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家事は毎日のことですから、包丁の切れ味が悪い、必要なものが取り出しにくい、など小さな“家事ストレ

ス”は日常茶飯事。自分で軽減・解決できるものもあるけれど、中には自分ではどうにもならない類の“家事

ストレス”もあって、毎回「イラッ！」とくる人は多いはず。その“あるある家事ストレス”の代表格が食品や日

用品の「つめかえ」。「オレンジページくらし予報」が、つめかえのストレスについて調査したところ、思いが

けないほどの盛り上がりが見られました。
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アンケート概要 

●調査対象：オレンジページくらし予報モニター会員・国内在住の女性 （有効回答数 1230 人） 

●調査方法：インターネット調査 ●調査期間：2015 年 11 月 16 日〜11 月 25 日 

 

●「オレンジページくらし予報」について  

オレンジページくらし予報とは、オレンジページ社のモニターのなかでもアクティブな会員 1 万人の声を集

めたリサーチ・コミュニティです。当社のモニターには、〈一般女性よりも「食意識」「生活全般に対する意識」

が高い〉という特徴があります。くらし予報では、20 代後半から 50 代の生活者が感じていることを引き出しま

す。食意識を軸に対象者を6 つのタイプに分類し、調査、比較検討することも可能です。 WEB 上でのアン

ケート調査、キッチンスタジオ「オレンジページサロン」を利用した座談会など、ご相談に応じて展開いたし

ます。    

 

●『オレンジページ』について 

失敗なくおいしく作れるレシピ情報が支持され、今年創刊 31 周年を迎える生活情報誌。30 代～40 代の主

婦を中心に幅広い読者層を誇ります。発行部数＝336,755 部（2015 年印刷証明書付発行部数）。 

 

この資料に関するお問い合わせ 

株式会社オレンジページ 

コトデザイン部 くらし予報担当 

kurashi@orangepage.co.jp Tel. 03-3436-8418 

http://www.kurashi.orangepage.jp/ 

 

取材お申し込み 

株式会社オレンジページ 広報室 遠藤 

press@orangepage.co.jp Tel. 03-3436-8421 


