
調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

「レンタルサービス、リサイクルショップの利用についてのアンケート」まとめ①「レンタルサービス、リサイクルショップの利用についてのアンケート」まとめ①

レンタルサービスやリサイクルショップの利用について、全国の女性749人に聞いた。

【よくorたまに利用しているレンタルサービス、利用したことはあるが現在は利用していないレンタルサービス】【よくorたまに利用しているレンタルサービス、利用したことはあるが現在は利用していないレンタルサービス】

よくorたまに利用しているレンタルサービスのトップ５はＤＶＤ、ＣＤ、レンタカー、漫画、レンタサイクル。

利用したことはあるが、現在は利用していないレンタルサービスのトップ５はＣＤ、レンタカー、ＤＶＤ、レンタサイクル、着物だった。

ＣＤの「利用したことはあるが、現在は利用していない」の割合（43.1％）が「よくorたまに利用している」の割合（25.8％）に比べて高い点が目立つが、これ

はＣＤをレンタルする人が減ってきているためだろう。わずかながら、「よくorたまに利用している」が「利用したことはあるが、現在は利用していない」を上

回ったのは、電子書籍、カーシェアリング、一眼レフカメラ。

【ここ１～２年以内で最も利用してよかったレンタルサービス、今後利用したいレンタルサービス、今後最も利用してみたいレンタルサービスとその理由】

ここ1～2年以内で最も利用してよかったレンタルサービスのトップ５は、ＤＶＤ、レンタカー、ＣＤ、漫画、着物。

今後、利用したいorまあ利用したいレンタルサービスの上位はＤＶＤ、ＣＤ、レンタカー、レンタサイクル、着物、パーティードレス、雑誌でいずれも４割以上

だった。

今後最も利用してみたいレンタルサービスのトップ５は、ＤＶＤ、パーティードレス、レンタカー、キャンピングカー、漫画。年代別に見ると20代は「パーティー

ドレス」と「ベビー・キッズ用品」、60代以上は「レンタカー」と「利用してみたいレンタルサービスはない」の割合が高い。ドレス」と「ベビー・キッズ用品」、60代以上は「レンタカー」と「利用してみたいレンタルサービスはない」の割合が高い。

パーティードレスは「そう何度も使うものではないし、同じドレスばかりも着られない」「買うと結構高い上に着る機会が少ない」、キャンピングカーは「自分

では高くて買えないが、子どもの頃から憧れていた」「主人がリタイアしたら夫婦で日本中を旅したい」、漫画は「買ったら置く場所に困るし、もったいなくて

捨てられない」「１回読めればいい」「買うほどでもないけど読みたい漫画がある」などがその理由として挙げられた。
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捨てられない」「１回読めればいい」「買うほどでもないけど読みたい漫画がある」などがその理由として挙げられた。
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調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

「レンタルサービス、リサイクルショップの利用についてのアンケート」まとめ②「レンタルサービス、リサイクルショップの利用についてのアンケート」まとめ②

【リサイクルショップでの購入経験、売却・引き渡し経験の有無と、現在購入や売却・引き渡ししていない人のその理由】

リサイクルショップで中古衣類・靴・バッグ・家具・電気製品・ベビー・キッズ用品などを「よくorたまに購入している」と答えた割合は全体の約３割。年代別で

見ると20代に「よくorたまに購入している」人が多く41.5％。見ると20代に「よくorたまに購入している」人が多く41.5％。

以前購入したことがあるが現在は購入していない、購入したことがない人にその理由を聞いてみると、「衛生的に不安」「なんとなく気持ち悪い」「だれがど

んな風に使っていたかわからないものを使うことに抵抗がある」などのほか、「商品がぎゅうぎゅうに並んでいて見るのが大変」「フリマアプリ（メルカリなど）

のほうが手軽で種類も豊富」「最近はプチプラな服が多くなったから」という声が。

一方、リサイクルショップで「よくorたまに売却・引き渡ししている」と答えた割合は全体の約４割。年代別で見ると、30代に割合が高く、約半数だった。

以前売却・引き渡ししたことがあるが現在はしていない、売却・引き渡ししたことがない人の理由では、「安値で買いたたかれるから持っていくだけ無駄」

「ガソリン代も出ないぐらい安くたたかれる」「オークションのほうが高く売れる」「フリマアプリのほうが高く買い取ってもらえる」などの声が多数挙げられた。

【シェアリングエコノミーサービスを利用してみたいか、利用したくない人のその理由】

次に、話題のシェアリングエコノミーサービスを４つ挙げて、利用したいと思うかを聞いた。提供者側or利用者側いずれかで利用してみたいと答えた人の
割合は、 「余っている駐車スペースを提供する人と、一時的に車を停めたい人をネット上で仲介するサービス」28.3％、「家事やペットの世話など日常の
ちょっとした用事を頼みたい人と、空き時間で気軽に稼ぎたいご近所さんをネット上で仲介するサービス」24.6％、「友だちや知り合い同士で子どもの送迎・
託児を頼りあうネット上の子育てシェアサービス」18.8％ 、「余っている部屋を宿泊場所として提供する人と、借り手をネット上で仲介するサービス」14.9％
の順に高い。

１番目と２番目に関しては「駐車場探しに困る場所では便利だと思う」「ペットに関する資格を持っているのでお役に立てれば」など前向きな意見も比較的
見られるものの、３番目と４番目に関しては、そう気軽に家の中に知らない人を泊めたり、自分の子どもを預けたり、人の子どもを預かったりできないと考
える人は少なくないようだ。
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まだまだ大半が「提供者側としても利用者側としても利用したくない」と答えているその理由には、「問題がないときはよいが、トラブルが起こった時に面
倒」「何か問題が起こった時の責任・賠償問題は？」「まだ始まったばかりのサービスで、セキュリティに不安を感じる」「信用できる人と会えればよいが、
ネットだと本当に信用できるかどうか疑問」などが問題点として多数挙げられた。 2



調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

「レンタルサービス、リサイクルショップの利用についてのアンケート」回答者プロフィール「レンタルサービス、リサイクルショップの利用についてのアンケート」回答者プロフィール

年齢 未既婚 子どもの有無

20代以下

7.1%

60代以上

10.3% 7.1%

30代

28.7%

50代

18.8%

10.3%

独身

24.3%

既婚 いる

いない

41.3%

居住地

28.7%

40代

35.1% ｎ=749

既婚

75.7%

ｎ=749

いる

58.7%

ｎ=749

居住地
働き方末子年齢

No. 居住地 ｎ %
1 北海道　 8 1.1
2 岩手県　 1 0.1
3 宮城県　 5 0.7
4 秋田県　 1 0.1

No. 居住地 ｎ %
20 三重県　 2 0.3
21 滋賀県　 8 1.1
22 京都府　 11 1.5
23 大阪府　 111 14.8

そのほか

6.0%
4 秋田県　 1 0.1
5 山形県　 1 0.1
6 福島県　 1 0.1
7 茨城県　 5 0.7
8 栃木県　 2 0.3
9 群馬県　 5 0.7

10 埼玉県　 52 6.9

23 大阪府　 111 14.8
24 兵庫県　 96 12.8
25 奈良県　 5 0.7
26 和歌山県　 3 0.4
27 岡山県　 9 1.2
28 広島県　 9 1.2
29 山口県　 1 0.1

専業主婦

40.9%

パート・アルバイト

ワーク

22.0%

未就学児

39.7%
大学・社会人以上

34.8%

ｎ=247 10 埼玉県　 52 6.9
11 千葉県　 55 7.3
12 東京都　 173 23.1
13 神奈川県　 94 12.6
14 新潟県　 3 0.4
15 石川県　 3 0.4
16 山梨県　 3 0.4

29 山口県　 1 0.1
30 香川県　 4 0.5
31 愛媛県　 5 0.7
32 福岡県　 15 2.0
33 佐賀県　 2 0.3
34 熊本県　 4 0.5
35 大分県　 1 0.1

フルタイムワーク

31.1%
ｎ=749

小学校低学年

7.3%

小学校高学年

8.1%

中学生

2.0%

高校生

8.1%
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リビングくらしHOW研究所は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 TEL 03-5216-9420 FAX 03-5216-9430
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17 岐阜県　 3 0.4
18 静岡県　 3 0.4
19 愛知県　 40 5.3

36 鹿児島県　 4 0.5
37 沖縄県　 1 0.1

全体 749 100.0



調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

【設問一覧】

Q１.あなたがよく利⽤している＆たまに利⽤しているレンタルサービスは︖

Q２.あなたが利⽤したことはあるが、現在は利⽤していないレンタルサービスは︖

Q３. あなたがここ１〜２年以内で、最も利⽤してよかったと思ったレンタルサービスは︖
Q３－２.あなたがここ１〜２年で最も利⽤してよかったレンタルサービスの、利⽤してよかったと思う理由＜ＦＡ抜粋＞

Q４.あなたが今後、利⽤したい＆まあ利⽤したいレンタルサービスは︖

Q５.あなたが今後、最も利⽤してみたい、興味のあるレンタルサービスは︖
Q５－２.あなたが今後、最も利⽤してみたい、興味のあるレンタルサービスの、利⽤してみたい理由＜ＦＡ抜粋＞

Q６.あなたはリサイクルショップで中古の⾐類、靴、バッグ、家具、電気製品、ベビー・キッズ⽤品などを購⼊したことがありますか︖
Q6－２.あなたがリサイクルショップで中古の⾐類、靴、バッグ、家具、電気製品、ベビー・キッズ⽤品などを、Q6－２.あなたがリサイクルショップで中古の⾐類、靴、バッグ、家具、電気製品、ベビー・キッズ⽤品などを、

「以前購⼊したことはあるが現在は購⼊していない」「購⼊したことがない」理由＜ＦＡ抜粋＞

Q７.あなたはリサイクルショップで中古の⾐類、靴、バッグ、家具、電気製品、ベビー・キッズ⽤品などの売却・引き渡しをしたことがありますか︖
Q７－２.あなたがリサイクルショップで中古の⾐類、靴、バッグ、家具、電気製品、ベビー・キッズ⽤品などを、Q７－２.あなたがリサイクルショップで中古の⾐類、靴、バッグ、家具、電気製品、ベビー・キッズ⽤品などを、

「以前売却・引き渡ししたことはあるが現在は購⼊していない」「売却・引き渡ししたことがない」理由＜ＦＡ抜粋＞

Q８.あなたは今後、国内で次のようなシェアリングエコノミーサービスを利⽤したいと思いますか︖
Q８－２. 「（提供者側として）利⽤してみたい」「（利⽤者側として）利⽤してみたい」と答えた⽅の、

そのサービスを利⽤してみたい理由 ＜ＦＡ抜粋＞そのサービスを利⽤してみたい理由 ＜ＦＡ抜粋＞
Q８－３.（提供者側としても利⽤者側としても）「あまり利⽤したくない」「利⽤したくない」と答えた⽅の、

そのサービスを利⽤したくない理由＜ＦＡ抜粋＞
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調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

Q1. あなたがよく利⽤している＆ Q2.あなたが利⽤したことはあるが、

32.4%DVD                  

Q1. あなたがよく利⽤している＆
たまに利⽤しているレンタルサービスは︖

43.1%CD           

Q2.あなたが利⽤したことはあるが、
現在は利⽤していないレンタルサービスは︖

25.8%

17.9%

7.5%

7.3%

4.1%

CD                   

レンタカー

漫画

レンタサイクル

電子書籍

35.0%

34.8%

28.2%

19.5%

16.8%

レンタカー

DVD          

レンタサイクル

着物

スキーやゴルフなどのスポーツ用品4.1%

4.0%

3.6%

3.1%

2.8%

電子書籍

雑誌

カーシェアリング

スキーやゴルフなどのスポーツ用品

パーティードレス ｎ=749

16.8%

13.5%

12.1%

11.6%

10.4%

スキーやゴルフなどのスポーツ用品

ベビー・キッズ用品

漫画

スーツケース

パーティードレス ｎ=7492.8%

2.4%

2.3%

1.9%

1.6%

パーティードレス

着物

スーツケース

洋服

ベビー・キッズ用品

ｎ=749 10.4%

4.7%

4.3%

3.3%

2.8%

パーティードレス

雑誌

キャンプ用品

洋服

電子書籍

ｎ=749

1.6%

1.6%

1.2%

1.2%

1.1%

ベビー・キッズ用品

キャンプ用品

楽器

ブランドバッグ

自転車シェアリング

2.8%

2.7%

2.4%

2.0%

家電

カーシェアリング

ブランドバッグ

自転車シェアリング
1.1%

1.1%

1.1%

1.1%

0.9%

自転車シェアリング

家電

家具

キャンピングカー

一眼レフカメラ

2.0%

1.3%

1.3%

0.7%

家具

楽器

キャンピングカー

一眼レフカメラ
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Q３. あなたがここ１〜２年以内で、最も利⽤してよかったと思ったレンタルサービスは︖Q３. あなたがここ１〜２年以内で、最も利⽤してよかったと思ったレンタルサービスは︖

40.3%

14.7%

ここ１～２年以内でレンタルしたものはない

DVD 14.7%

11.5%

8.5%

3.3%

3.1%

DVD

レンタカー

CD

漫画

着物

2.7%

1.7%

1.7%

1.5%

レンタサイクル

パーティードレス

ベビー・キッズ用品

スーツケース
ｎ=749

1.1%

0.9%

0.8%

0.7%

0.5%

カーシェアリング

その他

スキーやゴルフなどのスポーツ用品

洋服

キャンプ用品

ｎ=749

0.5%

0.4%

0.4%

0.4%

0.3%

キャンプ用品

電子書籍

ブランドバッグ

家電

雑誌 0.3%

0.3%

0.3%

0.1%

0.0%

雑誌

自転車シェアリング

楽器

キャンピングカー

家具
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家具

一眼レフカメラ



調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
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Q３－２. ここ１〜２年で最も利⽤したよかったレンタルサービスの、利⽤してよかったと思う理由＜ＦＡ抜粋＞①Q３－２. ここ１〜２年で最も利⽤したよかったレンタルサービスの、利⽤してよかったと思う理由＜ＦＡ抜粋＞①
年齢 都道府県 未既婚 働き方

ここ１～２年以内で、最も利用してよ
かったと思ったレンタルサービス

最も利用してよかったと思った理由

31 大阪府　 既婚 パート・アルバイトワーク DVD ネットで簡単に頼めて、観たらポストに返すだけなので楽ちんで良いです
26 神奈川県　 独身 フルタイムワーク DVD まとめてレンタルすると、かなり安くレンタルできるから。
39 東京都　 既婚 専業主婦 DVD 雨が続いた時に小さな子ども達と自宅で楽しみました。映画館などではまだ騒いでしまうので便利です。
46 愛知県　 既婚 パート・アルバイトワーク DVD 何回も観るものではないので借りるのがちょうどいい。レンタルで安いので他の物も観れる46 愛知県　 既婚 パート・アルバイトワーク DVD 何回も観るものではないので借りるのがちょうどいい。レンタルで安いので他の物も観れる
37 東京都　 独身 フルタイムワーク DVD 見逃したドラマを一気に見ることができた
33 兵庫県　 既婚 専業主婦 DVD 子ども向けDVDをよくレンタルしている
44 京都府　 既婚 専業主婦 DVD 昔は１枚３００円していたが、現在は１００円で借りられ郵送で返却も可能になったから。
39 鹿児島県　 独身 パート・アルバイトワーク レンタカー カーナビが最新式で便利だったから。

38 千葉県　 既婚 専業主婦 レンタカー
マイカーを持つとあれやこれやですごく費用が掛かるが、レンタカーなら必要な時だけ借りれるので便利。最近は格
安なレンタカーが出て来て、さらに便利

46 東京都　 既婚 専業主婦 レンタカー 使用頻度が低いので、維持費を考えるとレンタカーで十分。
49 兵庫県　 既婚 専業主婦 レンタカー 子どもが無断でマイカーを利用した際に買物に行けず、レンタカーを借りてたいへん助かったので
29 東京都　 既婚 フルタイムワーク レンタカー 都会で車を維持するのは大変。使いたいときにだけ借りるのが、長い目で見て節約になる。
55 大阪府　 既婚 専業主婦 CD たくさん買うのは費用が高くつくが、レンタルだと安くてたくさん楽しめる。
31 兵庫県　 既婚 パート・アルバイトワーク CD 結婚式の際に多数必要だったため、助かりました。
30 神奈川県　 既婚 専業主婦 CD 買っても置き場所もないので、借りれるのはいい
36 山形県　 既婚 専業主婦 漫画 家族で漫画好きなので、完結した長い巻数のコミックを一気に読むことができて、たまのゆったり時間に便利です。
41 兵庫県　 既婚 フルタイムワーク 漫画 購入しても、一度しか読まないし、レンタルで十分です。安いし。

買うと置くスペースに困るが借りるとそれがない。宅配での漫画貸出は更に便利で良かったです。値段、貸出期間
39 東京都　 独身 フルタイムワーク 漫画

買うと置くスペースに困るが借りるとそれがない。宅配での漫画貸出は更に便利で良かったです。値段、貸出期間
もちょうど良く満足でした。

30 奈良県　 既婚 専業主婦 漫画 漫画喫茶まではなかなか行けないけど、これだと家でも手軽に漫画がたくさん読めるから

63 東京都　 既婚 専業主婦 着物
挙式用の留袖のレンタル利用しました。東京から沖縄利用でのレンタルでしたが、身軽で移動が出来てとにかく格
安！返却も簡単で大助かりでした。留袖は高価なものなので、所有して手入れをする事を思えばレンタルは本当に
有難い限りです

36 千葉県　 独身 フルタイムワーク 着物
使う頻度や手入れの手間を考えると、購入するよりコスパがよい。保管場所をとらなくてよい。気分に合わせていろ
んな柄のものが着れる

36 千葉県　 独身 フルタイムワーク 着物
んな柄のものが着れる

44 神奈川県　 既婚 フルタイムワーク 着物
子どもの七五三のために写真館できものをレンタルしました。当日は着付けに出向きお宮参り、脱いで返却と忙し
かったですが、３２４０円で終えられたので記念にもなり、結果的には良いのではないかと思います

34 大阪府　 既婚 フルタイムワーク レンタサイクル 自転車は通勤だけにしか使用しないのでレンタルで充分だから。

42 神奈川県　 既婚 フルタイムワーク レンタサイクル
職場から野球場に行くことが多く、電車で行くと30分以上時間がかかるが、自転車で行くと近くまで行って乗り捨て
られるため、10分以内で行ける。プレイボールに間に合うようになった。

48 東京都　 独身 フルタイムワーク レンタサイクル 置く場所がないので、必要な時だけレンタル出来て便利だった。

35 神奈川県　 既婚 フルタイムワーク パーティードレス
それまでは購入したり友人に借りたりしていましたが、もう結婚式に招待されることも少ないので。購入するよりお手

35 神奈川県　 既婚 フルタイムワーク パーティードレス
それまでは購入したり友人に借りたりしていましたが、もう結婚式に招待されることも少ないので。購入するよりお手
頃なので、利用してよかったです。

34 東京都　 既婚 そのほか パーティードレス 数回しか着ないものに収納のスペースを使わなくて済んだから。
46 東京都　 独身 フルタイムワーク パーティードレス 数年に一度の利用なので、購入費用やその後の管理を考えるともったいないから。

32 愛知県　 既婚 フルタイムワーク パーティードレス
同い年の友達の結婚式が続く年、毎回同じ服を着るわけにもいかず利用。クリーニングや保管なども面倒ですし、レ
ンタルで十分いいなぁと思いました。

30 大阪府　 既婚 専業主婦 ベビー・キッズ用品
子どものハイローチェアをレンタルしたのですが、買えば高いし、使用期間も短いし、買ったとしても使うか分からな
いので、短期間でしたけど、レンタルして良かったなと思ったからです。
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いので、短期間でしたけど、レンタルして良かったなと思ったからです。
41 千葉県　 既婚 専業主婦 ベビー・キッズ用品 実家に子どもを連れて里帰りする時に、お互いにとってレンタルは便利で気軽だった。 チャイルドシートなど。
64 東京都　 既婚 専業主婦 ベビー・キッズ用品 孫が遊びに来た時に利用しています。買うより安いし、帰ったあとに保管場所に困らなくてよい。
51 千葉県　 既婚 パート・アルバイトワーク ベビー・キッズ用品 本当に一時的にしか必要ないので処分の事を考えてもレンタルが便利だと思います。



調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

Q３－２. ここ１〜２年で最も利⽤したよかったレンタルサービスの、利⽤してよかったと思う理由＜ＦＡ抜粋＞②
年齢 都道府県 未既婚 働き方

ここ１～２年以内で、最も利用してよ
かったと思ったレンタルサービス

最も利用してよかったと思った理由

45 神奈川県　 既婚 フルタイムワーク スーツケース
荷物の量に応じて異なったサイズを借りることができるし、使用頻度は少ないのに場所をとるので。また捨てるとき
は粗大ごみになるり、捨てるのにお金がかかる。

55 愛媛県　 独身 フルタイムワーク スーツケース
海外旅行に行く時に必要なスーツケースを、購入しても家に置いておくのは邪魔になるので、レンタルできるのは
便利だと思う。

Q３－２. ここ１〜２年で最も利⽤したよかったレンタルサービスの、利⽤してよかったと思う理由＜ＦＡ抜粋＞②

便利だと思う。
54 愛知県　 独身 フルタイムワーク スーツケース 自分の持ってる物が大きすぎたので、ちょうどいい大きさで、軽くて良い物が借りる事ができて大満足。
49 大阪府　 既婚 専業主婦 カーシェアリング 使いたい時にすぐ利用できる。予約もネットでワンタッチ。
50 埼玉県　 既婚 パート・アルバイトワーク カーシェアリング 自家用車が無いので、カーシェアは便利。
51 兵庫県　 独身 フルタイムワーク カーシェアリング 車の維持費がかなり節約でき、簡単にレンタルできて便利でした。
60 東京都　 既婚 専業主婦 スキーやゴルフなどのスポーツ用品 スキー用具は持っているが、手間なく最新のものが借りられてよかった。
39 東京都　 既婚 フルタイムワーク スキーやゴルフなどのスポーツ用品 スノーボードに行くのに、重たい荷物を持っていかなくて済むから

38 兵庫県　 既婚 フルタイムワーク スキーやゴルフなどのスポーツ用品
子どものスキーグッズをレンタルした。すぐサイズアウトしてしまうのに色々と揃えないといけないものが多いので、レ

38 兵庫県　 既婚 フルタイムワーク スキーやゴルフなどのスポーツ用品
ンタルがあると助かる。

31 大阪府　 独身 フルタイムワーク 洋服
服の断捨離、ミニマム化したくエアークローゼットを利用し始めた。買うよりも安くいろんな服を試せ、いつも同じ服と
も思われずおしゃれできる。新しい服を低予算で在庫も増やさず利用できる

42 神奈川県　 既婚 パート・アルバイトワーク 0.キャンプ用品
キャンプを始めてまだ2年目。実際使ってみて、使いやすさやどんな物が必要なのがを試してみる事が出来たので、
今後の利用に購入が必要であるかを考える事ができました。 結果、我が家には収納スペースがあまりないので、
今後もレンタルで利用する事で十分楽しめると思いました。

31 愛知県　 既婚 フルタイムワーク 電子書籍 すぐ読みたい！と思ったときに読める。かさばらないし、実際気に入ったら印刷されたものを購入するから
46 埼玉県　 既婚 そのほか 電子書籍 簡単、便利　手軽。どこでも見れる46 埼玉県　 既婚 そのほか 電子書籍 簡単、便利　手軽。どこでも見れる

40 埼玉県　 既婚 そのほか ブランドバッグ
高額で流行もあり、自分で購入するのは気後れしますが、レンタルなら気軽にハイブランド製品を試すことができる
点が良いです。ちょっとだけ使いたいときもレンタルなら手頃な価格で借りれて便利です。

31 大阪府　 独身 フルタイムワーク ブランドバッグ 手に届かないブランドを気軽にもてる点がよかった。
42 東京都　 独身 そのほか 家電 老人ホームに入居した祖母に冷蔵庫をプレゼント(レンタル品ですが)したら、とても喜んでくれた
36 神奈川県　 既婚 専業主婦 雑誌 すぐに新刊が出るのでレンタルだと便利

35 千葉県　 既婚 フルタイムワーク 雑誌
出産して間もなくのとき、ベビー雑誌を借りました。これって知りたいのはその時だけで、何度も読み返すわけでは
ないんですよね。ベビーはどんどん成長していくので一時的に読めればありがたいので、わざわざ購入する必要は35 千葉県　 既婚 フルタイムワーク 雑誌 ないんですよね。ベビーはどんどん成長していくので一時的に読めればありがたいので、わざわざ購入する必要は
ないのかな、と思います。だからお手軽に借りて読めるサービスは助かりました！

40 兵庫県　 既婚 フルタイムワーク 自転車シェアリング 夫婦共働きで普段車は要らないが、休みの日に短時間乗れるのは便利だから。

54 大阪府　 既婚 フルタイムワーク 楽器

娘が賃貸マンションに入居していますが、持っていた楽器（ピアノ）を入れることができず、レンタルスタジオで練習し
ていました。 レンタルスタジオが近くになく、また利用費用もかかりますし なかなか行く時間が確保できない状態で
した。レンタルの電子ピアノを月単位で契約したら、夜中でも演奏を楽しむ事ができるように。 また引っ越しする可
能性を考えると、わざわざ購入するよりその都度その場や部屋の雰囲気に合ったものをレンタルする方がお得です
ので。ので。

44 愛知県　 独身 フルタイムワーク キャンピングカー

四国を回るゴージャスな旅の要だったので、レンタルして本当に良かったです。寝心地も良く、お湯を沸かしたり簡
単な炊事が出来るのも良かったです。初めてにして大きなキャンピングカーを借りたのでとても目立ち、駐車は苦労
しましたが四国の街の方が「旅行？」と気楽に話しかけてくださり嬉しかったです。 またキャンピングカーをレンタル
して旅行をしたいですが、結構壮大な計画になるので色々と相談です。

34 東京都　 独身 フルタイムワーク その他
ポケットWi-Fi。韓国旅行へ行く際に、友人とレンタルしました。どこの街に行っても常にネットが繋がるので、安心、
便利！値段も安く、返却も空港内にポストがあるので、投函するだけ。ぜひ、次回の海外旅行もレンタルしたいで
す！
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す！

47 東京都　 独身 フルタイムワーク その他
布団。来客用に布団を用意しておく場所がないので、必要な時に清潔なものが借りられるのは多少お金がかかっ
ても便利



調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

Q４. あなたが今後、利⽤したい＆まあ利⽤したいレンタルサービスは︖Q４. あなたが今後、利⽤したい＆まあ利⽤したいレンタルサービスは︖
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調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」
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調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

Q５－２. 今後、最も利⽤してみたい、興味のあるレンタルサービスの、利⽤してみたい理由＜ＦＡ抜粋＞ ①Q５－２. 今後、最も利⽤してみたい、興味のあるレンタルサービスの、利⽤してみたい理由＜ＦＡ抜粋＞ ①

年齢 都道府県 未既婚 働き方

今後、最も利用して

みたい、興味のある

レンタルサービス

最も利用してみたい、興味のある理由

51 神奈川県　 既婚 フルタイムワーク 漫画 購入すると、置く場所に困る。もったいなくてすぐに捨てられない。

34 大阪府　 既婚 フルタイムワーク 漫画 自分で購入するとかさばるし、飽きるから、レンタルで充分だから。

25 神奈川県　 独身 パート・アルバイトワーク 漫画 途中から買わなくなった漫画を読みたいから25 神奈川県　 独身 パート・アルバイトワーク 漫画 途中から買わなくなった漫画を読みたいから

34 東京都　 既婚 フルタイムワーク 漫画 買うまでもないけど読みたいマンガがあるから

31 兵庫県　 既婚 専業主婦 雑誌 雑誌は毎月出るので買っていたらキリがないし邪魔になるのでレンタルできるのであれば利用してみたい。

30 東京都　 独身 フルタイムワーク 雑誌 数冊読みたい時に毎回買っていてはお金がかかるし、雑誌はその時しか読まないので。

31 東京都　 独身 そのほか CD 実際に新品で買う前に、収録内容をしっかり確認した上で手にしたいから。

52 東京都　 既婚 パート・アルバイトワーク CD 買うほどでもないけれど、聞きたかったり、録音して持っていたかったりできるのでいいです。

43 神奈川県　 既婚 パート・アルバイトワーク DVD ポスト投函型のDVDレンタルは、店舗での貸出、返却の手間がないので、また利用したいです。

48 北海道　 独身 パート・アルバイトワーク DVD 海外ドラマがおもしろいのだが、有料テレビを契約して見るとなると大変なことになるはずなので、レンタルして見るくらいが丁度良い。48 北海道　 独身 パート・アルバイトワーク DVD 海外ドラマがおもしろいのだが、有料テレビを契約して見るとなると大変なことになるはずなので、レンタルして見るくらいが丁度良い。

63 兵庫県　 既婚 専業主婦 DVD 劇場で見ることが出来なかった映画を見たい。

41 兵庫県　 既婚 パート・アルバイトワーク DVD 子どもの見たいものは30分くらいのストーリーが多いので、飽きるし、買うのももったいないので

39 埼玉県　 既婚 フルタイムワーク DVD 増やしたくないし、一度観れば十分なので。

27 大阪府　 独身 フルタイムワーク 電子書籍 スマホなど気軽にどこでも漫画が読めるし、無料のものなどもあるので。

41 愛知県　 既婚 そのほか 電子書籍 汚してしまうことが無いので気軽に使えそうなところがいいです

57 東京都　 既婚 専業主婦 電子書籍 本は好きですが、収納の場所に困ります。 電子書籍ならば問題ありません～。

39 東京都　 独身 フルタイムワーク パーティードレス そう何度も使うものではないし、同じドレスばかりも着られないので、レンタルなら気軽で良いから39 東京都　 独身 フルタイムワーク パーティードレス そう何度も使うものではないし、同じドレスばかりも着られないので、レンタルなら気軽で良いから

42 東京都　 既婚 専業主婦 パーティードレス ドレスはその年代に合ったものを毎回買っているともったいないので、レンタルできた方がうれしい。

20 千葉県　 独身 フルタイムワーク パーティードレス ドレスは買うと結構高い上に、着る機会が少ないのでレンタルで十分

29 大阪府　 既婚 専業主婦 パーティードレス 結婚ラッシュが続いていて、参列者が重なる会では毎回ドレスを買い換えていると出費がかさみ困っているからです。

51 埼玉県　 既婚 専業主婦 パーティードレス 購入する場合と違って、一回だけ着るのであれば、 いろいろなデザインのものを着る事が出来るので

27 奈良県　 独身 フルタイムワーク パーティードレス 必要な時、季節に適したドレスを着ることができるため。

40 埼玉県　 既婚 そのほか 洋服 スタイリストさんが、自分に似合う服をセレクトしてレンタルしてくれるサービスがあり、それを一度試してみたいと思っています。

46 東京都　 独身 フルタイムワーク 洋服 ちょっとした集まりなどに着ていくブランドの服などレンタルしてみたいと思う

41 東京都　 既婚 フルタイムワーク 洋服 次々と流行が変わるので、購入しても2年以上着られないから。41 東京都　 既婚 フルタイムワーク 洋服 次々と流行が変わるので、購入しても2年以上着られないから。

28 兵庫県　 独身 そのほか 洋服 普段しない格好に挑戦できそう

31 大阪府　 独身 フルタイムワーク 洋服 洋服は、流行などその都度かわり、たくさん購入してると出費がかさむので、レンタルでとりいれていきたいなと思いました。

51 兵庫県　 既婚 専業主婦 着物 高価で管理も大変なので必要な時だけ、その時に流行している柄などを借りれると便利。

31 大阪府　 独身 フルタイムワーク 着物 最近和文化に興味があるが、所持・ケアが難しいから。

43 埼玉県　 既婚 専業主婦 着物 日本人なのに滅多に着る機会がないので、気軽にチャレンジできたら嬉しい。

37 大阪府　 既婚 パート・アルバイトワーク ブランドバッグ 行事の為に、ブランドバックが欲しいが、その時だけの為に購入するのは勿体無いので

40 東京都　 既婚 フルタイムワーク ブランドバッグ 高いブランドバッグを買っても流行り廃りがあるので、借りられたら便利40 東京都　 既婚 フルタイムワーク ブランドバッグ 高いブランドバッグを買っても流行り廃りがあるので、借りられたら便利

33 神奈川県　 既婚 フルタイムワーク ブランドバッグ ちょっと高価なレストランに行くときや結婚式など特別な時に使用してみたい。セレブ気分も味わえそう。

35 神奈川県　 既婚 パート・アルバイトワーク レンタカー 所持するには維持費が高いので必要なときだけ借りたいです。

35 大阪府　 既婚 フルタイムワーク レンタカー 大人数が乗れるクルマを持っていないので、必要に応じてレンタルしたい

64 東京都　 既婚 専業主婦 レンタカー 娘一家が遊びに来た時に、我が家の車では、全員が乗り切れないから。

40 東京都　 既婚 専業主婦 カーシェアリング コストが抑えられるので。いろんな車をお試しできるのも嬉しいです！

32 東京都　 既婚 フルタイムワーク カーシェアリング レンタカーより、短い時間単位で気軽に借りれるから。

32 東京都　 既婚 フルタイムワーク カーシェアリング 車を持っておらず、短時間で手軽に利用できるのは良い。徒歩1分程度の所にカーシェア駐車場があるので、雨の日でも楽に利用できそう。
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32 東京都　 既婚 フルタイムワーク カーシェアリング 車を持っておらず、短時間で手軽に利用できるのは良い。徒歩1分程度の所にカーシェア駐車場があるので、雨の日でも楽に利用できそう。

67 大阪府　 既婚 専業主婦 カーシェアリング 年齢を重ねると　車を運転する機会も減り　維持費もかかるのでカーシェアリングが経済的かも。　ただ、近くにあればいいですが。



調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

Q５－２. 今後、最も利⽤してみたい、興味のあるレンタルサービスの、利⽤してみたい理由＜ＦＡ抜粋＞ ②Q５－２. 今後、最も利⽤してみたい、興味のあるレンタルサービスの、利⽤してみたい理由＜ＦＡ抜粋＞ ②

年齢 都道府県 未既婚 働き方

今後、最も利用して

みたい、興味のある

レンタルサービス

最も利用してみたい、興味のある理由

40 埼玉県　 既婚 パート・アルバイトワーク レンタサイクル 仕事場から用事を済ませたいときに利用したい

63 東京都　 既婚 専業主婦 レンタサイクル 必要な時しか利用しないし、所有するよりはレンタルをして、用途に応じたタイプの自転車をレンタルして乗りたい

43 広島県　 独身 フルタイムワーク レンタサイクル 普段は車で移動するから買うほどではないけど、季節的に乗って気持ちいい時があるから

51 東京都　 既婚 パート・アルバイトワーク 自転車シェアリング 駅の近くにあり、利用者をよく見かけています。バスでしかいけないところでも、これなら時間に関係なく乗れて便利って、思ってました。

43 大阪府　 独身 フルタイムワーク 自転車シェアリング 最寄り駅から会社までが遠いので、その間に使えるシェアリングがあったら楽で便利でいいなあと思います。

38 千葉県　 既婚 専業主婦 自転車シェアリング 子どもを乗せられる電動自転車が欲しいが、とっても高い！ しかも毎日使うわけじゃないし・・・。 なのでシェアリングできたら便利だなぁと思う

45 神奈川県　 既婚 専業主婦 自転車シェアリング 買い物の際に近所に合ったら利用してみたい

41 千葉県　 既婚 専業主婦 自転車シェアリング 頻繁には使わないが、たまに利用したいと思うことがある。 買うと保管場所に困るので。

27 栃木県　 独身 フルタイムワーク 家電 家電は使ってみて良さや相性などあるのでレンタルしてから購入してみたい。

57 東京都　 既婚 専業主婦 家電 新製品を試してみたい57 東京都　 既婚 専業主婦 家電 新製品を試してみたい

58 大阪府　 既婚 専業主婦 家電 利用してみて便利なら買うきっかけになる

47 神奈川県　 既婚 専業主婦 一眼レフカメラ 一眼レフカメラは高くてなかなか買えないけど、子どもに関する行事のときには使いたいので、ここぞという時用にレンタルしたい。

35 愛知県　 既婚 専業主婦 一眼レフカメラ 一度使ってみたいと思っており、利用する事で購入も検討できたり、候補を絞ることができそうなので。

26 神奈川県　 独身 フルタイムワーク 一眼レフカメラ 特別なときにだけ必要で、普段は大きくて邪魔になるだけなので、レンタルが便利だと思います。

53 東京都　 独身 そのほか 楽器 バイオリンや電子ピアノなどやってみたい楽器を短期間レンタルし、腕が上がったらより良い物に変更あるいは購入すると便利かと思った

49 東京都　 既婚 専業主婦 楽器 ピアノを弾きたいのですが、家で固定で置いておけるスペースがない。

34 熊本県　 既婚 専業主婦 ベビー・キッズ用品 ベビー用品は使用期間が短く、使わなくなってからの処分に困りそうなので、上手に利用していきたいと思います。34 熊本県　 既婚 専業主婦 ベビー・キッズ用品 ベビー用品は使用期間が短く、使わなくなってからの処分に困りそうなので、上手に利用していきたいと思います。

29 東京都　 既婚 専業主婦 ベビー・キッズ用品 子どもが出来るとお金が掛かると聞くので、出来る限り節約したいと思う。

37 大阪府　 既婚 専業主婦 ベビー・キッズ用品 子どもはすぐに大きくなって、必要なくなるし、ずっと保管しておく場所がないので

37 山梨県　 既婚 フルタイムワーク キャンプ用品 キャンプをしてみたいけど一式揃えるのは大変だから、レンタルしてみたい。

44 神奈川県　 既婚 パート・アルバイトワーク キャンプ用品 キャンプ用品は、あまり出番がないのが実情。レンタルでこと足りるなら、レンタルで対応したいから。

39 東京都　 既婚 専業主婦 キャンプ用品 子ども達がもう少し大きくなった時に夏休みの思い出作りに利用したい。買う程の回数は使えないと思うので。

37 愛知県　 既婚 専業主婦 キャンピングカー 自分では高くて購入できないが、私自身子どものころから憧れていたし、現在子どもたちも興味があるので。

51 兵庫県　 既婚 フルタイムワーク キャンピングカー 絶対に買えないし、一度も利用したことがないから

61 神奈川県　 既婚 専業主婦 キャンピングカー 孫が大きくなれば、キャンピングカーで旅してみたいです。

35 兵庫県　 既婚 専業主婦 キャンピングカー 年をとってから、日本中を旅したいので。

63 千葉県　 既婚 専業主婦 キャンピングカー 主人が退職したら、キャンピングカーで時間をかけてゆっくり日本を巡ってみたい。低予算で可能になれば、夢もそう遠くないと思っています。

36 神奈川県　 既婚 専業主婦
スキーやゴルフなどの

スポーツ用品
スキー等、いつも使うものではないのでレンタルが便利

56 神奈川県　 既婚 パート・アルバイトワーク
スキーやゴルフなどの

スポーツ用品
興味があるという程度の新しいスポーツは、まず用品をレンタルして試し、その後本格的に続けることになれば自分専用のものを購入したい。

スキーやゴルフなどの
60 東京都　 既婚 専業主婦

スキーやゴルフなどの

スポーツ用品
買い替えることなく最新のものが使えるから。

46 石川県　 既婚 専業主婦 スーツケース あまり行かない海外旅行だけのために買うのは勿体ない。

57 東京都　 既婚 パート・アルバイトワーク スーツケース めったに使用しない海外旅行用の大型のスーツケースを所有するスペースが無駄だから。

45 兵庫県　 既婚 パート・アルバイトワーク スーツケース 家族で海外旅行に行くとスーツケースが一度にたくさん要るから

47 東京都　 独身 フルタイムワーク スーツケース 旅行の長さや行先に応じてスーツケースをいくつも持つことはできないから

56 兵庫県　 独身 フルタイムワーク その他 車イスとかの介護用品。購入すると処分する時とかに面倒くさそうだから。

34 東京都　 独身 フルタイムワーク その他 あまり使わないけれど、DIY時に欲しいな～といつも思うので、もし電気工具がレンタル出来るサービスがあれば利用したいです。
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34 東京都　 独身 フルタイムワーク その他 あまり使わないけれど、DIY時に欲しいな～といつも思うので、もし電気工具がレンタル出来るサービスがあれば利用したいです。



調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

Q６.あなたはリサイクルショップで中古の⾐類、靴、バッグ、家具、電気製品、ベビー・キッズ⽤品などをQ６.あなたはリサイクルショップで中古の⾐類、靴、バッグ、家具、電気製品、ベビー・キッズ⽤品などを
購⼊したことがありますか︖

よく購入している

7.1%

【全体】

たまに購入している

22.2%購入したことがない

【全体】

以前購入したことはあ

るが現在は購入して

いない

43.0% ｎ=749

いない

27.8%

9.4 32.1 18.9 39.620代以下(n=53)

【年代別】

9.3

7.2

24.2

20.9

27.9

25.9

38.6

46.0

30代(n=215)

40代(n=263)

5.7

1.3

14.9

27.3

33.3

29.9

46.1

41.6

50代(n=141)

60代以上(n=77)
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よく購⼊している たまに購⼊している 以前購⼊したことはあるが現在は購⼊していない 購⼊したことがない



調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

Q6－２.リサイクルショップで中古の⾐類、靴、バッグ、家具、電気製品、ベビー・キッズ⽤品などを、Q6－２.リサイクルショップで中古の⾐類、靴、バッグ、家具、電気製品、ベビー・キッズ⽤品などを、
「以前購⼊したことはあるが現在は購⼊していない」「購⼊したことがない」理由＜ＦＡ抜粋＞

年齢 都道府県 未既婚 働き方
リサイクルショップでの中古の衣類、靴、バッグ、家具、電気製品、ベビー・キッズ用品などの購入について、「以前購入したことはあるが現在は購入していない」

「購入したことがない」と答えた方、その理由を教えてください。
23 愛知県　 独身 フルタイムワーク 人が一度使ったものを自分が使うことに少し抵抗がある。

26 岡山県　 既婚 専業主婦 汚れていそう、見ず知らずの他人が使用していたものを使いたくない

27 栃木県　 独身 フルタイムワーク 潔癖な所があるので中古だと心理的なストレスがかかります。なので現在は新品購入がほとんどです。27 栃木県　 独身 フルタイムワーク 潔癖な所があるので中古だと心理的なストレスがかかります。なので現在は新品購入がほとんどです。

27 大阪府　 独身 フルタイムワーク 家の近くにショップがないし、服や靴は何となく気持ちが悪いから。

27 埼玉県　 独身 フルタイムワーク 誰かが使った物をお金を出して買う気はしないから。

30 大阪府　 既婚 フルタイムワーク 気に入って買った物を大事にしたいから。

31 神奈川県　 既婚 専業主婦 人が使っていた物だし、店頭に出るまでのクリーニングや扱いが気になる。

31 大阪府　 独身 フルタイムワーク 知らない方の使ったものは衛生的に不安な時がある。

31 大阪府　 既婚 パート・アルバイトワーク やっぱり新品が気持ち良くて良いので

31 京都府　 独身 フルタイムワーク 中古でも、知っている人の中古ならいいけれど、全く知らない人が着た服やバッグを買うのは、抵抗があります。

31 東京都　 独身 そのほか 直接肌に触れるものは、いくら安くても絶対中古では買えない。31 東京都　 独身 そのほか 直接肌に触れるものは、いくら安くても絶対中古では買えない。

32 大阪府　 独身 フルタイムワーク だれがどんな風に使っていた・着ていたかわからないものなんて身に付けたくないので。

33 東京都　 既婚 専業主婦 リサイクルショップよりフリマアプリ（メルカリなど）の方が手軽で種類も豊富なため。

33 神奈川県　 既婚 フルタイムワーク 商品がぎゅうぎゅうに並んでいて見るのが大変だったり、コーディネートの参考がないのでセンスがない私には選ぶのが難しいので。

33 愛知県　 既婚 専業主婦 やはり身につけるものが中古というのは抵抗があるので

34 東京都　 既婚 フルタイムワーク 一度利用しましたが、着用感が気になってそれ以降購入していません。

34 大阪府　 既婚 フルタイムワーク 現在は、新品で安価なものが多いので、中古を購入必要がないと思うからです。

35 千葉県　 既婚 フルタイムワーク
以前洋服をリサイクルショップで購入したことがあるのですが、その時は「安いし満足！」なんて思っていたものの、やっぱり着なくなってしまうんです。。時間が経つと、やはり

すぐ飽きてしまうというか、やはりどこか100%気に入っていないのか、高くてもちゃんとショップで買った服の方がよく着るんです。すぐ飽きてしまうというか、やはりどこか100%気に入っていないのか、高くてもちゃんとショップで買った服の方がよく着るんです。

35 兵庫県　 既婚 専業主婦 品質の割にけっこう高いので。欲しい物が少ないので。

35 兵庫県　 既婚 そのほか 身につけるものはあまり中古を好まないので。電化製品は経年劣化するもので、なるべく新品で揃えたい。

35 埼玉県　 既婚 専業主婦 誰が使っていたかわからないのは、自分の子供に使わせたくないので。

36 大阪府　 既婚 専業主婦 衣類を買ったことがあるが、匂いが染みついていて洗濯しても落ちず後悔したことがありそれ以来あまり中古品を買わなくなった。

36 愛知県　 既婚 フルタイムワーク 前はよく利用していましたが、今は新品でそれなりに安く売っているので。どうしてもの場合はオークションなどを利用しています。

38 東京都　 既婚 専業主婦 本当に欲しいと思うものだけ買いたいので、良く吟味してから購入しています。

38 神奈川県　 既婚 専業主婦 他の人がどのような状態で使っていた物かわからない物を使うことに抵抗があるので。

40 東京都　 既婚 フルタイムワーク 気に入った商品がないから。 所詮は中古なので、見た目ですぐに中古品だとわかる。新品を買うよりもお得ですけどね。

40 兵庫県　 既婚 専業主婦 新品を買うのとそんなに値段の差が無いように感じてきたから。40 兵庫県　 既婚 専業主婦 新品を買うのとそんなに値段の差が無いように感じてきたから。

40 愛知県　 既婚 専業主婦 リサイクルショップは、ほしいものが必ずあるわけではないので、見に行ってないと二度手間になってしまうから。

41 千葉県　 既婚 専業主婦 中古の商品というのに抵抗があるので、一度も購入したことがない。 リサイクルショップの商品に魅力を感じないから。また、取り扱い商品にそれほど安さを感じないから。

42 千葉県　 既婚 パート・アルバイトワーク パートで収入も手にするようになったので、中古でなく新品を買うココロの余裕が出てきたから。

42 東京都　 独身 そのほか 知人からもらうのはいいですが、誰が使ったかわからない物は気持ち悪い

43 愛知県　 既婚 専業主婦 息子たちが小さい頃はよくベビー・キッズ用品をリサイクルショップで購入していたが、息子たちが大きくなってしまったので

43 兵庫県　 既婚 フルタイムワーク 嫌悪感があるわけではないが、その選択肢が頭になかった。今は必要としていない。

44 神奈川県　 既婚 パート・アルバイトワーク 手持ちのもので間に合っていることと、特に欲しいものがないから。

46 東京都　 既婚 専業主婦 子供が小さいときは、おもちゃや服を購入したが、今は必要なものがないから。46 東京都　 既婚 専業主婦 子供が小さいときは、おもちゃや服を購入したが、今は必要なものがないから。

46 東京都　 既婚 専業主婦 メンテナンスはしていると思われますが、中古品というものに抵抗があります。

47 兵庫県　 既婚 パート・アルバイトワーク 子どもが小さいころはすぐ服が小さくなるので、たまに利用したが、今は嫌がるから。

47 大阪府　 既婚 専業主婦
中古品を買うことにたいへん抵抗があります。おさがりなど見知った方からのものなら私も家族も身に着けたり家に置いたりすることに抵抗は覚えないのですが、誰がどのよう

な状況で使っていたかわからないものは使いたいとは思いません。

49 埼玉県　 既婚 パート・アルバイトワーク たくさんの人が使用したり着用したものは使いたくない。不潔そうなかんじがするので

51 兵庫県　 既婚 パート・アルバイトワーク キッズ用品はすぐ成長するのでリサイクルがいいと思って使ったことがある。 いまは大きくなったのでつかう理由がなくなった

54 東京都　 既婚 専業主婦 誰が使ったかわからないものを使用するのは抵抗がある。特に衣類・靴は衛生面が信用できない。

55 大阪府　 既婚 フルタイムワーク プチプラな服が多くなったから
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55 大阪府　 既婚 フルタイムワーク プチプラな服が多くなったから

56 兵庫県　 独身 フルタイムワーク リサイクルは巡り合わせなのでマメにチェックしていないと欲しい物に巡り合わない。 今はそこまでして欲しい物がなくなった。

60 福島県　 既婚 パート・アルバイトワーク 最近見かける中古品は、きれいな状態の物が少なく魅力が無いから。新品を購入する方が、身に付けるものは気持ちが良いから。

63 東京都　 既婚 専業主婦 ブランドのバックでしたが　購入したときは綺麗で良かったのですが　案外と早く劣化してしまい　全くお得感が持てなかったです

68 東京都　 既婚 専業主婦 高齢になると売るものはあるが買いたいものはない。



調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

Q７.あなたはリサイクルショップで中古の⾐類、靴、バッグ、家具、電気製品、ベビー・キッズ⽤品などのQ７.あなたはリサイクルショップで中古の⾐類、靴、バッグ、家具、電気製品、ベビー・キッズ⽤品などの
売却・引き渡しをしたことがありますか︖ よく売却・引き渡しして

いる

7.7%
【全体】

たまに売却・引き渡し

している

売却・引き渡ししたこと

がない

32.4%

【全体】

している

32.3%

以前売却・引き渡しし

たことはあるが現在は

32.4%

ｎ=749

たことはあるが現在は

売却・引き渡ししてい

ない

27.5%

9.4 37.7 22.6 30.220代以下(n=53)

【年代別】

9.4

9.8

9.1

37.7

40.0

29.7

22.6

19.1

30.8

30.2

31.2

30.4

20代以下(n=53)

30代(n=215)

40代(n=263) 9.1

5.0

1.3

29.7

27.0

26.0

30.8

32.6

33.8

30.4

35.5

39.0

40代(n=263)

50代(n=141)

60代以上(n=77)
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1.3 26.0 33.8 39.060代以上(n=77)

よく売却・引き渡ししている たまに売却・引き渡ししている 以前売却・引き渡ししたことはあるが現在は売却・引き渡ししていない 売却・引き渡ししたことがない



調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

Q７－２.リサイクルショップで中古の⾐類、靴、バッグ、家具、電気製品、ベビー・キッズ⽤品などを、Q７－２.リサイクルショップで中古の⾐類、靴、バッグ、家具、電気製品、ベビー・キッズ⽤品などを、
「以前売却・引き渡ししたことはあるが現在は購⼊していない」「売却・引き渡ししたことがない」理由＜ＦＡ抜粋＞

年齢 都道府県 未既婚 働き方
リサイクルショップでの中古の衣類、靴、バッグ、家具、電気製品、ベビー・キッズ用品などの売却・引き渡しについて、「以前売却・引き渡ししたこと

はあるが現在は売却・引き渡ししていない」「売却・引き渡ししたことがない」と答えた方、その理由を教えてください。
20 千葉県　 独身 フルタイムワーク リサイクルショップではなく、フリマアプリを利用しているから

23 東京都　 既婚 専業主婦
以前売却したときの手続きに時間がかかった。ブランドのバッグだったが、リサイクルショップによって買い取り値段がかなり違うのをしってなんだか損した気持ちに

なったから。なったから。

25 兵庫県　 独身 フルタイムワーク 仕組みがいまいち分かりません

28 兵庫県　 既婚 専業主婦 お店に持っていくのが面倒くさい。

30 大阪府　 既婚 フルタイムワーク ブランド物を持っていないので、値がつかなそうだから。

31 群馬県　 独身 パート・アルバイトワーク 近くに高値でひきとってくれるようなリサイクルショップがない

31 大阪府　 独身 フルタイムワーク 今はリサイクルショップにいかなくてもネットでフリマアプリなどたくさんあるので、利用しなくなりました。

32 大阪府　 既婚 フルタイムワーク システムがよく分からないので・・・

34 東京都　 既婚 専業主婦 オークションの方が高く売れるので。

34 香川県　 独身 フルタイムワーク たいした金額にならないから34 香川県　 独身 フルタイムワーク たいした金額にならないから

34 東京都　 独身 フルタイムワーク
一度、売りに行ったのですが思う以上に評価が低く、買取金額にビックリ！これしかならないなら、個人間で売った方が良いな、と思い、それ以降売却していませ

ん。

34 千葉県　 既婚 専業主婦 買い取り額が安いので、持って行くほうがガソリン代等で高くつく

36 岐阜県　 既婚 専業主婦 フリマアプリのほうが高く買い取ってもらえるから。

36 大阪府　 既婚 フルタイムワーク 買いたたかれるからフリマや知り合いにまわす方がマシ

36 神奈川県　 独身 フルタイムワーク 売却できるような、ブランド品や状態が良いものが手元にないから。

37 山梨県　 既婚 フルタイムワーク あまりお金にならないから、面倒。

37 千葉県　 既婚 専業主婦 大した金額にならない。手間を考えると処分するか、知り合いに譲った方が気分が良い37 千葉県　 既婚 専業主婦 大した金額にならない。手間を考えると処分するか、知り合いに譲った方が気分が良い

38 大阪府　 既婚 専業主婦 すごく安い値段でしか買い取ってくれないので。それで高い値段で売られてるのを見たから

38 熊本県　 独身 パート・アルバイトワーク 大掃除の時期に活用しました。今は自分が本当に必要かどうか検討して買うようになりリサイクルしなくて済みました。

39 東京都　 既婚 専業主婦 ブランドのきれいなお洋服でも殆どお金にならないと聞きました。

41 大阪府　 既婚 フルタイムワーク 手間のわりにお得感がない

41 和歌山県　 既婚 専業主婦 不要となると、身内や友人に譲るので利用する必要性を感じないので。

42 兵庫県　 既婚 パート・アルバイトワーク あまり金額にならないし、クリーニングなどに出す方がお金がかかると思うので。

42 岡山県　 独身 フルタイムワーク 人にあげられるほど良い物がないからです。

42 神奈川県　 既婚 パート・アルバイトワーク 売っても、あまりお金にはならなくてがっかりしたので。フリマに参加したり、欲しい人に譲る方が良いと思いました。42 神奈川県　 既婚 パート・アルバイトワーク 売っても、あまりお金にはならなくてがっかりしたので。フリマに参加したり、欲しい人に譲る方が良いと思いました。

43 埼玉県　 既婚 専業主婦 行く手間の割にはたいしたお金にならないと聞いたから。

43 東京都　 既婚 パート・アルバイトワーク 持ち込むのが面倒だしタダ同然の値段しかつかないと聞いたので

44 神奈川県　 既婚 パート・アルバイトワーク 結局、ごみ同然の扱いを受けて、ショックをうけるから。

44 愛知県　 独身 フルタイムワーク
再利用して頂けるのであればぜひそうしたいと思うものがたくさんあるのですが、やはり買い取り料金が低いと聞くので、オークションやフリマサイトを利用した方が

いいのかな？などとまごまごしています。それと、単純に面倒くさがりのこともあります。

48 千葉県　 独身 フルタイムワーク ものすごい安値になってしまうので。オークションを利用しています。

49 福岡県　 既婚 パート・アルバイトワーク 安値でたたかれるから持っていくだけ無駄

買うのは気に入った物なので、あえて売りにはいきません。また、それほどブランドにこだわらないのと、一般受けする感じではないものを買ってしまうので、売りに
51 東京都　 独身 フルタイムワーク

買うのは気に入った物なので、あえて売りにはいきません。また、それほどブランドにこだわらないのと、一般受けする感じではないものを買ってしまうので、売りに

行っても売れない気がするから。

53 東京都　 既婚 パート・アルバイトワーク ネットのフリマで売っている

53 東京都　 既婚 フルタイムワーク バザーに出品してしてしまうので。

53 大阪府　 既婚 パート・アルバイトワーク 買いたたかれたという話をきいてるので、いいイメージがない

54 大阪府　 既婚 フルタイムワーク あまりにもお安くて。。。売る手間を考えると捨てるほうがマシです。 欲しいという知人がいる場合は差し上げます。

55 千葉県　 既婚 パート・アルバイトワーク 最近はヤフオクに出す事が多い。

56 兵庫県　 独身 フルタイムワーク 愛着があった品物を二束三文で買いたたかれるのが忍びなかった。

57 東京都　 既婚 専業主婦 個人的に知り合いの人に譲っていました。 数がまとまらないので、お店に持参することにためらいがありました。
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57 東京都　 既婚 専業主婦 個人的に知り合いの人に譲っていました。 数がまとまらないので、お店に持参することにためらいがありました。

60 大阪府　 既婚 専業主婦 とにかく面倒くさがりやですので、処分しています。

61 神奈川県　 既婚 専業主婦 ガソリン代もでないくらい、安くたたかれる

61 埼玉県　 既婚 パート・アルバイトワーク 金額的に考えると店に持って行く労力が大変だと思うから。綿ならリサイクルで集めに来てくれるから。

64 大阪府　 既婚 専業主婦 すごく安かったので、売るよりフリーマーケットなどで好きな人に安くて買ってもらったほうがいいと思ったから。

65 兵庫県　 既婚 パート・アルバイトワーク リサイクルショップではなく生活困窮者の世話をするＮＰＯやバザーなどに持っていく



調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

Q８.あなたは今後、国内で次のようなシェアリングエコノミーサービスを利⽤したいと思いますか︖Q８.あなたは今後、国内で次のようなシェアリングエコノミーサービスを利⽤したいと思いますか︖

＜余っている部屋を宿泊場所として提供する人と、
借り手をネット上で仲介するサービス＞

（提供者側として）

＜余っている駐⾞スペースを提供する人と、
⼀時的に⾞を停めたい人をネット上で仲介するサービス＞
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（提供者側としても利

用者側としても）

利用したくない

56.2%

（利用者側として）

利用してみたい

20.8%

（提供者側としても利

用者側としても）

（提供者側としても利

用者側としても）

利用したくない

47.1%

ｎ=749

用者側としても）

あまり利用したくない

24.6%
ｎ=749

＜家事やペットの世話など日常のちょっとした用事を頼みたい人と、
空き時間で気軽に稼ぎたいご近所さんをネット上で仲介するサービス＞

＜友だちや知り合い同士で子どもの送迎・託児を頼りあう
ネット上の子育てシェアサービス＞

（提供者側として）

利用してみたい

10.4%

（提供者側として）

利用してみたい

7.1%

（利用者側として）

空き時間で気軽に稼ぎたいご近所さんをネット上で仲介するサービス＞ ネット上の子育てシェアサービス＞

（利用者側として）

利用してみたい

14.2%（提供者側としても利

用者側としても）

利用したくない

47.5%

（利用者側として）

利用してみたい

11.7%

（提供者側としても利

用者側としても）

（提供者側としても利

用者側としても）

利用したくない
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（提供者側としても利

用者側としても）

あまり利用したくない

27.9%

47.5%

ｎ=749

用者側としても）

あまり利用したくない

29.4%

利用したくない

51.8%

ｎ=749



調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

Q８－２. 「（提供者側として）利⽤してみたい」「（利⽤者側として）利⽤してみたい」と答えた⽅の、Q８－２. 「（提供者側として）利⽤してみたい」「（利⽤者側として）利⽤してみたい」と答えた⽅の、
そのサービスを利⽤してみたい理由＜ＦＡ抜粋＞ ①

＜余っている部屋を宿泊場所として提供する人と、借り手をネット上で仲介するサービス＞

年齢 都道府県 未既婚 働き方

余っている部屋を宿泊場所として

提供する人と、借り手をネット上で

仲介するサービス

「（提供者側として）利用してみたい」「（利用者側として）利用してみたい」と答えた方、

そのサービスを利用してみたい理由を教えてください。

26 神奈川県　 独身 フルタイムワーク 1.（提供者側として）利用してみたい" 手軽にお金が稼げて、自分の家を掃除するきっかけにもなるから。

27 東京都　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい" 余っている部屋を貸すことは効率的で提供者・利用者側どちらにとっても得だと思う為。

43 埼玉県　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい" 自由な時間があるから。部屋もあいているから。

44 大阪府　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい" 部屋や駐車場は使わないのはもったいないですし、自分が逆の立場なら助かると思うので。44 大阪府　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい" 部屋や駐車場は使わないのはもったいないですし、自分が逆の立場なら助かると思うので。

56 兵庫県　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい" 実家が空いたままなので、提供したい。

23 東京都　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい" 宿泊場所をかりるのはホテルがとれない時期とかに便利だと思ったから。

27 大阪府　 独身 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい"
お得な料金で利用出来そうだし、ホテルなど空きが無い時などそういったものがあれば便利

だと思いました。

32 愛知県　 既婚 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい"
長期で宿泊を家族でするなら、ごはんやなんかを自由にできるし、ホテルよりもリラックスでき

そうなので、利用してみたいです。

35 愛知県　 独身 パート・アルバイトワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 安く宿泊できるなら使いたい35 愛知県　 独身 パート・アルバイトワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 安く宿泊できるなら使いたい

37 山梨県　 既婚 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 宿泊費が安く抑えられるから試してみたい。

44 東京都　 独身 パート・アルバイトワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 海外に住んでいたとき、自分の部屋の短期貸しなど興味があったので。

55 北海道　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい" 安い宿泊費で旅行が楽しめるなら考えても良いサービスだと思いました。

＜友だちや知り合い同士で子どもの送迎・託児を頼りあうネット上の子育てシェアサービス＞

年齢 都道府県 未既婚 働き方

友だちや知り合い同士で子どもの送

迎・託児を頼りあうネット上の子育て

シェアサービス

「（提供者側として）利用してみたい」「（利用者側として）利用してみたい」と答えた方、

そのサービスを利用してみたい理由を教えてください。

35 大阪府　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい" 子育て一段落おえて、また子育てしたいから

37 大阪府　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい" 子育てに困っている人を助けたい

49 東京都　 独身 そのほか 1.（提供者側として）利用してみたい"
育児経験はないのですが、お子さんが好きなのでお母さんに息抜きの為にも興味がございま

す。

＜友だちや知り合い同士で子どもの送迎・託児を頼りあうネット上の子育てシェアサービス＞

49 東京都　 独身 そのほか 1.（提供者側として）利用してみたい"
す。

50 埼玉県　 既婚 パート・アルバイトワーク 1.（提供者側として）利用してみたい" 子どものお迎えなどのお手伝いなら力になれそう。

29 東京都　 既婚 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 今後働きながら子育てするため

34 熊本県　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい" 今後仕事を始めるときに、子どもの送迎をお願いしてみたいから。

34 東京都　 既婚 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 子どもができたときにサービスを通じてご近所の方とコミュニケーションが取れそうだから

36 岐阜県　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい"
両親が近くに住んでいないので、いざという時に子どもの面倒を見てくれる人がいたら助かる

から。
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38 千葉県　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい"
どうしても子どもを見て欲しい時があるが、託児サービスは本当に高い。 お互い様で少しの時

間見てもらえるなら助かる

39 千葉県　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい" 子どもの託児が必要になったときに利用できたら便利なので。

44 兵庫県　 既婚 パート・アルバイトワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 知っている人なら、子どもを預けたりしてみたい

52 東京都　 既婚 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 子どもの面倒をみてくれるって、ありがたいのかも。



調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

Q８－２. 「（提供者側として）利⽤してみたい」「（利⽤者側として）利⽤してみたい」と答えた⽅の、Q８－２. 「（提供者側として）利⽤してみたい」「（利⽤者側として）利⽤してみたい」と答えた⽅の、
そのサービスを利⽤してみたい理由＜ＦＡ抜粋＞ ②

余っている駐車スペースを提供する人

＜余っている駐⾞スペースを提供する人と、⼀時的に⾞を停めたい人をネット上で仲介するサービス＞

年齢 都道府県 未既婚 働き方

余っている駐車スペースを提供する人

と、一時的に車を停めたい人をネット上

で仲介するサービス

「（提供者側として）利用してみたい」「（利用者側として）利用してみたい」と答えた方、その

サービスを利用してみたい理由を教えてください。

31 東京都　 既婚 フルタイムワーク 1.（提供者側として）利用してみたい" 車に乗らないのに　駐車場があるので

34 東京都　 既婚 そのほか 1.（提供者側として）利用してみたい"
余っている部屋、余っている駐車スペースを貸すことは効率的で提供者・利用者側どちらにとっても得

だと思う為。

36 神奈川県　 既婚 フルタイムワーク 1.（提供者側として）利用してみたい" いずれ駐車場経営するかな・・・と思ったりもしている区画があるので

38 佐賀県　 独身 パート・アルバイトワーク 1.（提供者側として）利用してみたい" 老後駐車場など使用しなくなるので、駐車場を提供したい。38 佐賀県　 独身 パート・アルバイトワーク 1.（提供者側として）利用してみたい" 老後駐車場など使用しなくなるので、駐車場を提供したい。

40 東京都　 既婚 フルタイムワーク 1.（提供者側として）利用してみたい" 車を持っていないが駐車場があり、自転車しか止めていないため。

41 岡山県　 既婚 パート・アルバイトワーク 1.（提供者側として）利用してみたい" いま、使っていない駐車場があるので、放置しておくのがもったいないからです。

55 大阪府　 既婚 フルタイムワーク 1.（提供者側として）利用してみたい"
会社の持ち物件に空き駐車場があります。とは言え社員が会議などで来る際に便利に利用してはいる

のですが、会社の収益を考えると、利用した方が良いのかなと思いました。

56 兵庫県　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい" 実家の駐車場が空いているから

61 神奈川県　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい" 部屋や駐車場は使わないのはもったいないですし、自分が逆の立場なら助かると思うので。

28 山梨県　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい" 都心の駐車場不足を解消できるなら良いと思う

家の中に人を入れるのはプロ以外は嫌だが、駐車場程度なら人に貸したり借りることができれば便
30 神奈川県　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい"

家の中に人を入れるのはプロ以外は嫌だが、駐車場程度なら人に貸したり借りることができれば便

利。

30 京都府　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい" 路上駐車しなくても短時間駐車できると安心するから。

31 東京都　 既婚 パート・アルバイトワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 安く駐車できるなら使いたい

31 東京都　 既婚 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい"
駐車場がない所に出かけたりするときこのようなサービスがあるとありがたいです。特に都心の駐車場

は高いので安くサービスが受けることができると嬉しいです。

32 千葉県　 独身 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 停めるスペースがない場所にこのようなサービスがあれば助かるから

33 神奈川県　 既婚 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい"
駐車場はイベント時など、近くに無くて困ることがあるので、利用者側として、空いてる土地があれば積

33 神奈川県　 既婚 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい"
駐車場はイベント時など、近くに無くて困ることがあるので、利用者側として、空いてる土地があれば積

極的に提供して利用させてほしいと思います。

34 埼玉県　 既婚 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 駐車スペースは金額も高いところが多いため、シェアをして安く停められるなら利用してみたい。

35 愛知県　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい" 利用者として、駐車場に困ることはあり得ると思うから

37 山梨県　 既婚 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 出先で駐車場がなくてこまることがあるから。

38 大阪府　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい"
なかなか駐車場が見つけられない都内などでは便利だと思うし、短期の契約などもできるときいたの

で、利用したいと思っています。

44 神奈川県　 既婚 パート・アルバイトワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 駐車場に空きがないことがあるので、確実におけるところがあるのは安心だと思うので。

観光地などで休祭日　駐車場を探すのが大変な時に、銀行や会社など近くて便利な場所の駐車場が

45 千葉県　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい"

観光地などで休祭日　駐車場を探すのが大変な時に、銀行や会社など近くて便利な場所の駐車場が

空いていると　いつも　ここに止められたらなーと思う。　一般のお宅なども当日空いていたら　事前に

予約可能となれば　安心して　車ででかけられるのですが、、。　高速料金も払い、駐車場も高額だと

外出するのに、二の足を踏むことがあるので、　なるべく安く提供してもらえれば尚有難いのですが。

46 東京都　 独身 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 都会に行くと毎回駐車場探しが大変ですし、個人の方が割安のイメージがあるので

47 神奈川県　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい" コインパーキングなどがない場所では駐車場のシェアリングエコノミーサービスを利用してみたい。

51 兵庫県　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい"
外出時に駐車スペースを確保できるか心配な時があり、そういうときに確実に借りられやすいのなら借

りてみたいと思いました。
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りてみたいと思いました。

52 神奈川県　 独身 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい"
駐車場とかは空いた状態にしておくのはもったいない！！使い勝手の良いシステムがあるなら、積極

的に利用していきたいと思うから。

57 愛知県　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい" よく実家へ車で行くが、駐車場探しに困ることがあり利用してみたいなとおもった。



調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

Q８－２. 「（提供者側として）利⽤してみたい」「（利⽤者側として）利⽤してみたい」と答えた⽅の、Q８－２. 「（提供者側として）利⽤してみたい」「（利⽤者側として）利⽤してみたい」と答えた⽅の、
そのサービスを利⽤してみたい理由＜ＦＡ抜粋＞ ③

家事やペットの世話など日常のちょっと

＜家事やペットの世話など日常のちょっとした用事を頼みたい人と、空き時間で気軽に稼ぎたいご近所さんをネット上で仲介するサービス＞

年齢 都道府県 未既婚 働き方

家事やペットの世話など日常のちょっと

した用事を頼みたい人と、空き時間で気

軽に稼ぎたいご近所さんをネット上で仲

介するサービス

「（提供者側として）利用してみたい」「（利用者側として）利用してみたい」と答えた方、その

サービスを利用してみたい理由を教えてください。

26 埼玉県　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい" 自分ができる範囲で役に立てたら嬉しいから

30 神奈川県　 既婚 フルタイムワーク 1.（提供者側として）利用してみたい" 近所同士でちょっとした頼みごとくらいの気持ちならしたい。

30 埼玉県　 既婚 パート・アルバイトワーク 1.（提供者側として）利用してみたい" 空き時間を活用して小遣い稼ぎができるなら使用してみたい

31 兵庫県　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい" 時間の融通がきくため家事の空き時間で近所で稼ぎたいため。31 兵庫県　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい" 時間の融通がきくため家事の空き時間で近所で稼ぎたいため。

34 東京都　 独身 フルタイムワーク 1.（提供者側として）利用してみたい"
ペットシッターは以前から興味があり、自分でも猫とずっと暮らしているのでバイト感覚でやってみた

いです！

34 東京都　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい" 子どもが小さく、フルタイムで働けないので、短い時間、単発で働けるなら利用したい。

41 東京都　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい" 自分のあいた時間を有効に使えて対価もあるなら利用してみたい。

41 埼玉県　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい" 少しでも収入になりそうだし、誰かが助かれば嬉しいから。

43 東京都　 独身 フルタイムワーク 1.（提供者側として）利用してみたい" 空いてる時間で誰かの助けになるなら

48 兵庫県　 既婚 パート・アルバイトワーク 1.（提供者側として）利用してみたい" 必要とされている方が助かれば良いなと思うから48 兵庫県　 既婚 パート・アルバイトワーク 1.（提供者側として）利用してみたい" 必要とされている方が助かれば良いなと思うから

54 千葉県　 既婚 そのほか 1.（提供者側として）利用してみたい" ペットに関しては、専門知識があるのでお役に立てればと感じたから

56 愛媛県　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい" 時間がある時に時間を有効に使えて、かつ少額でも収入になれば嬉しいから。

57 東京都　 既婚 パート・アルバイトワーク 1.（提供者側として）利用してみたい" ペットに関する資格を持っているので以前からやってみたいと思っていた。

70 広島県　 既婚 専業主婦 1.（提供者側として）利用してみたい"
ご近所さんなどと、もっとつながりを持っていきたいと思っていたので、それを可能にしてくれそうな

サービスだからです。

33 東京都　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい" いざ困ったときにはお願いしてもいいと思うから

33 北海道　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい"
自分が病気で倒れたときに、夫が帰ってくるまでの数時間、家に一緒にいてくれる人がいたらなー。と

思ったので

40 宮城県　 独身 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" ペットがいると泊まりで家を空けられないため、便利そうだと思ったから

43 大阪府　 独身 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" ご近所サービスは地元の人なので顔もわかって安心

46 東京都　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい" 知り合いだと不安がないので。

47 東京都　 独身 フルタイムワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 家の片づけが得意ではないので手伝ってほしい

48 兵庫県　 既婚 パート・アルバイトワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 今は利用する予定はないが お互い助け合いの精神で利用できたらいいと思う。

50 埼玉県　 既婚 パート・アルバイトワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 旅行の際、ペットのお世話をお願いしたい。ペットホテルでは狭くてかわいそう。

52 兵庫県　 独身 そのほか 2.（利用者側として）利用してみたい" 老齢の父がいるので便利そう

53 東京都　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい" 自分の体が動けなくなった時があったら、一時的に利用してみたいので。

55 大阪府　 独身 パート・アルバイトワーク 2.（利用者側として）利用してみたい"
健康で体が動かせる限り　何かして世の中の役に立ちたいと思っていますし、旅行などの時に　ペット

をホテルではなくて　近くの人に預けたいから。

58 千葉県　 既婚 そのほか 2.（利用者側として）利用してみたい" ペットの散歩をお願いしたい。

64 愛知県　 既婚 パート・アルバイトワーク 2.（利用者側として）利用してみたい" 忙しいときに家事を頼みたい
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66 大阪府　 既婚 専業主婦 2.（利用者側として）利用してみたい"
高齢になり、身体が不自由になったとき、介護を受けれない時、手伝ってもらえる方がおればありがた

いです。



調査期間： 2016/9/14～9/19
調査方法： リビング新聞公式サイト「リビングＷｅｂ」、

シティリビング公式サイト「シティリビングWeb」にてWEBアンケート
集計数 ：女性749人 平均年齢：44.29歳

女性（2016年/全国）「レンタルサービス、リサイクルショップ
の利用についてのアンケート」

Q８－３.（提供者側としても利⽤者側としても）「あまり利⽤したくない」「利⽤したくない」と答えた⽅の、Q８－３.（提供者側としても利⽤者側としても）「あまり利⽤したくない」「利⽤したくない」と答えた⽅の、
そのサービスを利⽤したくない理由＜ＦＡ抜粋＞

年齢 都道府県 未既婚 働き方
（提供者側としても利用者側としても）「あまり利用したくない」「利用したくない」シェアリングエコノミーサービスがあると答えた方、利用したくない理由を教え

てください。
40 東京都　 既婚 フルタイムワーク ネットは１００％信用できないし、トラブル時の責任の所在があいまいな気がする。何かあったときに面倒なことになりそう。

27 栃木県　 独身 フルタイムワーク お子さんを預かったりすることに関しては責任や資格経験が必要なものなので安易に利用するのは怖いと思うから。

32 東京都　 既婚 フルタイムワーク サービス内容に不安がある。また、子どもが関係すると揉めた時に辛い。

70 岡山県　 既婚 専業主婦 双方にとってメリットは多いと思うが、デメリットも考えなければならず、失うものや手続き、気遣いなど面倒なので利用したくない。

41 千葉県　 既婚 専業主婦 セキュリティ対策に不安を感じるから。どちらも、まだ始まったばかりのサービスで、リスクがありそうだから。

36 愛知県　 既婚 フルタイムワーク どうしてもトラブルが起きたときのことを考えてしまう。

53 東京都　 独身 フルタイムワーク トラブルがあったときに面倒だから。
46 大阪府　 既婚 専業主婦 トラブルがあった時の対処や、責任問題が心配だから。

28 兵庫県　 独身 そのほか トラブルが起こった時どうすればよいのかわからないから

55 千葉県　 既婚 パート・アルバイトワーク トラブルが嫌。ご近所さんならなおのこと。55 千葉県　 既婚 パート・アルバイトワーク トラブルが嫌。ご近所さんならなおのこと。

41 千葉県　 既婚 パート・アルバイトワーク トラブルに巻き込まれたくないので

46 大阪府　 既婚 専業主婦 どんな人か知らないご近所さんへの頼み事は、有料とはいえ、抵抗があります。 問題があった時に、変な人だと後々困りそうだと思います。

41 福岡県　 既婚 専業主婦 なんとなく「個人」相手だとトラブルが起きた時にゴタゴタしてしまいそうなので。

45 兵庫県　 既婚 パート・アルバイトワーク ネットが不安なので利用したくない。相手がみえない

57 東京都　 既婚 専業主婦 ネット上なので、信頼できる情報なのか判断ができません。

47 大阪府　 既婚 専業主婦 ペットの世話や家事などは、トラブルがあったりのちのち面倒なことになりかねないので、プロに任せたほうがいいし、お金をもらうなら技術を学んでおく必要があると思う

32 大阪府　 既婚 フルタイムワーク ペットや子どもなど、命にかかわることは人任せにはしたくない。
46 東京都　 独身 フルタイムワーク 何かあったときの補償問題とかが気になる。46 東京都　 独身 フルタイムワーク 何かあったときの補償問題とかが気になる。

48 千葉県　 既婚 専業主婦 何かしら問題があった時の対処が心配なので。

44 愛知県　 既婚 パート・アルバイトワーク 何かトラブルがあった時、責任・賠償問題などがあるから嫌

53 東京都　 独身 そのほか 何か問題があった場合、業者と違って訴訟や金銭解決がしにくい、また、精神的に負担になりそうだと感じたから。

37 岡山県　 独身 そのほか 何か問題が起こったときの責任の所在が不安だから。

30 神奈川県　 既婚 専業主婦 家に入られるのも、子どもを預けるのも知らない人に頼むのは怖い

38 兵庫県　 独身 そのほか 家のことになると、個人情報や色々なものが外にもれそう

36 大阪府　 既婚 専業主婦 家事代行とか、家の中に入ってしてもらうサービスには抵抗がある。

42 神奈川県　 既婚 フルタイムワーク 果たしてそれが本当に安全なのか分からないものは利用したくない。

36 山形県　 既婚 専業主婦 顔を知らない状態での取引に不安を感じてしまう。
48 千葉県　 独身 フルタイムワーク 子育ての経験がないのでよその子どもを預かって送迎したりするのには自信がない。また怪我をさせたり、何かトラブルがあったりしたら責任をとることができない。

23 東京都　 既婚 専業主婦 子どもの送迎は、万が一事故や事件に巻き込まれたりしたらお互い責任がもてないから。子どもをまるっきり託せるほど信用できる知り合いは少ないから。

31 兵庫県　 既婚 専業主婦 子どもの送迎など、人の子どもは何かあった時の責任が重いためあまり利用したくない。

40 大阪府　 既婚 フルタイムワーク 信用できない。事件に巻き込まれそうな気がするのが怖い。

51 千葉県　 既婚 パート・アルバイトワーク 信用できる人と会えればいいのですが、ネットだと本当に信用できるかどうか疑問なところがあるので、まだ利用したいとは思えません。

35 兵庫県　 既婚 専業主婦 責任が重大だったり、その後ママ友や子どもたちの関係にマイナスになる可能性のあることはやりたくないので。35 兵庫県　 既婚 専業主婦 責任が重大だったり、その後ママ友や子どもたちの関係にマイナスになる可能性のあることはやりたくないので。

39 兵庫県　 既婚 パート・アルバイトワーク 責任の所在などがはっきりしないと利用しにくいから。

34 千葉県　 既婚 専業主婦 素人にお金を払いたくない、問題があったときの責任を取ってもらえなさそう

58 千葉県　 既婚 そのほか 相手が、ネット上では確認できない。 駐車場内のアクシデントなども心配
41 大阪府　 既婚 フルタイムワーク 損害が発生したり、逆に自分が壊したなど、やり取り上で神経を使いそう。

31 神奈川県　 既婚 専業主婦 他人は信用できないし、何かあったときの保証がきちんとされるのかが分からないので

51 兵庫県　 既婚 専業主婦 他人を家の中に入れるのは抵抗がある。相手がどういう人かわからなかったり、知っている人でも気を使うから。

39 茨城県　 既婚 専業主婦 知らない人とトラブルになるのが嫌だから。ネット募集のベビーシッターに子どもを預けて事件になったニュースを見たから。

33 神奈川県　 既婚 フルタイムワーク 知らない人の家に泊まるのはちょっと気が引けるので。 子どもを資格のない人に預けるのは不安なので。
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33 神奈川県　 既婚 フルタイムワーク 知らない人の家に泊まるのはちょっと気が引けるので。 子どもを資格のない人に預けるのは不安なので。

46 東京都　 独身 パート・アルバイトワーク 部屋のシェアは海外なら利用するが、国内なら安いホテルもあるし、あまり利用価値はないと思う。託児に関しては子どもがいないので、預かるのも経験がなく不安。

56 兵庫県　 独身 フルタイムワーク 部屋は今、民泊とか問題になっているのでちょっと嫌。家事や子どもやペットをちゃんとした資格を持ってない他人にお願いするのは抵抗あり。

46 東京都　 独身 フルタイムワーク 問題がない時は良いのですが、何かトラブルがあった場合ちょっと大変そうなので。


