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「香りのおしゃれアンケート」まとめ
・洗濯柔軟剤の香りを複数揃えて気分で変えるのがオシャレ、そんなライフスタイルが数年前から始まり、今や部屋の香りを楽しむ提
案や衣類に付けるスプレーなど百花繚乱。香りのオシャレがどこまで浸透しているのか確認した。

・消臭目的だけではなく香り付けを積極的に楽しんでいるかを、部屋、衣類、髪や体に分けて聞いた結果を、それぞれグラフで掲出。
「特別なときだけ」まで入れれば、7割強が部屋の香りを楽しんでいて、最も浸透していた｡衣類と髪・体は、どちらかに分かれるため、
それぞれに「むしろ香りを付けない」人が3割出現するのも注目だ。

・部屋の香りを楽しむ人は半数が「気分によって変える」と言い、2種類のスプレーを常備している人が多い。4種類以上のスプレーを
常備している人も1割強。

・部屋の香り付けをインテリアとして楽しもうと意識している人はまだ3割程度だが、興味はあるという人が、残りの8割近くに上り、こ
れから先も過熱しそう。意識している人は、おしゃれなディフューザーやアロマポットをおいて視覚的に楽しんだり、そのときの気分に
よってアロマオイルを自分でブレンドしたり、部屋ごとにイメージした香りを使用したり、インテリアのカラーと合わせて香りを選んでい
たりと、楽しみ方もさまざま。

・香りについては効果効能や複数の香りを使うときのマナーなど、まだまだ基本的なことを知りたい人が多数。また、子どもやペットの
健康にいいのか不安という声も散見され、店頭での説明にも、一層の工夫が必要だ。エレベーターや電車、映画館やレストランなど
の閉じられた空間では、近くの人がつけていた香りが強すぎて気分が悪くなった、映画に集中できなかった、食事を味わうことができ
なかったなどの苦いエピソードも、多数寄せられた。

・実物を嗅いでみないと分からないのでサンプルも絶必だが、店頭では長く置いてあると香りが飛んでしまって良く分からないという
声も多かった。店頭サンプルは必要だが、サンプリングで自宅で香りを確かめてもらうほうが効果的かもしれない。

・柔軟剤の香りが流行ったのは、それによって洗濯が楽しくなる、という気持ちの部分も大きい。家事を楽しくするための香りの遊び
や、五感を刺激する工夫は、まだ可能性に満ちている。

リビングくらしHOW研究所 女性の意識と行動を分析・研究する、リビング新聞グループのマーケティングカンパニーです。

あらゆる消費の中心に存在する女性生活者と、より深く、効果的なコミュニケーションを実現するための情報を発信しています。

ウェブサイト http://www.kurashihow.co.jp 問い合わせ TEL03-5216-9420 FAX03-5216-9430

調査期間 ： 2014/04/10～04/13
調査方法 ： リビング新聞公式ウェブサイト「リビングＷｅｂ」にてWEBアンケート
集計数 ： 女性1125人（既婚75.9％、独身24.1％）

女性（2014年/全国）
「香りのおしゃれアンケート」
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調査期間 ： 2014/04/10～04/13
調査方法 ： リビング新聞公式ウェブサイト「リビングＷｅｂ」にてWEBアンケート
集計数 ： 女性1125人（既婚75.9％、独身24.1％）

女性（2014年/全国）
「香りのおしゃれアンケート」

Ｑ１．空間の香り付けを楽しんでいますか？

Ｑ２．空間の香り付けを楽しんでいる方、
香りを変えることはありますか？

＜回答者プロフィル＞
•平均年齢：43.7歳・（年齢幅20歳・～80歳・）（20代以
下：7.6%、30代：30.0%、40代：34.7%、50代：18.4%、
60代以上： 9.3%） •子どもの有無：いる 58.3%、いな
い14.7% •末子年齢：未就学児24.6%、小学校低学
年9.2%、小学校高学年7.3%、中学生8.4%、高校生
6.2%、大学・社会人以上44.3% •働き方：／専業主
婦）44.0%、パート・アルバイト 29.1%、／フルタイム）
19.9%、そのほか 7.0%

リビングくらしHOW研究所 女性の意識と行動を分析・
研究する、リビング新聞グループのマーケティングカン
パニーです。あらゆる消費の中心に存在する女性生活
者と、より深く、効果的なコミュニケーションを実現するた
めの情報を発信しています。

ウェブサイト http://www.kurashihow.co.jp

問い合わせ TEL03-5216-9420 FAX03-5216-9430
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調査期間 ： 2014/04/10～04/13
調査方法 ： リビング新聞公式ウェブサイト「リビングＷｅｂ」にてWEBアンケート
集計数 ： 女性1125人（既婚75.9％、独身24.1％）

女性（2014年/全国）
「香りのおしゃれアンケート」

Ｑ４．特にルームスプレーなどスプレータイプのもので、
複数以上の香りを常備していますか？

＜回答者プロフィル＞
•平均年齢：43.7歳・（年齢幅20歳・～80歳・）（20代以
下：7.6%、30代：30.0%、40代：34.7%、50代：18.4%、
60代以上： 9.3%） •子どもの有無：いる 58.3%、いな
い14.7% •末子年齢：未就学児24.6%、小学校低学
年9.2%、小学校高学年7.3%、中学生8.4%、高校生
6.2%、大学・社会人以上44.3% •働き方：／専業主
婦）44.0%、パート・アルバイト 29.1%、／フルタイム）
19.9%、そのほか 7.0%

リビングくらしHOW研究所 女性の意識と行動を分析・
研究する、リビング新聞グループのマーケティングカン
パニーです。あらゆる消費の中心に存在する女性生活
者と、より深く、効果的なコミュニケーションを実現するた
めの情報を発信しています。

ウェブサイト http://www.kurashihow.co.jp

問い合わせ TEL03-5216-9420 FAX03-5216-9430
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調査期間 ： 2014/04/10～04/13
調査方法 ： リビング新聞公式ウェブサイト「リビングＷｅｂ」にてWEBアンケート
集計数 ： 女性1125人（既婚75.9％、独身24.1％）

女性（2014年/全国）
「香りのおしゃれアンケート」

Ｑ６．洋服の香り付けを楽しんでいますか？ Ｑ８．洋服の香り付けのために使っているものは？

＜回答者プロフィル＞
•平均年齢：43.7歳・（年齢幅20歳・～80歳・）（20代以
下：7.6%、30代：30.0%、40代：34.7%、50代：18.4%、
60代以上： 9.3%） •子どもの有無：いる 58.3%、いな
い14.7% •末子年齢：未就学児24.6%、小学校低学
年9.2%、小学校高学年7.3%、中学生8.4%、高校生
6.2%、大学・社会人以上44.3% •働き方：／専業主
婦）44.0%、パート・アルバイト 29.1%、／フルタイム）
19.9%、そのほか 7.0%

リビングくらしHOW研究所 女性の意識と行動を分析・
研究する、リビング新聞グループのマーケティングカン
パニーです。あらゆる消費の中心に存在する女性生活
者と、より深く、効果的なコミュニケーションを実現するた
めの情報を発信しています。

ウェブサイト http://www.kurashihow.co.jp

問い合わせ TEL03-5216-9420 FAX03-5216-9430
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調査期間 ： 2014/04/10～04/13
調査方法 ： リビング新聞公式ウェブサイト「リビングＷｅｂ」にてWEBアンケート
集計数 ： 女性1125人（既婚75.9％、独身24.1％）

女性（2014年/全国）
「香りのおしゃれアンケート」

Ｑ９．あなたは髪や体に香りを
まとうことを日常的にしていますか？. Ｑ10．香りをまとうことを意識して選ぶのは？

＜回答者プロフィル＞
•平均年齢：43.7歳・（年齢幅20歳・～80歳・）（20代以
下：7.6%、30代：30.0%、40代：34.7%、50代：18.4%、
60代以上： 9.3%） •子どもの有無：いる 58.3%、いな
い14.7% •末子年齢：未就学児24.6%、小学校低学
年9.2%、小学校高学年7.3%、中学生8.4%、高校生
6.2%、大学・社会人以上44.3% •働き方：／専業主
婦）44.0%、パート・アルバイト 29.1%、／フルタイム）
19.9%、そのほか 7.0%

リビングくらしHOW研究所 女性の意識と行動を分析・
研究する、リビング新聞グループのマーケティングカン
パニーです。あらゆる消費の中心に存在する女性生活
者と、より深く、効果的なコミュニケーションを実現するた
めの情報を発信しています。

ウェブサイト http://www.kurashihow.co.jp

問い合わせ TEL03-5216-9420 FAX03-5216-9430
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調査期間 ： 2014/04/10～04/13
調査方法 ： リビング新聞公式ウェブサイト「リビングＷｅｂ」にてWEBアンケート
集計数 ： 女性1125人（既婚75.9％、独身24.1％）

女性（2014年/全国）
「香りのおしゃれアンケート」

Ｑ11．部屋の香り付けをインテリアとして楽しむことが話題ですが、あなたはそうした意識を持っていますか？
「はい」と答えた方、あなたの自慢の部分を教えてください

・オシャレなディフューザーを置いている。 （28歳・東京都／フルタイム）
・かわいいアロマポットをディスプレイしてます！（40歳・兵庫県／パート・アルバイト）
・入った瞬間に香るようにドア横において視覚的にも楽しめるようにしている。（21歳・千葉県／パート・アルバイト）

・誰にでも、受け入れられるような 香りを数種類常備してます。（48歳・埼玉県／フルタイム）
・二階と一階で香りをかえているので、お友達に好評です。 （42歳・栃木県／専業主婦）
・遊びに来て下さった方がまず気づいてくださるのは廊下のフットライトから香るラベンダー。爽やかに香ってくれるので季節問わず大好き！（41歳・東京都／専業主婦）
・主人が今日もいい匂いだと帰宅時言ってくれる。（40歳・埼玉県／パート・アルバイト）

・リラックス、消臭効果も勿論、生活臭を消し洗練された空間にしたいのでアロマのエッセンシャルオイルをその時々でブレンド。 （43歳・東京都／フルタイム）
・気分によってオリジナルのアロマスプレーを作って使っています。 （40歳・神奈川県／パート・アルバイト）
・ローズの香りが好きでよくスプレーしますがなるべく天然のものにこだわっています。（ 43歳・千葉県／専業主婦）
・色々な香りを楽しむ事が好きなので、必ず部屋に１つ加湿付きアロマポットを置いて、加湿しながら香りを楽しめるようにしています♪（25歳・福岡県／パート・アルバイト）

・嗅覚はメンタルに直接働くので、体調や時間帯を考えて香りを工夫。人工的な香りは好きでないので、天然のエッセンシャルオイルを常備。（43歳・大阪府／専業主婦）
・香りによって気分を変えたり空気をキレイにできるのでうまく付き合うことによっていつも自分をいい状態にできる。（47歳・大阪府／フルタイム）

・部屋ごとにイメージした香りを使用している（ 28歳・大阪府／フルタイム）
・部屋によってくつろいだり元気になるような香りなど色々と変化をつけています。 （39歳・東京都／専業主婦）

・香りだけでなく、見た目のかわいさやおしゃれなものを玄関に特に置くと、入った時の印象がよい。（32歳・東京都／専業主婦）
・玄関に入った時に良い香りが漂うよう、玄関の香りは気を使ってます。見た目にもおしゃれなディフューザーを置いたり。（34歳・神奈川県／専業主婦）
・玄関に入ってきたときに目にと鼻に入ってくるものはいいものにしたいと思っているので、重要視しています。（35歳・香川県／フルタイム）
・玄関を入った時の香りで家の印象が変わると思うので、特に気をつかっている。自分が好きな香りでなく一般的に好まれている香りにする。（32歳・大阪府／フルタイム）

・寝具はリラックスしたい時とムーディーな感じのもので使い分けているところ。（33歳・北海道／専業主婦）
・寝室はピンクのカバーとローズ、トイレは紫グッズとラベンダー、玄関は黄色のグッズとグレープフルーツ。色と香をセットにして各々の場所により香を変え気分をリフレッ
シュさせています。 （43歳・神奈川県／専業主婦）
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調査期間 ： 2014/04/10～04/13
調査方法 ： リビング新聞公式ウェブサイト「リビングＷｅｂ」にてWEBアンケート
集計数 ： 女性1125人（既婚75.9％、独身24.1％）

女性（2014年/全国）
「香りのおしゃれアンケート」

Ｑ12．香りにまつわることで、あなたが印象に残ったエピソードがあれば教えて下さい。

・EO光工事で作業員の男性が柔軟剤のよい香りがして、とても清潔感を感じました。香りって効果がすごいと思います。（41歳・大阪府／フルタイム）
・良い香がすると印象が良くなる。会社で男勝りな感じの見た目の女性がふわっと良い香がしたときに、見習わなくてはと思いました。（ 40歳・北海道／パート・アルバイト）
・男性で、ほんのりとナチュラルなアロマの香りを漂わせている人がいて、とても素敵！！と思いました。（ 39歳・大阪府／フルタイム）

・年配の方から手紙をいただいた時に、香りのするものが入っていて 上品だなあと思いました。（ 40歳・神奈川県／フルタイム）
・お店に行ったとき香りのよいお絞りが出てとても気分がよかった。（ 39歳・東京都／フルタイム）

・アロマキャンドルは思ったほど香りがせず、芯の周りだけがとけ、最後まで使い切れない。 アロマディフューザーはコンセントの位置と置き場所を考えると不便＋効果が
低くなりそうと思い、結局持っていない。でもいい香りに包まれて生活したい、来客があっても恥ずかしくない家でいたいとは切に思う。 （ 46歳・東京都／専業主婦）
・家に人が来るときはかなり気合を入れて、頑張ってスプレーをまいていました…今思えばつけすぎで臭かっただろうなと思います。（ 33歳・岩手県／専業主婦）
・外国の男性の香りを気に入り、海外旅行に行って、スーパーで男性が使う制汗スプレーやクリーム、洗濯洗剤などを買いあさった。（ 30歳・東京都／フルタイム）

・香りで認知症予防ができるというのを聞いたので、これから利用してみたい。 （ 61歳・愛知県／専業主婦）
・香りで記憶が蘇ることが時々あります。 香りは脳に深くかかわっているのだと感じます。 （ 47歳・東京都／パート・アルバイト）
・香りの効果で腸の調子が良くなりました。 ビックリです。 （ 32歳・東京都／そのほか）

・エレベーターで女性が乗って来て、私はいい香りと思ったけれど、主人は臭いと言っていた。 （ 42歳・兵庫県／専業主婦）
・電車で香水がきつくて、気分が悪くなったことがある。 自分だけ楽しむのではなく、周りに気を遣って欲しい。（ 32歳・千葉県／パート・アルバイト）
・レストランで隣のテーブルの女性の香水の香りが強すぎて料理を味わう事が出来なかった。 （ 61歳・東京都／専業主婦）
・先日映画館でのおば様の香水には辟易しました。席はかなり離れていたのですが、映画館中きついにおいで映画に集中できなかった。（ 58歳・大阪府／専業主婦）

・隣の洗濯物・・・・柔軟剤がくさくて臭くて・・・しかも強烈！！ 風向きの関係で とっても困っています でもくさいともいえず・・・。（ 40歳・大阪府／専業主婦）
・職場の先輩で香水のきつい人がいて、だれも注意出来なくて困りました。（65歳・大阪府／専業主婦）
・妊娠中、つわりで匂いがきついときに、病院で同じ産婦さんの香水の匂いが強烈だった。やめてほしかった。（ 30歳・静岡県／フルタイム）

・猫を飼い始めて５年。それまで色々な香りを楽しんでいたが、猫には毒になる物もあると知り、極力においの目立つ物は避けるように。（44歳・神奈川県／フルタイム）
・部屋の香りも楽しみたいが、ペットがいるし、アトピーの子供がいるが大丈夫か？（53歳・神奈川県／専業主婦）
・子供が小さいので、安全に楽しむ方法があれば教えてもらいたい。（31歳・愛知県／専業主婦）

・香水を耳元に着けて自転車にのっていたらミツバチが飛んできて怖い思いをしたのでそれ以来香水はつけなくなった。（ 59歳・大阪府／専業主婦）
・強い香水をつけていた同僚は残り香も半端なく、どこで何をしていたかがすぐバレる人でした。 （ 48歳・埼玉県／そのほか）

・お店ではいい匂いだと思って買って帰ったものが、家ではそうでもなかったことが多々あります・・・。 （ 39歳・大阪府／専業主婦）
・お部屋に香りのスプレーをすると、夫が「頭が痛くなる」と言って窓を開けてしまう。（37歳・愛知県／専業主婦）
・トイレの芳香剤を使ってみたら、マンションで気密性が高いためか、家中その香りが漂って困ったことがあります。 （ 46歳・大阪府／専業主婦）


