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女の本音・2003主婦の娯楽(2003年2月）

関連業界に言いたいこと何でも
年
齢

職業 居住区

ショッピングに行くと駐車場代がかかるのでいやだ 21 主婦専業 横浜市
映画・美術館など入場料が高い。日本はなぜこんなに高いの? 23 主婦専業 練馬区
お手頃な価格を目指してほしいです。特に映画料金は高過ぎると思いま
す

23 主婦専業 中野区

ゲームセンターは流行もののプーさんグッズが多く、つまらない。UFO
キャッチャーは取れないものが多過ぎ

24 パート 足立区

美術館を減らさないでほしい 25 主婦専業 江戸川区
TVでも子供関連のことを流してほしい 26 主婦専業 横浜市
習い事をしたくても、保育所がなくて困っています。保育所のある学校
を作ってほしいです

26 主婦専業 横浜市

カルチャースクールを増やしてほしい 27 パート 町田市
交通費をもっと安くしてほしい 27 主婦専業 横浜市
テーマパークで最近違反があるみたいですが、きちんと守ってもらうと
ころは守ってもらわないと、安心して子供を連れていけないと思います
ね

28 パート 船橋市

交通機関(電車など）にエレベーターがあるともっと出かけたくなりま
す

28 主婦専業 青梅市

子供と一緒に出来る娯楽を 28 主婦専業 船橋市
安くて家族で楽しめる娯楽施設を紹介してほしいです 28 主婦専業 八千代市
面白い本をたくさん出してください 29 フルタイム 日野市

テーマパークの料金を駐車場代も含め、安くなればいいと思います 29 フルタイム 西東京市

娯楽雑誌はいろいろあって便利だが、割引クーポンなどもつけてもらえ
たら、新しい趣味を始めやすくなるのでは…

29 主婦専業 練馬区

テーマパークではトイレの混雑が目立ち、妊娠中や小さな子供がいると
困るので対処してほしい

29 主婦専業 足立区

子供がのびのび遊びやすい環境･場所を増やしてほしいです 30 パート 中野区
託児できるものを増やしてほしい 30 パート 練馬区
日曜日の午後からのTVは面白くありません 30 フルタイム 船橋市
映画館で子連れ専用の時間帯があれば気兼ねなく、いろいろなジャンル
を見れるので作ってほしい

30 主婦専業 大田区

おしゃれなテニスファッションを開発してほしい 30 主婦専業 横浜市
高速道代を安くしてください 30 主婦専業 松戸市
ミュージカルは公演料が高過ぎ! 30 主婦専業 町田市
安く楽しく遊べる情報がたくさんほしい。平日の昼間のお得情報をくだ
さい

31 パート 練馬区

国内旅行のパックが、1週間前までしか予約できないのはおかしい。
せっかく週の半ば頃に、週末旅行に行けそうになっても、予約できず、
個人旅行となってしまい、高くつくため、利用しない

31 フルタイム 国分寺市

世界一周旅行ツアー計画を立ててほしい 31 フルタイム 調布市
何をするにも高いです。もっと安くしてください 31 フルタイム 松戸市
大人だけで楽しめる場所をもっと作ってほしいです(静かにゆったり
と）

31 フルタイム 文京区

美術館に行くと、非常に込んでいてゆっくり鑑賞できないことが多い。
開館時間が短いせいでは?　勤めの後に寄れるようになると、今まで足
が向かなかった方も行ってみるかも

31 主婦専業 大田区

平日にも観光地や宿泊地のサービス･特典を増やしてほしい。PRもどん
どんしてほしい

31 主婦専業 横浜市

本が高い。販売した本を回収して、リサイクルするシステムを考えてほ
しい

31 主婦専業 横浜市

ベビーの休憩室やオムツ交換シートの充実 32 主婦専業 松戸市
子連れに優しい情報をください 33 フルタイム 守谷市
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女の本音・2003主婦の娯楽(2003年2月）

関連業界に言いたいこと何でも
年
齢

職業 居住区

ペット連れでの旅行も企画してほしい 33 フルタイム 世田谷区
子供とテーマパークへ行きたいが、何しろ高い。子育ての一つの支援と
して、もう少し子供には割安な優遇もあってほしいです

33 主婦専業 横浜市

スポーツなど、もっと格安にしていただきたいですね 33 主婦専業 横浜市
テーマパークなどでファミリー割引など作って、もう少し料金の値下げ
をしてほしいです

33 主婦専業 船橋市

小さい子を連れていける店を増やしてほしい 34 主婦専業 八千代市
旅行代金が繁盛期と閑散期で差がありすぎる!!夏休みなど、高い時期し
か出かけられない人が多いのに

34 主婦専業 我孫子市

レンタルビデオがもう少し安いと、もっとうれしいのですが… 34 主婦専業 柏市
我が家にはFAX、パソコン、携帯どれもありません。ぜひハガキでも応
募できるよう懸賞の形態を考えてください

34 主婦専業 横浜市

遊園地といえば、ディズニーランドしか行かなくなってしまった。でも
いつも込んでいる。どうにかしてほしい

35 パート 横浜市

遊園地の入園料をもっと安くしてほしい 35 フルタイム 八王子市
土曜は学校が休みになっているため、安くて、楽しいイベントなどを
行ってほしい

35 自由･自営 船橋市

いつもがんばってアンケートを送っています。たまには当選してほしい
です

35 主婦専業 船橋市

子供が本物の芸術などに触れられる空間をもっと増やしてほしい 35 主婦専業 日野市
ダイビングはすごく高いので、もっと気楽に出来るようにしてほしい。
海外のようにタンクだけ借りて潜りたい

35 主婦専業 江戸川区

邦楽CDが高過ぎると思います。DVDもちょっと高いです 35 主婦専業 杉並区
お店によっては土･日曜にランチメニューをやっていないところがあっ
て不満です

36 フルタイム 墨田区

お年寄りも若者と一緒に楽しめる娯楽を提案してください 36 主婦専業 柏市
子連れで泊まれる温泉･家族風呂などを増やしてほしいです 36 主婦専業 中野区
インターネットでチケットを高く売るのはやめてほしい 37 主婦専業 足立区
ペット同伴でもOKの場を増やしてほしい 37 主婦専業 八千代市
国内宿泊費をもっと安くして 38 主婦専業 柏市
小学校前の子供の入場料は安くしてほしい（希望は無料） 38 主婦専業 杉並区
入場料、食事代が高過ぎる 38 主婦専業 日野市
キャンプ場は施設を充実させ過ぎ!便利過ぎては、かえって楽しくな
い。持ち込みはもっと安価にしてほしい

39 パート 横浜市

リーズナブルで、衛生的な施設を 40 その他 三鷹市
習い事(特にフィットネスやエステ）の入会金が高い 40 パート 葛飾区
全体に子供や若者向けのうすっぺらな娯楽が多くなってきているように
感じます。大人も十分楽しめるように質の向上を望みます

40 フルタイム 文京区

習い事の費用が高過ぎる。特に英会話!!また子供の習い事だって。子供
なんだから、安価にしてほしい

40 フルタイム 我孫子市

映画の入れ替わりが早過ぎますよ!! 40 主婦専業 国立市
ゲーム、携帯電話など若い人、子供が遊びに夢中なのはどうかと思う。
おこづかいが足りないと、遊ぶためにバイトするとか…何万もかけるの
はいかがなものか。育ち盛りの世代の目の向く先は、娯楽ではなくて、
違うものと思うが。大人が、企業が、もっとシビアに境界線を引くよ
う、自ら考え、養う時間こそ、必要だと認識し、実行して、このような
雑多な環境から遠ざけてほしい

41 パート 江戸川区

ハッピーマンデーとかいって、3連休になっても、旅行などの値段が高
くなっては意味がないと思います

41 パート 小金井市

個性的なものを提供してほしいです 41 フルタイム 練馬区
宿泊施設の平日料金は安いけど、休前日の料金も安くしてほしい 41 主婦専業 松戸市
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女の本音・2003主婦の娯楽(2003年2月）

関連業界に言いたいこと何でも
年
齢

職業 居住区

映画代はやはり高いと思います。スクリーンの大きさ、イスの座り心地
も、映画館によって違うので、査定して映画料金を値引きしてもいいよ
うな気がする

43 パート 柏市

子供連れでも入れるレストランを増やしてほしい。ファミレスばかりな
のです。普通のお店でも、ベビーカーでも入れるようにしてほしいで
す。子供はうるさいし、ベビーカーを邪魔扱いされます

43 フルタイム 横浜市

娯楽といってもお金をあんまりかけないで、自分のストレスを発散でき
るものがあれば楽しいですね

44 パート 豊島区

子供の宿泊料金をもっと安くしてほしい 45 主婦専業 練馬区
スーパー銭湯の金額を下げてほしい 46 フルタイム 鎌ヶ谷市
コンサート、特にオペラ高過ぎる 46 自由･自営 中野区
テレビで名画をどんどん放映してほしい 47 パート 船橋市
1人でも気軽に出かけられる1泊旅行を増やして 49 パート 昭島市

休暇を取れないサラリーマンに、土曜割引の旅行プランを考えてほしい 49 主婦専業 横浜市

多くの人たちと行ける、手作りのできるところを身近に行ってください 50 主婦専業 府中市

資格取得学校などは、もう少し授業料を安くしてほしい 51 パート 日野市
バス旅行に出かけるのですが、観光の時間が少なく、買い物するような
ところがやたらと多いような気がします。低料金で仕方ないかもしれま
せんが、もう少し何とかしてほしい

51 パート 横浜市

係員は笑顔で接すること 51 主婦専業 横浜市

単一の娯楽施設ではなく、色々と組み合わせた施設を提供してほしい 52 パート 船橋市

ラジオ番組ですが、おしゃべりがなく、曲だけの番組があっても面白い
と思います

52 パート 江戸川区

ゴルフの練習場のボール単価を安くしてほしい 52 フルタイム 練馬区
度を越す宣伝はいかがなものか 52 フルタイム 松戸市
日帰り旅行の行程が同じところが多い 52 主婦専業 船橋市
子供にも良い影響を与えるものを作っていただきたい 53 主婦専業 船橋市
ディズニーシーも年間パスポートを作ってほしい 53 主婦専業 練馬区
ミュージカル・芝居にも、シニア料金を設定してほしい 54 パート 練馬区
出来るだけ多くの人に仕事を 55 パート 中野区
インターネットの電話料を安くしてほしい 55 フルタイム 練馬区
もっといろんな業界のPRがほしい 56 主婦専業 国分寺市
コンサート、ミュージカル、オペラ、一般的に金額が高過ぎ。気楽に楽
しめず、芸術文化を楽しめない

57 パート 松戸市

車イスの設置 58 フルタイム 豊島区
パークゴルフのツアーを企画してほしい 58 主婦専業 松戸市
子供たちに希望や夢を与えるものを 59 主婦専業 豊島区

本がなくなり、今は図書館を利用することが多いので、もう少し安価で
手に入るといいのですが…。主人が年金生活に入り、こたえます

59 主婦専業 東村山市

安くて、安全で楽しい旅行プランの提供を!! 60 フルタイム 八千代市
50～60代のファッションをもっと考えて 60 主婦専業 国分寺市

ウイークデー、シニアなどの割引制度がもっと増えるといいと思います 60 主婦専業 船橋市

コンサートのチケットを取るのに苦労します 60 主婦専業 横浜市
四季を楽しめる企画を! 60 主婦専業 松戸市

若者だけでなく、年配者の楽しめる場所をもっと増やしてほしいです 60 主婦専業 柏市
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女の本音・2003主婦の娯楽(2003年2月）

関連業界に言いたいこと何でも
年
齢

職業 居住区

不況の時代、どこも苦しいが、食生活は命の値段として、高い食材で他
を切り詰める毎日。娯楽どころでないのが現状です

61 主婦専業 葛飾区

サービスのレベルを上げて 65 主婦専業 船橋市
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