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― ケルヒャー『夏掃除』アンケート調査 －

主婦の62.6%が「家族が掃除を手伝ってくれない」
実は夏も大掃除の季節！“家族で楽しく夏掃除”のススメ
ケルヒャー ジャパン株式会社
清掃機器の最大手メーカー、ドイツ・ケルヒャー社の日本法人、ケルヒャー ジャパン株式会社（代表取締役
社長：佐藤八郎）は、夏本番に向けて、「夏掃除」に関するアンケート調査を全国のお子さまを持つ30～40歳代
の女性500名を対象に実施いたしました。

■Ｑ１．これまで夏に大掃除をしたことが
ありますか？（単一回答）

「夏掃除実施経験あり」が41.4%！
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・一年に一回年末だけでは大変な気がして、
いつも夏休み子供とする。（30代・女性）
・冬の結露によるカビや梅雨の時期の湿気のカビ、
ダニを除くためいつも夏に大掃除をする。（40代・
女性）
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等、夏掃除が恒例となっている方も見受けられ
ました。

71%

※2015年は20歳以上の男女500名、
2016年は20～40歳代の女性500名を対象に調査

夏 の 大 掃 除 をした こと が あ り ます か ？ の 質 問 に
対して、41.4%の方が「ある」と回答しました。過去
2年の調査結果と比較すると、夏掃除を実施する
ご家庭が年々増加していることがわかります。また、

■Ｑ２．夏掃除のメリットは
どのような点だと思いますか？

■Ｑ３．最も夏掃除をしたい場所は
どこですか？（単一回答）

（Q1で「ある」と答えた方のみ）（単一回答）
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夏掃除の醍醐味は「水を使った掃除」！掃除してみたい場所は窓・網戸が1位に
実際に夏掃除を行ったことがある方にメリットを質問したところ、
・水を使うと気持ちがいいし、すぐ乾く。（30代・女性）
・冬だと寒くて特に窓など水を使う掃除は寒くて辛い経験があったため。（30代・女性）
等の意見があり「水を使った掃除が快適」がダントツの1位という結果となりました。また、夏掃除したい場所
の上位に選ばれたのは水を使用する機会が多い掃除場所となりました。特に1位の窓・網戸は、
・梅雨のあとで汚かった。（40代・女性）
・網戸やカーテンがすぐに乾くから。（40代・女性）
等、夏ならではのメリットが大きい掃除場所といえそうです。

■Ｑ４．夏休みに家族が掃除の手伝いを
してくれますか？（単一回答）
■Ｑ５．夏休みに家族に掃除の手伝いを
してほしいと思いますか？（単一回答）
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多くの主婦が家族に
掃除の手伝いを望む一方
「手伝ってくれない」が 62.6%！
夏休みやお盆休みがあり家族が集まる
機会も多いですが、掃除を手伝ってくれ
ないという回答が62.6%と、夏休みの掃除
も基本的に主婦の担当になっていることが
わ か り ました 。掃除 を手伝 っ て欲 しいと
回 答 す る 方 が 76.6% と 、 本 当 は 家 族 に
お手伝いしてほしいという本音が見られ
ました。

■Ｑ６．夏、ご主人に最も手伝って欲しい掃除場所はどこですか？
（Q5で「とても思う」「やや思う」と答えた方のみ）（単一回答）

窓・網戸がダントツで1位！女性には大変な
窓・網戸掃除をパパにおまかせ

窓・網戸
お風呂
外回り・玄関

ご主人に手伝ってほしい掃除場所1位は窓・網戸という結果
となりました。

ベランダ
キッチン

・自分では高い場所はやりにくいから。（40代・女性）
・窓が多いので結構体力仕事だと思います。（40代・女性）
・外仕事になるので暑いし日焼けもするので。（40代・女性）
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等の意見が多く、女性にはハードルの高い掃除場所と捉え
られているようです。

■Ｑ７．夏、お子さまに最も手伝って欲しい掃除場所はどこですか？
（Q5で「とても思う」「やや思う」と答えた方のみ）（単一回答）

ママが安心して任せられて、子供は水遊び
感覚で掃除できるお風呂が１位に！

お風呂
外回り・玄関
リビング

お子さまに手伝ってほしい掃除場所1位はお風呂という
結果となりました。

窓・網戸

・子供でも掃除しやすいと思うから。（40代・女性）
・ 水 遊 びが 好 きなの で喜ん でや っ てく れ る と思 うの で 。
（40代・女性）
・ お風呂場 以外は子供が手伝う と反対に 手間だ から 。
（30代・女性）
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と、ママが 安 心して任 せや す く 、子ど も も楽 しん で掃 除
できることから票を集めたと考えられます。

夏掃除に関するエピソード
・汗だくになって掃除してシャワーを浴びてスイカにかぶりつく。（30代・女性）
・お風呂場の掃除を子供たちがしてくれて水遊びになってしまったが、きちんと掃除もしてくれた。（30代・女性）
・水が冷たくて気持ち良いので、掃除が楽しいです。（40代・女性）
・ベランダの掃除は、プール遊びをするついでにやる。水鉄砲でしっかり水をまいてもらってブラシでこすります。
子供たちもやってくれるし気持ちがいいです。（40代・女性）
・夏休みの暇な時間にいつもと違うことが子供と一緒にできてよかった。（40代・女性）
■調査概要
調査主体
調査方法

：
：

ケルヒャー ジャパン株式会社
WEBアンケート

調査対象
調査時期

：
：

子どもをもつ30～40代の女性500名
2017年6月19日（月) ～21日（水)

実際のお家まるごと夏掃除をレポート！
ケルヒャーで掃除が“家事”から“家族のイベント”に変身
■こちらのご家庭で夏掃除！
埼玉県在住Hさんのご自宅
家族構成

：4人家族
父（30代）
母（30代）
息子2人（小学4年生、幼稚園年長）

居住スタイル：一軒家、自家用車あり

■家族で協力して外まわりを夏掃除

まずは窓掃除！汚れを水で吹き飛ばします
はじめての高圧洗浄機に「ゲームみたい！」と子供たちも楽しそう

そのまま一気に網戸掃除も
「意外と私でも簡単に使える」とママ

■お家の中も夏掃除

暑いから水しぶきがかかって気持ちいい！

汚れを吹き飛ばした後、窓用のクリーナーで水滴を吸引
「僕もやりたい！」と子供同士で取り合いに！

「一度も掃除したことがない」という外壁
「水しぶきが気持ちいい」とパパ

高圧洗浄機で駐車場にお絵かきしながら
楽しくキレイに

夏掃除を終えて…

やってみたい！と子供たちが率先してお手伝い

「いつも年末の大掃除のみ
だったけど、汚れが落ちやす
い気がするし、夏の大掃除の
ほうが良いかも」とママ。

ママやパパが機器で掃除をしていると「僕にやらせて！」と率先してお手伝いしてくれた子供たち
「いつも掃除の手伝いなんてしないのに！」とママもびっくり

パパやお子様のやる気アップ
グッズとして清掃家電を導入
し、今年は家族で夏掃除に
トライしてみては？

その他の夏掃除シーンはケルヒャーホームページで公開中！
URL：https://www.kaercher.com/jp/home-garden/high-pressure-cleaners/summer_cleaning_r.html

今回の夏掃除に使用した製品
家庭用高圧洗浄機
「K 3 サイレント」

窓用バキュームクリーナー
「WV 50 plus」

スチームクリーナー
「SC 2」

詳しい製品情報は
ケルヒャーHPでチェック
URL：https://www.kaercher.com/jp/

海外旅行、ブランド家具などが当たる「夏こそケルヒャー！キャンペーン」
2017年7月20日（木）から9月18日（月）までの期間限定で実施中！
URL：https://www.kaercher.com/jp/event/2017summer.html

※ニュースリリースに記載された内容は発表時の情報です。
予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

