
自主調査

「ネット通販」に関するアンケート調査(2)

株式会社タナックス
大阪支店 新規事業推進室

〒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

<調査概要>

●調査名： 「ネット通販」に関するアンケート調査(2)
●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）

ギフトラッピング の （SA）
ギフトラッピングを しない 由（SA）
ギフトラッピングの （SA）
ギフトラッピングの シーン（SA）
ギフトラッピングの 目的（SA）
ギフトラッピングサービスがない場合の対処（SA）
ギフトラッピングの （SA）
ギフトラッピング 価格の要望や （FA）
ギフトラッピング に対するデザイン・仕様の要望や （FA）
他人から貰ったギフトの心に残るラッピングサービス（FA）

●サンプル数：１００S
●割 付： 男性：６０S 性：４０S
●実査期間： 2017 3月21日（ ） 2017 4月14日（ ）
●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. 「ネット通販」でギフトラッピング(包装)を した とがあ ますか？（必須回答）
■6割が「ネット通販」でギフトラッピング(包装)を した とがないと回答 N=100

10代 60代の男 は、6割が「ネット通販」でギフトラッピング(包装)を「 用したことがない」と
いう結果となった。別紙「ネット通販」に関するアンケート調査(1)の結果の通り、「ネット通販」
では“自分用”の商品・サービスを購入する人が多いため、ギフトラッピング(包装)を 用したことが
ない人が過半数を占めている。
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Q2. 「ネット通販」でギフトラッピング(包装) サービスを しない 由について
お聞かせください。（１つ選択）

■6割が「ラッピング（包装）が必要な商品・サービスはネット通販で注文しない」と回答 n=58

6割が「ラッピング（包装）が必要な商品・サービスはネット通販で注文しない」と回答する結果に。
次いで、「ラッピング（包装）のデザイン・仕様が くないから」が16.0%。また「その他」も16.0%で
以下の通り、様々な回答が られた。「ネット通販」が一 的になりつつある の中だが、 “ギフト”で 用
する人がまだまだ少ないことが分かった。

Q3. 「ネット通販」でギフトラッピング（包装）する注文する はどのくらいですか？
（1つ選択）

■半数が「 とんど しない」と回答 n=58

全体で ると、半数が「ほとんど 用しない」結果に。次いで、「たまに 用している」が43.0%。
また7.0％と、わずかだが「 的に 用している」という人もいた。

※ギフトラッピング(包装)を 用したことがあると答えた方

※ギフトラッピング(包装)を 用したことがないと答えた方
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ラッピング（包装）が必要な商品・サービスは
ネット通販で注文しないから

ラッピング（包装）の注文方法が分から
ないから、面倒だから

ラッピング（包装）のデザイン・仕様が
くないから

＜「その他」回答の一部（抜粋）＞
・自分でラッピングしたいから（30代/ 性） ・商品を直 て買いたい為、 用しない（40代/男性）
・自分用で、必要がないから（50代/男性） ・有 であるから（20代/男性） ・出来なかった（30代/男性）



Q4. 「ネット通販」で自分がギフトラッピング（包装）を するシーンで多いのは
どれですか？（１つ選択）

Q5. 「ネット通販」で自分がギフトラッピング（包装）を注文する場合、贈る相手は
誰ですか？（１つ選択）

■4割 上が「友人・知人」 贈るた に している n=58

全体として ると、4割以上が「友人・知人」へ贈るためにギフトラッピング(包装)を 用している結果となった。
次いで、「家族」が32.0%、「会社同 ・関 者」が13.0%、「恋人」が9.0%を占めている。

※ギフトラッピング(包装)を 用したことがあると答えた方

※ギフトラッピング(包装)を 用したことがあると答えた方

＜「その他」回答＞
・ ・ の日（40代/男性）（30代/ 性） (20代/ 性) ・内祝い（30代/ 性） ・必要に応じて様々（20代/ 性）
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■４割が「お誕生日」で している n=58

4割が「お誕生日」に「ネット通販」でギフトラッピング（包装）を 用している結果となった。次いで「ご出
産祝い」が13.0%。また「その他」も13.0％で「 ・ の日」に 用している人が多かった。次いで「お中
元・お 」で 用する人が11.0％いた。
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＜「その他」回答＞
・必要に応じて様々（20代/ 性）



Q6. 「ネット通販」でギフトラッピング（包装）サービスがなかった場合、どうしますか？
（１つ選択）

■約半数が「商品が届いてから自分でラッピングする」と回答 n=58

全体で ると、約半数が「商品が いてから自分でラッピング」する方法で対 する結果となった。次いで、
「ラッピングしてくれるネットショップを探す」が33.0%、「ネット通販で買わず、実店舗で購入する」が
19.0％を占めた。

※ギフトラッピング(包装)を 用したことがあると答えた方

Q7. 「ネット通販」でギフトラッピング（包装）に支払える はどのくらいですか？
（必須回答）

■約半数が「100~300円」は「ネット通販」でギフトラッピング（包装）に支払えると回答 N=100

全体で ると、約半数が「100~300円」は「ネット通販」でギフトラッピング（包装）に支払える だと
回答している。次いで「0円~50円」が22.0%、「300円~500円」が20.0%を占めている。中には「特に上
限は設定しない」と回答している人もいるが、全体の約7割が「300円以下」の低価格を希望していることが
分かった。
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Q8. 「ネット通販」でギフトラッピング（包装）を注文する場合、価格についてご要望や
ご があれば教えてください。（自由回答）

＜回答の一部（抜粋）＞
・ラッピングのランクを選べるようにしたい（20代/ 性）
・安ければ安いほど し（40代/男性）
・無 と有 を設けてほしい 有 も価格ランクがあればいい（30代/ 性）
・無 で簡 なラッピングよりも、多少は支払うので選択肢を増やしてもらいたい。（30代/ 性）
・たいした包装でもないため、やたらと高く感じることが多い。（20代/ 性）
・店頭では無 が多いので無 希望（20代/ 性）
・ 無 がよい（30代/男性）
・無 が嬉しいですが。。 段階をつけてラッピングの仕様を選べたら嬉しいですね！ （20代/ 性）
・用途にあっていればどこもだいたい妥当かなと思います。ただ安いほうが嬉しい。

高いならそれなりのクオリティがほしい。（30代/男性）
・無 ならしてもらう（30代/男性）
・300円くらいでいい（30代/男性）
・ギフト の物を っているところは 的に無 でつけていてほしい（30代/ 性）
・200円くらいが よい（30代/ 性）
・パッケージ化されたものではなく、たとえばリボンの色とかも選べれば、有 の価 があると思います。 （30代/ 性）
・単 にラッピングしていれば い（30代/男性）
・100円 だと に せず、ギフトラッピング（包装）を注文します。（20代/男性）
・簡 と完全の選択。（30代/男性）
・クレジット払いなので価格はあまり気になりません（20代/ 性）
・無 だと 的に 用したくなります。（30代/ 性）
・価格によりラッピングパターンがあると嬉しい。（30代/男性）
・何段階でランクが分かれているとありがたいです。（30代/男性）
・なるべく安い方がいいと思いますが、お送りした時の、 第一印象を大事にしたいと思います。（40代/ 性）
・無 のみ、有 のみ、ではなく、 無 と有 を選べるとバリエーションが がって い。（30代/男性）

■3割が「特に要望や なし」と回答。 いで、「 」を 望する人が多い。 N=100

全体で ると、前 で がっている「ネット通販」で“ギフト”を注文しない人が多いことから、「ネット通販」
におけるギフトラッピング（包装）に関してあまり興味がないのか、価格について3割が「特に要望や なし」
と回答している。次いで、「無 が希望」が23.0%、「なるべく安いものが希望」が20.0％を占めている。また
自由回答の結果から、「なるべく安い」という感覚は「300円以下」がボーダーラインであることが分かる。



Q9. 「ネット通販」でギフトラッピング（包装）を注文する場合、デザイン・仕様について
ご要望やご があれば教えてください。（自由回答）

＜回答の一部（抜粋）＞
・ラッピングイメージを詳しく写真で掲載してほしい。（20代/ 性）
・有名ブランドでもない限り、ブランド名の入った包装紙やリボンは嫌 有 なのに、 にリボンだけとか

ダサすぎるのはNG（30代/ 性）
・特になし（50代/男性）
・古いデザインだとラッピングなしの方がいいと思う（20代/ 性）
・選択肢を増やしてほしい。（30代/ 性）
・店舗との差別化を図るためにも多様なデザインがあると嬉しい。（10代/ 性）
・出来上がりのイメージがつき らい物が多いので は必ずつけて欲しい。 ラッピングのカスタマイズがあまりない。

（リボンの色や包装紙を選ぶなど）（20代/ 性）
・ 人 ものは確認が出来るのですが直 お送りするものは 安で ラッピングが画像で確認できるや、パーツ別で選べるなどが

あれば面白いと思います。（40代/男性）
・イベントごとにバリエーションが豊富だとよりいいと思います（20代/ 性）
・シンプルから柄まで いものが い 袋か箱か選べる種類が多いと い（10代/ 性）
・写真で て、わかりやすく（20代/男性）
・どのようなラッピングなのか 写真がないと に めない（20代/ 性）
・包装資材に選択肢があまりなく、趣味に合わないことがあること。（40代/男性）
・どの 代でも対応できるようなバリエーションが欲しい（40代/男性）
・包装紙、リボン、シールなどは選びたい（20代/ 性）
・かわいいのや種類を増やして欲しい。ワンパターンは嫌。（20代/ 性）
・サイズ感がわからない時がある。選ぶときに、サイズの目安を教えてほしい。（30代/男性）
・デザインは、そこのブランドのカラーがしっかりでてるものがいいです。 （20代/ 性）
・だいたいダサい（30代/ 性）
・目的（TPO）ごとの選択肢あり。 華美すぎるのは気を使わせそうでほどほどに。（50代/男性）
・贈答に 用する 合、贈る対象者によって包装を変えたい為、高級感のあるタイプ、かわいさを前面に訴求したタイプなど

「ジャンルの なる」複数の選択肢が欲しい。（40代/男性）
・店頭でのラッピングと同じくらいのかわいい仕様。（20代/ 性）
・複数のデザイン、カラーからの選択、メッセージの書き込みサービスがあるほうがのぞましい。（40代/男性）
・手に って れない 。（30代/男性）
・ラッピングデザインが低 像 で デザインが分かり難い（40代/男性）
・シンプルな包装があれば嬉しいです。（30代/ 性）
・男性、 性、子 と 代に合わせたデザインが選べると嬉しい。 （30代/ 性）
・直 、送る相手 に 注することが多いので仕上がりが れないことがほとんど。

仕上がりイメージを れると安心なのですが... （30代/ 性）
・商品によってラッピングが なると思うのですが、どのような完成になるのか分からないのが です。

ネット上で簡単にカスタムできる（どこにリボンを付ける、袋の大きさ、柄を選べるetc）機能と完成形が分かる
サービスがあれば 用するかもしれません。 （20代/男性）

・ネット通販限定のデザインがあると嬉しいです（30代/ 性）
・ラッピング後の 体的な完成イメージ図などがあると嬉しい（30代/男性）

■約４割が「ラッピングの選択肢が欲しい」と回答 N=100

全体で ると、約4割が「ラッピングの選択肢が欲しい」と回答。「ネット通販」におけるギフトラッピング
(包装)は、贈る相手や、贈る商品・サービスに合わせて「有 /無 」を選べたり、包装紙やリボン、シール を
選べたり、カスタマイズできると 的に感じるようだ。また、ラッピングの有無は商品ページで選択できるこ
とは認 しているようだが、「ラッピングの写真を掲載してほしい」という もあり「ネット通販」だからこそ
購入者に“安心”を与えることが重要であることが分かる。



Q10. 今まで他人から貰ったギフトの中で、心に残るラッピングサービスはどのようなもの
ですか？（ネット通販・実店舗 どちらの場合でのエピソードでも構いません。）
（自由回答）

＜回答の一部（抜粋）＞
・結 式の で祝電バルーンをいただき、サプライズ感と会 が華やかになって嬉しかった。自分も注文したいと思う（20代/ 性）
・直筆メッセージのあるもの。 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。（40代/男性）
・トリーバーチ しっかりした箱でしっかりした大きいリボンで特別感がある。ラッピングだけでも可愛くて残している。 （30代/男性）
・ラッピングはあまりいつも ていない（ ） （30代/ 性）
・自分で贈ったもので恐縮ですが、ユナイテッドアローズのギフト・キットは…商品とは別で出荷されて自分でラッピングし、

手渡しできるのが かったです。 （40代/男性）
・箱だけでなく商品自体を包 ものもき んと なもので包まれていたときはいいなと思いました。 （10代/ 性）
・ハロウィンにモロゾフカフェのお菓子詰め合わせをもらったとき、ラッピングに可愛いヘアゴムが含まれていた。

今後も使えるものなのでうれしかった。 （20代/ 性）
・包装紙にも手書きのメッセージが書かれてたこと（20代/ 性）
・袋の口を閉めるリボンのところに、 自分のイニシャルのプレートがついていたことがありました！ （20代/ 性）
・誕生日に外泊した時、ホテル側が誕生日カードをくれた。 （30代/男性）
・手作り（30代/男性）
・書 を にラッピングされていたときは何をもらったかわからないくらい可愛らしくラッピングされていて

嬉しかったです。（30代/ 性）
・正直、ラッピングに印象を抱かなかった（30代/男性）
・ラッピングで心に残るエピソードが特に無いです。 （30代/男性）
・直筆のメッセージカードはうれしい（30代/ 性）
・セレブデトマトのトマトBOXが大変 で感 しました。（30代/ 性）
・中身が気になっている為、ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞに目がいかず。（30代/男性）
・服が大きめのダンボールの箱（身蓋一体タイプ）に入ったラッピングは印象に残っています。開封もしやすく丈夫なので、

現在も大きめの紙などを入れる箱として 用しています。（20代/男性）
・ストラップのような小物がついていた時、嬉しかったです。（40代/ 性）
・リボンの結び方が素敵だったもの（30代/ 性）
・アメ ミ ーローのフィギュアを人からいただいたが、それはネットで購入したもので、ラッピングサービスを 用しており、

サービス側でフィギュアの色調に合わせたラッピングを選んでくれていたとのこと。（20代/男性）
・ にラッピングされているもの メッセージ付きのもの（20代/男性）

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）


