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<調査概要>

●調査名： 「ネット通販」に関するアンケート調査(1)
●対象者： １道1都1府6県（ 道・ 都・大阪府・ 県・ 県・ 県・ 県・ 県・ 県）

１０代 ６０代の男
●調査項目： 性（ ・性別・居住地）

の （SA）
購入商品の品目（SA）

（SA）
目 （SA）

購入 （SA）
するメリット（SA）

よく するサイト（SA）
最近購入した商品・サービスについて（FA）
過去に購入した面白い（珍しい）商品・サービスについて（FA）

に する ・ を感じていること（FA）
●サンプル数：１００S
●割 付： 男性：５７S 性：４３S
●実査期間： 2017 3月21 （ ） 2017 4月14 （ ）
●調査方法： インターネット調査
●調査元： 株式会社タナックス 大阪支店 新規事業推進室 ミセナカ



●対象者属性

性別 N=100 N=100

居住地 N=100

●調査結果

Q1. あなたは までに「ネット通販」を したことがあ ますか？（必須回答）

94.0%

はい

いいえ
6.0%

■9割が「ネット通販」を したことがある N=100

10代 60代の男 は、9割が「ネット通販」を 用したことがあるという結果になった。
方で、 用したことがない人を属性 で ると、半数が 海 に む20代 40代の男 が占めている。

57.0%

43.0%

男
性

性



Q2. 「ネット通販」では主にどのような商品・サービスを購入されますか？（3つまで選択）
■「書籍・DVD・CD」を購入している人が多い n=94

全体で ると「書籍・DVD・CD」を購入していることが多いことが分かった。次いで「ファッション（洋服）」
「化粧品・日用品（生活消耗品、文具などを含む）」「電化製品」「ホテルや旅館の宿泊・航空券」で以上の上
位5項目が全体の約7割を占める。また、最近では「ネットフリマ」や「オークション」での売買も盛んになって
おり、属性 で ると 外にも「30代後半から40代 半」の「男性」の 用が占める結果となった。

Q3. 「ネット通販」の はどのく いですか？（平均で回答）
■4割が「１カ月に１回 」 している n=94

全体で ると、4割が「1カ月に1回」 用しており、次いで、「3ヶ月に1回 」が19.0%、「2週間に1回
」が15.0%で、「3ヶ月以内に1回」の で 用している人が7割以上を占める。世の中のあらゆる商品

・サービスが購入できる時代となり、 に 用している人が多い結果となった。

※ネット通販を 用すると答えた方

※ネット通販を 用すると答えた方

44.0%

19.0%

15.0%



Q4. 「ネット通販」の 目 は主に何ですか？
■ 割弱が「自 で うもの」として している n=94

全体で ると９割 が「自分で使うもの」としてネット通販を 用している結果となった。次いで「会社で使う
備品」が4.0%。実際に、商品を て かめられる実店舗での購入とは なるため、「他人用」や「胞答用」を
メインに 用している人は少ない。

Q5. 「ネット通販」の1回あた の購入 はどのく いですか？（平均で回答）
■約4割が「5000円以上~1 円 」の購入で している n=94

全体として ると、約4割が「5000円以上~1 円未満」の購入で 用しており、次いで、「3000円以上~5000
円未満」が26.0%、「1000円以上~3000円未満」が17.0%で、「1 円未満」の購入で 用している人が8割を
占める結果となった。また「××××円以上の購入で送 」とうたう店もあるため、「ついで買い」や「まと
め買い」をする人もいるのでないか。 方で、安価な商品やサービスの購入で 用すると、送 との関 で実店
舗で購入するよりも商品単価が高くなる可能性もあり「1000円未満」で 用をしている人はいなかった。

※ネット通販を 用すると答えた方

※ネット通販を 用すると答えた方

＜「その他」回答＞
・出張の手配 （40代/男性）

39.0%

26.0%

17.0%

14.0%

88.0%

4.0%

3.0%

3.0%

2.0%



Q6. 「ネット通販」を するメリットは何ですか？（1つ選択）
■4割弱が「どこに居ても注文できる手軽さ&気軽さ」がメリットであると感じている n=94

全体で ると、4割が「どこに居ても注文できる手軽さ&気軽さ」がメリットであると感じており、次いで、
「お店の時間を気にせず商品の ・ をじっくり える」が25.0%を占める。また、「その他」の回答
としては「海外 入品の購入のため」や「実店舗では売り れているため」、また「実店舗に いていない」
という回答が大半を占める結果となった。

※ネット通販を 用すると答えた方

＜「その他」回答＞
・海外から購入するので （40代/男性） ・商品バリエーションの豊かさ （20代/ 性）
・近場の店にないもの（継続して使っているもの）を購入する （30代/ 性）
・実店舗ではどこに売っているかわからないものを、手軽に購入できること （20代/ 性）
・店では売っていない・売り れのため （30代/ 性）

Q7. 「ネット通販」では、どのサイトを することが多いですか？（３つまで選択）
■「Amazon」と「 」が な の割 を る n=94

「Amazon」、次いで「楽天」を 用する人が大半を占める結果となった。また「その他」では「 ０代~
５０代」の「男性」が「ヨドバシ.com」と回答する人が多かった。

※ネット通販を 用すると答えた方

＜「その他」回答）＞
・ヨドバシ.com（40代/男性） ・Apple.com（40代/男性） ・ヨドバシ.com（50代/男性）
・海外通販サイト（40代/男性） ・ヨドバシ.com（30代/男性） ・チケットぴあ（20代/ 性）
・１０９シネマズ（30代/男性） ・自 品メーカー（40代/男性）

25.0%

18.0%

8.0%

6.0%

4.0%

39.0%



Q8. 「ネット通販」で、つい最近購入した商品・サービスは何か教えてください。
（自由回答）

※ネット通販を 用すると答えた方

＜回答の一部（抜粋）＞
・オキシクリーン（酸素系漂白剤）、着圧ソックス（20代/ 性）
・Panasonic掃除機（50代/男性）
・新幹線のチケット、宿予約（40代/男性）
・TateLabで水着（20代/ 性）
・ニトリの座椅子（30代/ 性）
・Kis-My-Ft2のDVD（10代/ 性）
・クリニーク 化粧品（30代/ 性）
・こんにゃくベーグル （20代/ 性）
・ORBISの基礎化粧品、マニフレックスのマットレス（30代/ 性）
・SCANDALのバンドスコア（10代/ 性）
・健康食品、マウスピース（40代/男性）
・おむつ（ムーニー）、旅館の予約、ふるさと納税（20代/ 性）
・スーツ（ベン・シャーマン）、ニトリのホットカーペット（50代/男性）
・Shineeのライブチケット（10代/ 性）
・キーボードピアノ子供のXmasプレゼント（20代/ 性）
・カラコン（10代/ 性）
・航空券（30代/ 性）
・リュック（20代/ 性）
・ミネラルウォーター、歴史本（50代/男性）
・スマホケース（20代/ 性）
・書籍（40代/男性）
・化粧水（30代/男性）
・書籍（20代/男性）
・スポーツ用ユニフォーム、ペット用えさ、遊具（20代/ 性）
・Vivienne Westwoodのキーホルダー（40代/男性）
・オレンジコスメ セノ のシャンプー、コンディショナー（20代/ 性）
・スーツ、ネクタイ（30代/ 性）
・タラバガニ（30代/男性）
・GpProのアクセサリ（20代/男性）
・コンタクトレンズ（30代/ 性）
・ローリングストーンズCD（50代/男性）
・いろは出版のスマホケース、T.M.Revolutionライブチケット、

snidel福袋（20代/ 性）

・A4用紙、アスクル商品（20代/ 性）
・ZOZO TOWNでNIKEのスニーカー（30代/男性）
・ZOZO TOWNでMA-1（20代/男性）
・D-BROSのカレンダー（20代/ 性）
・PCメガネ（20代/男性）
・ソニーのスピーカー（30代/男性）
・エクスペディアで航空券（30代/ 性）
・カゴメ野菜ジュース（30代/男性）
・Tシャツ（30代/男性）
・モトローラ製スマートウォッチ（40代/男性）
・出産祝い Stella McCartneyベビーギフト(30代/ 性)
・Amazonでカメラ（20代/男性）
・Play station VR（30代/男性）
・楽天ブックスで書籍（複数）、タブレット（40代/男性）
・Macbook pro （20代/男性）
・ティファニーのペアグラス(結婚祝い) （20代/男性）
・ のシートカバー、洋服（30代/男性）
・JAL航空券（40代/男性）
・パナソニック ヘアドライヤー（50代/男性）
・香水（40代/ 性）
・エヴィアン 1.5L×12本 ミネラルウォーター(30代/男性)
・DVD、書籍（30代/ 性）
・東芝の掃除機（30代/ 性）
・カニ（50代/男性）
・Canonプリンタ純正インク（30代/男性）
・NIKEスニーカー（30代/男性）
・NEXT、ユニクロの子供服（30代/ 性）
・カッパゴルフダウンウェア・文庫本（数冊）（60代/男性）
・ZOZO TOWNで洋服（30代/ 性）
・１０９シネマズで座席予約（30代/男性）

Q9. 「ネット通販」で、過去に購入した面白い（珍しい）と思う商品・サービスは
何か教えてください。（自由回答）

※ネット通販を 用すると答えた方

＜回答の一部（抜粋）＞
・冬物のクリーニング（20代/ 性）
・赤ちゃん用名入れのTシャツ（20代/ 性）
・妻飾り（30代/ 性）
・ミニーちゃんのスカート（10代/ 性）
・Photopressoのフォトブック（20代/ 性）
・皿回しセット（父親が買った）（10代/ 性）
・ハロウィンの服（20代/ 性）
・ドライアイス2kg（10代/ 性）
・手羽餃子（30代/男性）
・エステの 待券を に胞りました。（20代/ 性）
・お坊さんドットコム。法事に必要な僧侶を注文（40代/男性）
・毎月、カレーのレシピと必要なスパイスが届く、Air Spice（20代/男性）
・Starwarsの浮世絵、こけし（20代/ 性）
・お肉（20代/男性）
・Amazonプライム（映画や音楽などオンデマンドコンテンツが充実している）（40代/男性）
・開運ブレスレット（20代/男性）
・餅（60代/男性）
・オーダーメイド ヘッドアクセ（30代/ 性）
・トランポリン（30代/男性）
・子供の絵をぬいぐるみにしてくれるサービス（30代/ 性）



Q10. 「ネット通販」で、過去に困ったエピソードを教えてください。
（商品自体や梱包や配送についてなど何でも結構です）（自由回答）

※ネット通販を 用すると答えた方

＜回答の一部（抜粋）＞
・平日 在のため、なかなか 物を受け取れない。 在 の電話をするのが面倒くさい。（20代/ 性）
・たまにですが、小さな商品の梱包ケースの中が空間だらけで、真ん中にテープで止めてあり、

なぜダンボールケースなんだろうと疑問に思う事がありました。（50代/男性）
・バックオーダー待ちでなかなか届かない。間違った物が届く。（40代/男性）
・商品が思った物と違う（20代/ 性）
・思っていたものと少し違った時…（30代/ 性）
・配送に時間がかかった（20代/ 性）
・すぐに必要だったので即日発送してほしかったけど、それが可能かどうかわからないまま注文して連絡欄にその旨を記入。

届けられるか 安なまま商品到着を待った。（30代/ 性）
・物は小さいのに包装がでかい （10代/ 性）
・欲しい商品を時間通りに受け取れない。販売元と連絡が取りづらい （20代/ 性）
・ダイニングテーブルを注文したら届くまで１ヶ月必要と回答が来た。（50代/男性）
・サイズが合わない（20代/ 性）
・実際に思っていたものと違う商品だったこと （20代/ 性）
・クレジットカード決済しかできないものがあるとき （10代/ 性）
・包装紙のビニールがぐるぐる きにされており、どこから開けれ いかわからなかった。（海外のサイトで注文）（20代/ 性）
・ 日にしか受け取れず、コンビニ受け取りを 用することもありますが、よく く店では 所や 名を店 に られるため、

抵抗感がある。（40代/男性）
・商品がこなかった（20代/ 性）
・配達指定日に商品が来なかった （40代/男性）
・希望の日時に届かない （20代/ 性）
・間違ったものが届いた・・・ （30代/男性）
・特にありません （20代/ 性）、（30代/男性）、（40代/男性）、（60代/男性）
・服を買った時、サイズ感を間違えた。 （30代/男性）
・受け取りが困難で返送されてしまった。 （20代/男性）
・受取の際に運送業者の方とすれ違いを繰り返してなかなか受け取れなかったこと。（30代/ 性）
・商品到着が遅い（海外発送） （30代/ 性）
・商品が破損していた（30代/男性）
・商品の質感が分からない、再配達が面倒だし申し訳ない（20代/ 性）
・オークションでなかなか出品者と連絡が取れなかった。（40代/男性）
・送られてこない（30代/男性）
・海外サイトでしか売っていないものを購入する際、 の と支 い方法に った。（30代/男性）
・画像と製品の相違（40代/男性）
・ディテールがわからないので安っぽい商品が届いた（20代/ 性）
・画面で た と実際の が大 に違った。白と記載されており画像も白だったが、届いた商品の は、

表面加工のせいか、薄い に えたため返品した。(家具) （30代/男性）
・サイズが合わなかった、 ボールの が大変（30代/ 性）
・写真とか書き込みとの相違。（30代/ 性）

■４割以上が「思ったものと う」「配送サービス の 」を している N=83

商品ページの画像や説明文を参考に商品やサービスを購入しているが、実際に届く商品は「思ったものと違う」
と感じたことのある人が2割以上を占め、次いで、商品到着の遅延や配達指定日に届かない等の「配送サービス」
に対する 満を している。 外にも「困ったことがない」と回答する人も多かった。



当アンケートに関する、お問い合わせ・ご相談

調査結果を引用・転載いただく際は、お手数ですが、必ず「タナックス・ミセナカ調べ」と出典元を
ご記載くださいますようお願い申し上げます。
また、引用に関するお問い合わせおよびご質問は、下記までお問い合わせください。

＜お問い合わせ先＞
■電話でのお問い合わせ：06-6446-5656（平日10：00 17：00）
■メールでのお問い合わせ：info＠misenaka.jp

調査元

会社名：株式会社タナックス 大阪支店 新規事業推進室 ミセナカ
所在地：〒530-0005

大阪 中之島3-3-3 中之島三井ビルディング18階
TEL：06-6446-5656（ミセナカ直通）

ホームページ：http://misenaka.jp/ (ミセナカ)
facebook：http://www.facebook.com/misenaka.journal/ （ミセナカ ジャーナル）


