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株式会社タスカジ 
 

「チーム家族で取り組もう！秋から始める大掃除シリーズ」 
『タスカジブートキャンプ』でスタート！ 

〜家族全員でワイワイと。参加するだけで今年の大掃除完了！〜 
  
シェアリングエコノミーの家事代行マッチングプラットフォーム「タスカジ」を運営する、株式会社タスカジ（本社：東

京都港区、代表取締役：和田幸子、以下タスカジ）は、今年開始した新サービス『体験型オンライン家事プログラ

ム「タスカジブートキャンプ」（https://bootcamp.taskaji.jp/）』の 2020 年 11 月・12 月プログラムとして、この

2 ヶ月間家族で参加するだけで、家の中の主要場所の大掃除が完結する「大掃除シリーズ」をスタートします。

過ごしやすい秋から大掃除を始めて、寒くて忙しい冬の家事負担を減らすプログラムとなります。 
 
■『タスカジブートキャンプ』とは 
『タスカジブートキャンプ』は、自宅にいながら各回 1 時間で料理

や掃除・片付けの実践を行い、家事をもっと楽しくできるようにエ

ンターテインメント化させた「新感覚の体験型オンライン家事プロ

グラム」です。予約が取れないカリスマ家政婦たちが隊長となり、

オンラインで教えながら参加者と一緒に料理や掃除を行います。 

「隊長タスカジさん」のリードについて動くだけで、1 時間後には美

味しい料理が完成したり、部屋をキレイに掃除・片付けができると

いう内容になっています。「いつも献立考えるのが大変」「掃除は

一人じゃ面倒だしやる気がでない」という方も、プログラムに参加

するだけで、同時に家事も終わる一石二鳥のサービスです。 
 
■大掃除シリーズについて 
この度、11 月・12 月の年末・イベントシーズンに向けて「大掃除シリーズ」がスタート。掃除で活躍するタスカジさ

んの多くは、大掃除を寒くて水も冷たい冬よりも前倒しして実施することをおすすめしています。寒くなる前に外

に出るベランダ掃除から始まり、リビング・玄関掃除など全６回を２ヶ月かけて、普段あまり手がつけられていな

い箇所を１ヶ所ずつキレイに掃除します。タスカジブートキャンプに参加して掃除をするだけで、年末には家の中

の主要場所がピカピカに。これまで年末に一気に掃除していた方も、心も身体もラクに新年を迎えられます。 

また、家の中を心地よい空間にするためには、『家族全員が家事の当事者』としての意識や行動が重要になりま

す。"家事は女性がするもの・お母さんがするもの”という固定観念は根強く存在し、コロナ感染拡大に伴いイエナ

カ時間が増えたこの 1 年も、女性の負担が非常に高いことがタスカジ研究所実施の実態調査の結果にも出て

います（*1）。 

このタスカジブートキャンプ大掃除シリーズは、1 つの家族を「チーム」として、お父さんやお子さんなど、お母さ

ん以外のご家族の方も一緒に参加できる内容になっていますので、本プログラムを通して家事分担について家

族内で考え、実践できる場になればと考えています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（*1）2020 年タスカジ「新型コロナの影響をきっかけとした、「イエナカ時間・家事の状況」についての実態調査」

（ https://corp.taskaji.jp/news/2020/05/01/survey2/） 

タスカジブートキャンプイメージ 



 

 
 
 
▼「タスカジブートキャンプ」詳細・お申込フォーム 
https://bootcamp.taskaji.jp/ 
 
 
＊タスカジブートキャンプの年末大掃除の本企

画は、SDGs（持続可能な開発目標）の【目標 5.
ジェンダー平等 ターゲット：5.4  公共のサービ

ス、インフラ及び社会保障政策の提供、並びに

各国の状況に応じた世帯・家族内における責任

分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働

を認識・評価する。】を実現するために進めています。 
タスカジは今後も SDGs の実現に向け、さまざまな取り組みを行なってまいりたいと考えておりま

す。 
 

【大掃除シリーズ詳細（全 6 回）】 
日付 時間 テーマ 隊長 

11/8
（日） 

10:00〜
11:00 

大掃除シリーズ① 

【プロのリードでベランダ掃除】 
ほったらかしのベランダ、年末前にスッキリしましょ！ 

夏のエアコン室外機からの排水や、台風などの悪天候の影響で、雨風にさらされたままの

ベランダを、排水口まわりまでお掃除をして、年末前にスッキリさせるプログラムです。 

みけまま

さん 

11/22
（日） 

10:00〜
11:00 

大掃除シリーズ② 
 
【いい夫婦の日企画！夫婦でチャレンジ★リビング掃除】 
いつもの掃除＋α編 

seaさん 

＜「大掃除シリーズ」キャンペーン開催＞ 
 

パパもママもお子さんも！ 

『大掃除を家族でやろう！キャンペーン』 
 

タスカジブートキャンプ 11月・12月開催の 

「大掃除シリーズ」の３回分が無料となります。 

 

家族の中で誰が一番早くきれいにできるかな？！ 

高い場所はパパ、低い場所はママとお子さんと 

いうように、チーム家族で役割分担！ 

 

場所を分担して掃除をすれば、１人では大変な掃除もワイワイ楽しみながらあっという間に終わります！ 

 

＊キャンペーンはご家族 2 名様以上の参加で適用になります （アカウントは 1つで OK） 

 

＊スポット利用（1回 2,420 円）が対象です。 

＊クーポンコード： 【 BU20CL 】  

(申込時に必ずキャンペーンコード欄にご入力ください。) 

 

■クーポン使い方、詳細はこちら（使用前に必ずご覧ください） 

https://corp.taskaji.jp/news/2020/11/01/tkjbootcamp-cp/ 
 



 

 
リビング全体の掃除をします。 
11月 22日は「いい夫婦の日」。リビング掃除を、夫婦で取り組む「おうちイベント」に。隊長
が「効率的、且つケンカせずに 2人で掃除を進めるコツ」を織り交ぜながらリードします。もち
ろんおひとり参加も大歓迎！ 
 

11/28
（土） 

10:00〜
11:00 

大掃除シリーズ③ 

【プロのリードで玄関掃除】 
早めの年末掃除で玄関スッキリ！   

下駄箱、玄関ドア、たたきの順に埃や砂を取り除いて綺麗に拭き上げます。年末前にスッキ

リさせて後はキープし、気持ちの良い玄関で新年を迎える準備をしましょう！※今回は水を

流しません。 

く く るさ
ん 

12/19
（土） 

10:00〜
11:00 

大掃除シリーズ④ 

【プロのリードでお片づけ】 

パントリーすっきり整理で年越し準備！（食料品の整理収納） 

梨果さん 

12/26
（土） 

10:00〜
11:00 

大掃除シリーズ⑤ 

【プロのリードでキッチン掃除】 
キッチン油汚れ撃退編 

毎日使うキッチン。年を越す前に、1年の汚れを隅々まできれいに落としましょう。 

く く るさ
ん 

12/27
（日） 

10:00〜
11:00 

大掃除シリーズ⑥ 

【プロのリードで浴室掃除】 
水あかスッキリ、めざせ『浴室美人』に！ 

浴室の水あかを落とすことを中心に作業をリードします。 
・乾くと出てくる鏡の曇り、なんとかしたい 
・ドアの外側や入口のカリカリした汚れ、いったいどうしたら？ 
など、カビ取り剤や浴室洗剤でとれない水あかにチャレンジします！また、水あかをためな

いひと手間や、それでも落ちない水垢や鏡のウロコ汚れのおすすめツールもご紹介。 

みけまま

さん 

※内容は変更する場合がございます。 

 
 
■大掃除シリーズの隊長タスカジさん（講師）の紹介 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

みけままさん 
大手ハウスクリーニング会社に

15 年勤務。レビュー評価が圧倒

的に高く、熟練の掃除ワザでリピ

ーター続出。一般向け講座やタス

カジさん向けの講師としても活躍

中。取材歴多数。共著に 『タスカ

ジさんが教える最強の「家事ワ

ザ」』（マガジンハウス） 

https://taskaji.jp/user/profile/86
97 

sea（しー）さん 

ハウスクリーニング、家事代行サ

ービスに携わって 20 年。延べ

6000 件の家庭を掃除、片づけか

らサポートしてきた経験を持つ。メ

ディア出演や執筆・講座の企画開

発など幅広く活躍。著書『タスカジ

sea さんの「リセット５分」の収納

術』（主婦と生活社） 

https://taskaji.jp/user/profile/25
51 

く く る さん 

タスカジで掃除から料理までマ

ルチに活躍。大手家事代行会

社で研修担当の経験があり、

主婦経験も長い、家事のベテ

ラン。効率よくピカピカにする熟

練の掃除テクニックと心あたた

まる家庭料理で、依頼者から

の信頼も厚い。 

https://taskaji.jp/user/profile/

19493 

梨果さん 

整理収納コンサルタント。 現在、

タスカジさんでの依頼数 800 件

超。共働き・子育て中のご家庭の

依頼が多く、産前・育休中ママ宅

での整理収納の経験も豊富。一

般向け講座やタスカジさん向けの

講師としても活躍中。 

https://taskaji.jp/user/profile/12
984 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■タスカジのサービスについて（https://taskaji.jp） 
多彩な家事スキルを活かして働くハウスキーパー（タスカジさん）と、家事をお願いしたい人とをつなぐ、シェアリン

グエコノミーの家事代行マッチングサービスです。2014年のサービスリリース以来、「核家族から拡大家族へ、新し

い家族の形を再定義する」というビジョンを掲げ、一貫して家庭のあらゆる家事の課題解決をサポートしてきました。

「家事代行は高価、家事は単純作業」という旧来型の家事意識の改革に挑戦し「コミュニティ循環型サービス運営

モデル」の先駆けとなり、家事はクリエイティブな仕事であると発信し、証明し続けています。利用者数約 73000名、

登録タスカジさん数約 2,400名（2020 年 10 月現在）。日経 DUAL 家事代行サービス企業ランキング 2017 １位、

日経ウーマン・オブ・ザ・イヤー2018 働き方改革サポート賞。 
 
 
■株式会社タスカジについて

社 名 ： 株式会社タスカジ 
設 立 ： 2013 年 11 月 6 日 
代表者 ： 代表取締役 和田幸子 
所在地 ： 東京都港区芝 2-26-1 iSmart ビル 301 
事業内容： 家事代行マッチングプラットフォーム「タスカジ」の運営

URL  ： https://corp.taskaji.jp 
 
 

＜本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先＞ 
株式会社タスカジ 広報担当：門出 万里子（もんで まりこ） 

 Tel：080-7827-9202 E-mail：pr@taskaji.jp 

 
＜家事代行マッチングサービス「タスカジ」 キャンペーン開催！＞ 
 
「年末の大掃除キャンペーン」  
 
タスカジさんも家事パートナーの一人として、 
ご家族の年末の大掃除をお手伝いします！ 
 
タスカジが初回利用の方は、 
依頼予約時にクーポンコードを入力すると 
スポット依頼が 【 3000円 OFF 】に！ 
 
＊クーポンコード ： TU2010NE29 
＊クーポン利用期限 ： 2020 年 11 月 1 日（日）〜11 月 27 日（金）まで 
＊11 月末まで実施分のスポット依頼限定です。 
 
■クーポンコード適用条件・ご利用方法 
https://corp.taskaji.jp/news/2020/11/01/november-cp/ 


