⻑く掃除をしていると、腰が痛くなることがある事。風呂
場のカビ対策。時間がなくて十分な掃除ができない事。

49 フルタイム 階段掃除がめんどくさい
49 専業主婦 幹線道路沿いなのですぐに埃がたまる49 専業主婦 幹線道路沿いなのですぐに埃がたまる
49 フルタイム 気が付くとほこりや髪の⽑がフロアに落ちている
49 専業主婦 床が⿊いので埃が目⽴つ

49 パート・アルバイト 洗濯機の掃除で本当に落ちてるのか⼼配になる。 8年使ってるから取り替えたほうがいいのかいつも不安に思
う

49 パート・アルバイト 掃除機をかける前段階の片づけが途方もないこと。

49 パート・アルバイト 物が多くて掃除をする前の片付けで労⼒を使い果たしてしまう。洗剤を使って掃除しても、キッチンや浴室など
汚れが残ってしまい、キレイにならないので掃除のモチベーションが下がってしまう。

50 パート・アルバイト エアコンの掃除など手の届きにくい所がついつい後回しになってしまう50 パート・アルバイト エアコンの掃除など手の届きにくい所がついつい後回しになってしまう

50 フルタイム なぜすぐにホコリが溜まるのか…。棚の上など物がいろいろ置いているが、皆、全てどかして拭いたりしているの
か︖

50 そのほか 水拭きしないとザラザラが取れない
50 パート・アルバイト 掃除や洗剤を使っても落ちない汚れがある
50 フルタイム 排気の風がものすごくて、不快
50 専業主婦 部屋に物が多すぎてよけて掃除するのが⾯倒
50 フルタイム 片付けられなくて困っている

51 フルタイム お掃除機能付のエアコンに買い換えており、年間使⽤率もほとんど高くないのですが、本当に内部のお掃除を
しなくて良いのか・・・疑問です(笑)。51 フルタイム しなくて良いのか・・・疑問です(笑)。

51 フルタイム すぐ埃がたまってしまうこと。掃除機のごみをすてること。
51 専業主婦 フローリングのワックスのくすみ。
51 フルタイム ペットの⽑
51 フルタイム 化学薬品を使わなくて、きれいにしたい

51 フルタイム 家が狭くてものが多いから掃除がしにくい。 猫がたくさんいて⽑がすごくて掃除機ではとれずコロコロもしなくては
ならない。

51 パート・アルバイト 掃除機を出してくるのがおっくに思うことがある。コードレスクリーナーでさっと手軽に掃除がしたいので、購⼊を検
討しているが、欲しい機種は高値なので悩んでいる。
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51 パート・アルバイト 討しているが、欲しい機種は高値なので悩んでいる。
51 パート・アルバイト 窓を開けておくと砂ぼこりが⼊ってくるので、その掃除が⾯倒。
52 専業主婦 サッシや壁と床の境にある段差などに貯まったほこりの掃除がついつい⾯倒で後回しになっている。
52 パート・アルバイト 階下への騒音防⽌でカーペットなので、汚れの掃除が大変です。
52 フルタイム 細かいモノをおいている場所は、いちいちモノをどけないといけないので時間がかかる。
52 パート・アルバイト 写真⽴て飾り等棚の拭き掃除が⾯倒
52 パート・アルバイト 掃除機を⼆階まで持っていくのが大変な事。



年齢 働き方 掃除で困っていること、ストレスに感じていること
52 パート・アルバイト 綿埃が気がつくと隅にたまっている。髪の⽑が多い
53 フルタイム カーペットなどが掃除機だけでは取りきれない。
53 フルタイム コードレスではないので、掃除機が重くストレスに感じる事があります。
53 そのほか こまかなほこりがたまる、こまめに拭きたいが時間がない
53 フルタイム 素人には落とせない汚れが散⾒されるようになった53 フルタイム 素人には落とせない汚れが散⾒されるようになった
53 専業主婦 掃除機ではすみっこがすっきりできない。
53 そのほか 体がわるいので疲れる
53 専業主婦 配管の掃除はしているが奥の方まではできない。パイプ⽤の洗剤を使⽤しているが時々臭う事がある。
53 パート・アルバイト 風呂場のカビ
53 専業主婦 浴室の掃除はちょっとサボるとあっという間に汚れが進む。
54 専業主婦 かなり掃除機をかけたつもりでもたまにダニをみることがあること
54 フルタイム サッシの砂埃
54 フルタイム たまったゴミを捨てる時54 フルタイム たまったゴミを捨てる時
54 パート・アルバイト ペットの犬の抜け⽑
54 専業主婦 何回きれいにしてもすぐ汚くなるのがストレス
54 専業主婦 重いのが大変で軽い物を購⼊したが吸引⼒がない。
54 パート・アルバイト 掃除した後、その状態がキープしにくい︕
54 専業主婦 掃除機が重いので使いにくい。スティック式の掃除機がほしいが何を選べばよいかわからない。
54 フルタイム 風呂の髪の⽑の始末
55 フルタイム ほこりが目⽴つので日常の効果的な対処法を知りたい
55 フルタイム 換気扇の油汚れが落ちにくい55 フルタイム 換気扇の油汚れが落ちにくい
55 フルタイム 高機能で音の静かな掃除機が欲しい。
55 フルタイム 高所掃除⽤のハンディクリーナーがなかなかない。
55 そのほか 重い
55 パート・アルバイト 箪笥の後ろが掃除できないのがストレスです。きっと誇りもたまっているだろうし壁紙もきれいにしたい
56 専業主婦 ゴミパックを変えてすぐと帰る前の吸引⼒の差が大きい
56 専業主婦 どうしてすぐ汚くなってしまうのか。埃は積もってしまうのか。時々嫌になってしまう。
56 専業主婦 とにかく⾯倒臭い。
56 フルタイム フローリングのワックスがけと窓サッシのレールの掃除が⾯倒くさくなってきた。
56 パート・アルバイト ペットを飼っているので、抜け⽑がひどく、毎日掃除をしなくてはならないこと。56 パート・アルバイト ペットを飼っているので、抜け⽑がひどく、毎日掃除をしなくてはならないこと。
56 パート・アルバイト 音、におい
56 専業主婦 家内に物がありすぎて掃除がしにくい。
56 フルタイム 高いところに手が届かない
56 そのほか 掃除する所が多いので、ストレスを感じています。
56 そのほか 掃除機が重い
56 パート・アルバイト 掃除機が重い（特に階段にかけるとき）。家具や冷蔵庫が重くて動かせないので、ほこりが取れない
56 パート・アルバイト 操作性が悪い
56 パート・アルバイト 窓ふきが⾯倒56 パート・アルバイト 窓ふきが⾯倒
56 フルタイム 髪の⽑がよく落ちているのが気になる。掃除してもやはり落ちているのが気になる。
56 そのほか 物がいっぱいあってやりにくい
56 フルタイム 物が溢れて掃除がしにくい。
57 パート・アルバイト ペットの犬の⽑が多く抜け、しょっちゅう掃除機のゴミを捨てないといけないこと。
57 パート・アルバイト 頑固な汚れが落ちない
57 フルタイム 今のは音がうるさい
57 フルタイム 砂埃の多いベランダ掃除の仕方がわからない。
57 専業主婦 掃除をしていると本体が少し重くて動かしにくく、邪魔。
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57 専業主婦 掃除をしていると本体が少し重くて動かしにくく、邪魔。
57 専業主婦 掃除機が重たくなってきた
57 パート・アルバイト 大きい家具や重いものの間や後ろの掃除
57 パート・アルバイト 段差が多いので、コードのある掃除機が引っかかる。



年齢 働き方 掃除で困っていること、ストレスに感じていること
58 専業主婦 お風呂のカビが酷い
58 パート・アルバイト カーペット敷き込みの古いマンションなので、夏になると匂いが気になる。
58 フルタイム ほこりがたまる
58 専業主婦 換気扇やエアコンなど機械類の掃除に困っている。
58 フルタイム 床に置いているものが多くて掃除がしずらい
58 パート・アルバイト 床に物が多く置いてあるので掃除をするときにどかしながらするので、時間がかかりストレスとなる。58 パート・アルバイト 床に物が多く置いてあるので掃除をするときにどかしながらするので、時間がかかりストレスとなる。
58 パート・アルバイト 掃除の時間を減らしたい。
58 パート・アルバイト 掃除機が重い
59 専業主婦 すみっこのほこりが固まっていると取りずらい
59 フルタイム 重い為　持ち歩くのが危険な状態です。
60 フルタイム コードレスクリーナーのバッテリー交換が頻繁なこととコストが高いこと
60 パート・アルバイト トイレ⽤ブラシの掃除をしないといけない事。
60 そのほか 家が広すぎて   段差がある
60 専業主婦 犬を飼っているので抜け⽑がいつも気になる、掃除をしてもしても犬の⽑が落ちている…結構なストレスになる60 専業主婦 犬を飼っているので抜け⽑がいつも気になる、掃除をしてもしても犬の⽑が落ちている…結構なストレスになる
60 専業主婦 洗⾯所のカビ対策
60 フルタイム 洗⾯台の掃除で、髪の⽑や食べかすを触るのが少しいや。
60 専業主婦 掃除機で掃除しても、クッションフロアーは雑巾で拭かないと汚れている
60 パート・アルバイト 掃除機の吸引がすごく、軽くて音が小さいのがあるとうれしい
60 専業主婦 網⼾の掃除
61 専業主婦 床に物が多くて掃除機をかけるのが億劫
61 専業主婦 掃除の前に片づけることがいや
61 パート・アルバイト 窓ふきが⾯倒。障子の桟に埃が溜まるが掃除しづらい。61 パート・アルバイト 窓ふきが⾯倒。障子の桟に埃が溜まるが掃除しづらい。
61 専業主婦 天井や壁の埃を手軽に取りたいです。
61 専業主婦 冬の結露
61 専業主婦 浴槽の下を掃除したいのですが、重くて困ります。何か良い方法がないものか…とストレスに感じます。
62 フルタイム PC周辺の掃除
62 専業主婦 家具の隙間や脚台つきの家具下の掃除機がけがやりにくいこと。
62 専業主婦 物が多くて隅々まで綺麗に掃除できないことです。
64 専業主婦 階段のそうじ。
64 そのほか 少し掃除機が重くなってきた64 そのほか 少し掃除機が重くなってきた
65 専業主婦 換気扇の掃除や お風呂場の掃除
65 専業主婦 重いコードなので不便
66 専業主婦 家具が多いので　部屋の隅の掃除が大変。
66 専業主婦 吸引⼒がない
66 専業主婦 掃除機のごみ捨て
66 専業主婦 台所の換気扇 風呂場のかび
67 パート・アルバイト 高い所やタンスとか本棚の後ろが掃除しにくい
68 フルタイム トイレ掃除が苦手 腰が痛くなる
68 専業主婦 音がうるさく重い68 専業主婦 音がうるさく重い
68 パート・アルバイト 高いところ、電球の傘
68 専業主婦 掃除機が重くて、運ぶのが大変。
69 専業主婦 結構疲れる
70 専業主婦 階段の隅が奇麗にならない
70 専業主婦 湿気の多い家だからカビには本当に困っています。なかなか綺麗にならずストレスを感じてしまうこともあります。
71 専業主婦 換気扇の掃除が手間取る
76 専業主婦 ゴミがなかなかとれない

80歳以上 専業主婦 前かがみになることが多いので腰が痛い

8

80歳以上 専業主婦 前かがみになることが多いので腰が痛い

80歳以上 専業主婦 毎回、大汗を掻き 疲労する。 ⼀度始めてしまうと、とことんやらないと気が済まなく成るので 時間が掛かってし
まい、他の家事が出来なくなってしまう。


