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＜図1＞ リモート接客を受けた経験 

 【リモート接客の経験者】は全体の3.3%にとどまる 
性年代別にみると、20代は男女ともに比較的経験者の割合が多い傾向 
   新しい試みということもあるからか、リモート接客の経験者は全体の3.3%と低い結果になった。＜図1＞ 
  性年代別にみると、男性20代は9.1%で比較的高く、次に男性の50代・女性の20代が4.5%と続く。＜図2＞ 
      

 【今後利用してみたいと思うリモート接客】1位は医療 
今後利用してみたいと思うリモート接客のサービスは、全体で見ると「医療」(15.5%)が最も高く、「旅行手配」(10.8%)、 
「資産運用」(9.9%) が続く。 

 性年代別で見ると「医療」は女性50代、「資産運用」は男性の20代が最も高い。 
  また、女性20代は平均的にどの項目も高く、その中でもファッション・美容関連商品の項目が特に高い傾向。20代女性は画面越しの 
  コミュニケーションに抵抗感が低い様子がうかがえる。＜図3＞ 

報道関係各位 

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社⻑：五⼗嵐幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「リモート
接客に関する調査」を実施しました。新型コロナの影響を受け、アパレルブランドや家電量販店などでリモート接客（※）の取り組みが始まって
います。今回は、リモート接客の体験有無や今後利用してみたいと思う「リモート接客」のサービスについて分析しました。 
 
※リモート接客：販売員が売り場に設置したモニターを通じて来店者に商品説明等を行ったり、自宅にいながら自分のスマホやPCを通じて 
            接客を受けられること 

■調査結果 

今後利用してみたいと思うリモート接客、1位は医療 
女性20代はリモート接客サービスに前向きな姿勢 

－リモート接客に関する調査－ 

2020年8月20日 
株式会社クロス・マーケティング 

◆自主調査リリースの続きはこちらへ ⇒ https://www.cross-m.co.jp/report/life/20200820service/  

＜図2＞性年代別 
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				出力ベース条件

				



				質問文		質問　　タイプ		％表		Ｎ表		％表 (2)

		GROUP		グループ		SA		1		1		1

		SC1		性別		SA		2		2		2

		SC2_1		年齢		NU		3		3		3

		SC2AC		年代別		SA		4		4		4

		SC3		居住地		SA		5		5		5

		Q1		あなたは結婚していらっしゃいますか。		SA		6		6		6

		Q2		あなたにはお子さまがいらっしゃいますか。		SA		7		7		7

		Q3		あなたの職業をお知らせください。		SA		8		8		8

		Q4		この1週間で、どのくらい外出しましたか？		SA		9		9		9

		Q5		この１週間で、趣味や娯楽、息抜きなど、あなたにとっての「楽しみ」に使った金額をお知らせください。		SA		10		10		10

		Q7		家電量販店やアパレルショップ等で「リモート接客※」の導入を始めている企業もありますが、あなたはリモート接客を受けた経験がありますか。		SA		11		11		11

		Q8		あなたが今後利用してみたいと思う「リモート接客※」のサービスがあればあてはまるものをすべてお知らせください。		MA		12		12		12
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％表

		GROUP　グループ（SA）

						該当数		男性・15歳以上		男性・20代		男性・30代		男性・40代		男性・50代		男性・60代		男性・70歳以上		女性・15歳以上		女性・20代		女性・30代		女性・40代		女性・50代		女性・60代		女性・70歳以上

		全　体				1100		0.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		0.0		0.0		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		0.0

		性別×年代		男性X２０代		110		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性X３０代		110		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性X４０代		110		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性X５０代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性X６０代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性X２０代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性X３０代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性X４０代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

				女性X５０代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

				女性X６０代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		SC1　性別（SA）

						該当数		男性		女性

		全　体				1100		50.0		50.0

		性別×年代		男性X２０代		110		100.0		0.0

				男性X３０代		110		100.0		0.0

				男性X４０代		110		100.0		0.0

				男性X５０代		110		100.0		0.0

				男性X６０代		110		100.0		0.0

				女性X２０代		110		0.0		100.0

				女性X３０代		110		0.0		100.0

				女性X４０代		110		0.0		100.0

				女性X５０代		110		0.0		100.0

				女性X６０代		110		0.0		100.0

		SC2_1　年齢（NU）

						該当数		最小値		最大値		平均値		標準偏差

		全　体				1100		20		69		44.58		13.89

		性別×年代		男性X２０代		110		20		29		25.28		2.82

				男性X３０代		110		30		39		34.79		2.94

				男性X４０代		110		40		49		44.84		3.02

				男性X５０代		110		50		59		54.15		2.67

				男性X６０代		110		60		69		63.65		2.92

				女性X２０代		110		20		29		25.66		2.93

				女性X３０代		110		30		39		34.41		3.03

				女性X４０代		110		40		49		45.12		2.90

				女性X５０代		110		50		59		54.23		2.91

				女性X６０代		110		60		69		63.70		2.85

		SC2AC　年代別（SA）

						該当数		１５歳以上		２０代		３０代		４０代		５０代		６０代		７０歳以上

		全　体				1100		0.0		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		0.0

		性別×年代		男性X２０代		110		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性X３０代		110		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性X４０代		110		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

				男性X５０代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

				男性X６０代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

				女性X２０代		110		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性X３０代		110		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0		0.0

				女性X４０代		110		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0		0.0

				女性X５０代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0		0.0

				女性X６０代		110		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		100.0		0.0

		SC3　居住地（SA）

						該当数		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県

		全　体				1100		5.2		0.9		1.1		2.1		0.5		0.5		1.0		1.6		1.3		0.9		5.7		4.5		13.9		9.3		1.8		0.6		0.6		0.2		0.5		1.3		1.5		3.0		7.8		1.3		0.9		2.1		7.3		5.5		0.8		1.1		0.7		0.3		1.8		2.1		1.1		0.6		1.0		0.9		0.2		3.2		0.3		0.8		0.5		0.3		0.4		0.4		0.8

		性別×年代		男性X２０代		110		2.7		0.0		1.8		2.7		0.9		0.0		0.9		0.9		3.6		0.0		4.5		3.6		15.5		10.0		2.7		1.8		1.8		0.0		0.0		0.9		1.8		2.7		11.8		0.9		3.6		1.8		3.6		3.6		0.0		0.0		1.8		0.0		0.9		1.8		1.8		0.0		2.7		0.0		0.0		4.5		0.0		0.9		0.0		0.0		0.9		0.0		0.0

				男性X３０代		110		4.5		2.7		0.9		0.9		0.0		0.0		0.9		1.8		0.9		0.0		7.3		5.5		14.5		5.5		3.6		0.0		0.9		0.9		0.0		0.0		1.8		0.9		10.9		0.0		0.0		0.0		4.5		6.4		1.8		0.9		0.9		0.0		3.6		2.7		2.7		0.0		0.9		2.7		0.0		4.5		0.0		0.0		0.9		0.0		0.9		0.9		0.9

				男性X４０代		110		1.8		2.7		0.9		2.7		0.0		0.0		0.9		0.9		1.8		0.9		7.3		6.4		13.6		10.9		0.9		0.0		0.9		0.0		0.0		2.7		0.9		1.8		7.3		0.9		0.0		1.8		6.4		7.3		0.9		0.9		0.9		0.0		5.5		0.9		0.9		0.0		2.7		0.9		0.0		1.8		0.9		0.9		0.9		0.0		0.0		0.0		0.0

				男性X５０代		110		5.5		0.9		0.0		2.7		1.8		0.9		1.8		2.7		0.0		0.9		3.6		2.7		15.5		10.0		1.8		0.9		1.8		0.0		0.0		0.9		1.8		8.2		10.9		0.9		0.9		4.5		5.5		3.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		2.7		1.8		0.0		0.0		0.0		0.0		1.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9		0.9

				男性X６０代		110		5.5		0.0		2.7		0.0		0.0		0.0		0.0		1.8		0.9		0.9		7.3		6.4		10.9		13.6		2.7		0.9		0.0		0.0		0.0		0.9		0.0		0.9		8.2		1.8		0.0		2.7		11.8		2.7		1.8		2.7		0.0		0.9		1.8		0.9		0.9		0.0		0.0		0.9		0.9		2.7		0.0		0.9		0.9		0.9		0.9		0.0		0.0

				女性X２０代		110		6.4		0.0		0.0		5.5		0.0		1.8		2.7		0.9		0.0		1.8		5.5		0.9		13.6		8.2		1.8		0.0		0.0		0.0		0.9		0.9		2.7		2.7		5.5		1.8		0.9		4.5		10.0		2.7		0.9		1.8		1.8		0.0		1.8		1.8		1.8		0.9		0.9		0.0		0.9		1.8		0.9		1.8		0.0		0.0		0.0		0.9		0.0

				女性X３０代		110		9.1		0.9		0.9		2.7		0.0		0.0		0.9		0.0		0.9		0.0		5.5		5.5		14.5		14.5		1.8		0.9		0.0		0.0		1.8		0.9		2.7		5.5		4.5		0.0		0.0		0.9		4.5		4.5		0.0		0.0		0.0		0.0		2.7		1.8		0.0		1.8		0.0		1.8		0.0		3.6		0.9		0.0		0.0		0.9		0.9		0.0		1.8

				女性X４０代		110		4.5		0.9		0.0		0.0		0.9		1.8		0.9		2.7		0.9		1.8		5.5		4.5		10.0		5.5		0.9		0.9		0.9		0.9		0.0		3.6		1.8		2.7		3.6		0.9		0.0		1.8		11.8		8.2		0.9		1.8		0.0		0.9		0.0		2.7		0.0		0.9		1.8		1.8		0.0		4.5		0.0		0.9		0.9		0.9		0.0		0.9		2.7

				女性X５０代		110		7.3		0.9		1.8		1.8		0.9		0.9		0.9		2.7		0.9		1.8		4.5		6.4		13.6		6.4		0.0		0.9		0.0		0.0		0.0		0.9		0.9		1.8		8.2		1.8		2.7		0.0		7.3		9.1		1.8		0.9		0.0		0.9		0.0		1.8		0.9		0.9		0.0		0.0		0.0		3.6		0.0		2.7		0.9		0.0		0.0		0.0		0.9

				女性X６０代		110		4.5		0.0		1.8		1.8		0.0		0.0		0.0		1.8		2.7		0.9		6.4		2.7		17.3		8.2		1.8		0.0		0.0		0.0		1.8		0.9		0.0		2.7		7.3		3.6		0.9		2.7		7.3		7.3		0.0		1.8		1.8		0.0		0.9		3.6		0.0		1.8		0.9		0.9		0.0		2.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.9

		Q1　あなたは結婚していらっしゃいますか。（SA）

						該当数		未婚		既婚（離別・死別含む）

		全　体				1100		41.2		58.8

		性別×年代		男性X２０代		110		85.5		14.5

				男性X３０代		110		63.6		36.4

				男性X４０代		110		44.5		55.5

				男性X５０代		110		23.6		76.4

				男性X６０代		110		17.3		82.7

				女性X２０代		110		77.3		22.7

				女性X３０代		110		39.1		60.9

				女性X４０代		110		26.4		73.6

				女性X５０代		110		25.5		74.5

				女性X６０代		110		9.1		90.9

		Q2　あなたにはお子さまがいらっしゃいますか。（SA）

						該当数		同居している子どもがいる		同居はしていないが、子どもがいる		子どもはいない

		全　体				1100		33.2		13.5		53.3

		性別×年代		男性X２０代		110		9.1		1.8		89.1

				男性X３０代		110		28.2		2.7		69.1

				男性X４０代		110		35.5		9.1		55.5

				男性X５０代		110		45.5		11.8		42.7

				男性X６０代		110		31.8		40.0		28.2

				女性X２０代		110		15.5		0.0		84.5

				女性X３０代		110		41.8		1.8		56.4

				女性X４０代		110		51.8		7.3		40.9

				女性X５０代		110		45.5		13.6		40.9

				女性X６０代		110		27.3		47.3		25.5

		Q3　あなたの職業をお知らせください。（SA）

						該当数		会社勤務（一般社員）		会社勤務（管理職）		会社経営（経営者・役員）		公務員・教職員･非営利団体職員		派遣社員・契約社員		自営業（商工サービス）		SOHO		農林漁業		専門職（弁護士・税理士等・医療関連）		パート・アルバイト		専業主婦・主夫		学生		無職		その他(具体的に入力してください)

		全　体				1100		27.7		5.1		1.6		4.6		6.4		3.4		0.7		0.1		3.9		14.9		14.2		3.5		12.6		1.3

		性別×年代		男性X２０代		110		50.0		1.8		0.9		1.8		2.7		1.8		0.0		0.0		4.5		8.2		0.0		16.4		10.9		0.9

				男性X３０代		110		41.8		6.4		0.0		10.0		5.5		3.6		0.9		0.0		4.5		11.8		0.9		0.9		13.6		0.0

				男性X４０代		110		51.8		9.1		1.8		6.4		4.5		6.4		0.0		0.0		1.8		4.5		0.0		0.0		12.7		0.9

				男性X５０代		110		29.1		20.0		7.3		11.8		2.7		4.5		0.9		0.0		5.5		3.6		1.8		0.9		8.2		3.6

				男性X６０代		110		10.9		8.2		0.9		4.5		17.3		9.1		0.9		0.0		2.7		9.1		0.9		0.0		35.5		0.0

				女性X２０代		110		36.4		0.0		0.0		4.5		1.8		1.8		1.8		0.0		5.5		16.4		7.3		15.5		8.2		0.9

				女性X３０代		110		25.5		0.0		1.8		4.5		5.5		2.7		1.8		0.0		4.5		26.4		18.2		0.9		7.3		0.9

				女性X４０代		110		16.4		2.7		0.0		0.0		10.0		0.9		0.0		0.9		1.8		25.5		31.8		0.0		9.1		0.9

				女性X５０代		110		11.8		2.7		0.0		1.8		10.0		1.8		0.9		0.0		5.5		26.4		27.3		0.0		9.1		2.7

				女性X６０代		110		3.6		0.0		3.6		0.9		3.6		0.9		0.0		0.0		2.7		17.3		53.6		0.0		11.8		1.8

		Q4　この1週間で、どのくらい外出しましたか？（SA）

						該当数		7日		6日		5日		4日		3日		2日		1日		外出していない

		全　体				1100		24.8		12.0		14.8		8.9		12.8		11.8		7.4		7.5

		性別×年代		男性X２０代		110		23.6		15.5		17.3		9.1		8.2		12.7		7.3		6.4

				男性X３０代		110		32.7		10.0		17.3		5.5		10.0		10.9		4.5		9.1

				男性X４０代		110		30.9		15.5		11.8		5.5		9.1		10.9		6.4		10.0

				男性X５０代		110		30.9		8.2		17.3		3.6		9.1		14.5		7.3		9.1

				男性X６０代		110		27.3		10.9		10.9		13.6		8.2		13.6		8.2		7.3

				女性X２０代		110		12.7		11.8		20.9		11.8		20.0		10.9		7.3		4.5

				女性X３０代		110		25.5		10.9		13.6		6.4		11.8		10.9		9.1		11.8

				女性X４０代		110		23.6		13.6		10.0		11.8		16.4		13.6		7.3		3.6

				女性X５０代		110		17.3		11.8		16.4		10.9		18.2		10.0		10.0		5.5

				女性X６０代		110		23.6		11.8		12.7		10.9		17.3		10.0		6.4		7.3

		Q5　この１週間で、趣味や娯楽、息抜きなど、あなたにとっての「楽しみ」に使った金額をお知らせください。（SA）

						該当数		なし		1000円未満		～2000円未満		～5000円未満		～1万円未満		～3万円未満		～5万円未満		～5万円以上

		全　体				1100		30.8		14.3		13.0		17.9		13.4		6.2		1.3		3.2

		性別×年代		男性X２０代		110		24.5		11.8		16.4		19.1		15.5		7.3		0.0		5.5

				男性X３０代		110		29.1		12.7		9.1		20.9		18.2		3.6		3.6		2.7

				男性X４０代		110		27.3		10.0		17.3		16.4		12.7		11.8		0.9		3.6

				男性X５０代		110		32.7		7.3		12.7		25.5		10.0		5.5		0.0		6.4

				男性X６０代		110		32.7		10.0		16.4		18.2		12.7		7.3		0.0		2.7

				女性X２０代		110		22.7		19.1		14.5		14.5		17.3		8.2		3.6		0.0

				女性X３０代		110		20.9		14.5		14.5		26.4		9.1		10.9		1.8		1.8

				女性X４０代		110		35.5		19.1		10.9		14.5		11.8		3.6		0.9		3.6

				女性X５０代		110		40.9		17.3		9.1		13.6		14.5		0.9		0.9		2.7

				女性X６０代		110		41.8		20.9		9.1		10.0		11.8		2.7		0.9		2.7

		Q7　家電量販店やアパレルショップ等で「リモート接客※」の導入を始めている企業もありますが、あなたはリモート接客を受けた経験がありますか。（SA）

						該当数		経験あり		経験なし

		全　体				1100		3.3		96.7

		性別×年代		男性X２０代		110		9.1		90.9

				男性X３０代		110		2.7		97.3

				男性X４０代		110		3.6		96.4

				男性X５０代		110		4.5		95.5

				男性X６０代		110		2.7		97.3

				女性X２０代		110		4.5		95.5

				女性X３０代		110		2.7		97.3

				女性X４０代		110		0.9		99.1

				女性X５０代		110		1.8		98.2

				女性X６０代		110		0.0		100.0

		Q8　あなたが今後利用してみたいと思う「リモート接客※」のサービスがあればあてはまるものをすべてお知らせください。（MA）

						該当数		家電		本屋		家具・インテリア		車のディーラー		日本酒・ワインの専門店		住宅購入・賃貸		資産運用		化粧品		美容商品		ファッション		保険		医療		旅行手配		フィットネス		この中にあてはまるものはない

		全　体				1100		8.7		6.2		4.6		4.5		3.7		3.7		9.9		5.0		4.3		6.9		9.8		15.5		10.8		6.1		58.0

		性別×年代		男性X２０代		110		13.6		11.8		6.4		9.1		6.4		8.2		15.5		1.8		4.5		10.9		14.5		10.9		13.6		7.3		48.2

				男性X３０代		110		7.3		9.1		3.6		2.7		6.4		5.5		11.8		1.8		2.7		6.4		6.4		11.8		8.2		6.4		59.1

				男性X４０代		110		8.2		2.7		1.8		6.4		2.7		2.7		11.8		0.0		0.0		3.6		9.1		10.9		4.5		5.5		66.4

				男性X５０代		110		8.2		3.6		4.5		7.3		1.8		1.8		6.4		1.8		0.9		1.8		8.2		15.5		5.5		1.8		68.2

				男性X６０代		110		6.4		4.5		1.8		3.6		5.5		0.0		9.1		0.0		0.9		1.8		7.3		18.2		8.2		1.8		57.3

				女性X２０代		110		14.5		10.0		10.0		4.5		7.3		8.2		11.8		16.4		15.5		17.3		13.6		17.3		17.3		10.0		41.8

				女性X３０代		110		8.2		3.6		6.4		5.5		3.6		4.5		8.2		12.7		9.1		10.9		10.0		13.6		15.5		9.1		56.4

				女性X４０代		110		11.8		3.6		4.5		2.7		0.9		3.6		7.3		6.4		4.5		8.2		13.6		18.2		13.6		9.1		58.2

				女性X５０代		110		5.5		5.5		1.8		1.8		2.7		2.7		12.7		3.6		3.6		3.6		9.1		21.8		15.5		7.3		57.3

				女性X６０代		110		3.6		7.3		5.5		0.9		0.0		0.0		4.5		5.5		0.9		4.5		6.4		16.4		6.4		2.7		67.3
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％表 (2)

		GROUP　グループ(SA)

						n=		男性・15歳以上		男性・20代		男性・30代		男性・40代		男性・50代		男性・60代		男性・70歳以上		女性・15歳以上		女性・20代		女性・30代		女性・40代		女性・50代		女性・60代		女性・70歳以上

		全体				1,100  		-		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		-		-		10.0		10.0		10.0		10.0		10.0		-

		性別×年代		男性X20代		110  		-		100.0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				男性X30代		110  		-		-		100.0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				男性X40代		110  		-		-		-		100.0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				男性X50代		110  		-		-		-		-		100.0		-		-		-		-		-		-		-		-		-

				男性X60代		110  		-		-		-		-		-		100.0		-		-		-		-		-		-		-		-

				女性X20代		110  		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0		-		-		-		-		-

				女性X30代		110  		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0		-		-		-		-

				女性X40代		110  		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0		-		-		-

				女性X50代		110  		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0		-		-

				女性X60代		110  		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		100.0		-

		SC1　性別(SA)

						n=		男性		女性

		全体				1,100  		50.0		50.0

		性別×年代		男性X20代		110  		100.0		-

				男性X30代		110  		100.0		-

				男性X40代		110  		100.0		-

				男性X50代		110  		100.0		-

				男性X60代		110  		100.0		-

				女性X20代		110  		-		100.0

				女性X30代		110  		-		100.0

				女性X40代		110  		-		100.0

				女性X50代		110  		-		100.0

				女性X60代		110  		-		100.0

		SC2_1　年齢(NU)

						n=		最小値		最大値		平均値		標準偏差

		全体				1,100  		20.0		69.0		44.6		13.9

		性別×年代		男性X20代		110  		20.0		29.0		25.3		2.8

				男性X30代		110  		30.0		39.0		34.8		2.9

				男性X40代		110  		40.0		49.0		44.8		3.0

				男性X50代		110  		50.0		59.0		54.2		2.7

				男性X60代		110  		60.0		69.0		63.6		2.9

				女性X20代		110  		20.0		29.0		25.7		2.9

				女性X30代		110  		30.0		39.0		34.4		3.0

				女性X40代		110  		40.0		49.0		45.1		2.9

				女性X50代		110  		50.0		59.0		54.2		2.9

				女性X60代		110  		60.0		69.0		63.7		2.9

		SC2AC　年代別(SA)

						n=		15歳以上		20代		30代		40代		50代		60代		70歳以上

		全体				1,100  		-		20.0		20.0		20.0		20.0		20.0		-

		性別×年代		男性X20代		110  		-		100.0		-		-		-		-		-

				男性X30代		110  		-		-		100.0		-		-		-		-

				男性X40代		110  		-		-		-		100.0		-		-		-

				男性X50代		110  		-		-		-		-		100.0		-		-

				男性X60代		110  		-		-		-		-		-		100.0		-

				女性X20代		110  		-		100.0		-		-		-		-		-

				女性X30代		110  		-		-		100.0		-		-		-		-

				女性X40代		110  		-		-		-		100.0		-		-		-

				女性X50代		110  		-		-		-		-		100.0		-		-

				女性X60代		110  		-		-		-		-		-		100.0		-

		SC3　居住地(SA)

						n=		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県

		全体				1,100  		5.2		0.9		1.1		2.1		0.5		0.5		1.0		1.6		1.3		0.9		5.7		4.5		13.9		9.3		1.8		0.6		0.6		0.2		0.5		1.3		1.5		3.0		7.8		1.3		0.9		2.1		7.3		5.5		0.8		1.1		0.7		0.3		1.8		2.1		1.1		0.6		1.0		0.9		0.2		3.2		0.3		0.8		0.5		0.3		0.4		0.4		0.8

		性別×年代		男性X20代		110  		2.7		-		1.8		2.7		0.9		-		0.9		0.9		3.6		-		4.5		3.6		15.5		10.0		2.7		1.8		1.8		-		-		0.9		1.8		2.7		11.8		0.9		3.6		1.8		3.6		3.6		-		-		1.8		-		0.9		1.8		1.8		-		2.7		-		-		4.5		-		0.9		-		-		0.9		-		-

				男性X30代		110  		4.5		2.7		0.9		0.9		-		-		0.9		1.8		0.9		-		7.3		5.5		14.5		5.5		3.6		-		0.9		0.9		-		-		1.8		0.9		10.9		-		-		-		4.5		6.4		1.8		0.9		0.9		-		3.6		2.7		2.7		-		0.9		2.7		-		4.5		-		-		0.9		-		0.9		0.9		0.9

				男性X40代		110  		1.8		2.7		0.9		2.7		-		-		0.9		0.9		1.8		0.9		7.3		6.4		13.6		10.9		0.9		-		0.9		-		-		2.7		0.9		1.8		7.3		0.9		-		1.8		6.4		7.3		0.9		0.9		0.9		-		5.5		0.9		0.9		-		2.7		0.9		-		1.8		0.9		0.9		0.9		-		-		-		-

				男性X50代		110  		5.5		0.9		-		2.7		1.8		0.9		1.8		2.7		-		0.9		3.6		2.7		15.5		10.0		1.8		0.9		1.8		-		-		0.9		1.8		8.2		10.9		0.9		0.9		4.5		5.5		3.6		-		-		-		-		0.9		2.7		1.8		-		-		-		-		1.8		-		-		-		-		-		0.9		0.9

				男性X60代		110  		5.5		-		2.7		-		-		-		-		1.8		0.9		0.9		7.3		6.4		10.9		13.6		2.7		0.9		-		-		-		0.9		-		0.9		8.2		1.8		-		2.7		11.8		2.7		1.8		2.7		-		0.9		1.8		0.9		0.9		-		-		0.9		0.9		2.7		-		0.9		0.9		0.9		0.9		-		-

				女性X20代		110  		6.4		-		-		5.5		-		1.8		2.7		0.9		-		1.8		5.5		0.9		13.6		8.2		1.8		-		-		-		0.9		0.9		2.7		2.7		5.5		1.8		0.9		4.5		10.0		2.7		0.9		1.8		1.8		-		1.8		1.8		1.8		0.9		0.9		-		0.9		1.8		0.9		1.8		-		-		-		0.9		-

				女性X30代		110  		9.1		0.9		0.9		2.7		-		-		0.9		-		0.9		-		5.5		5.5		14.5		14.5		1.8		0.9		-		-		1.8		0.9		2.7		5.5		4.5		-		-		0.9		4.5		4.5		-		-		-		-		2.7		1.8		-		1.8		-		1.8		-		3.6		0.9		-		-		0.9		0.9		-		1.8

				女性X40代		110  		4.5		0.9		-		-		0.9		1.8		0.9		2.7		0.9		1.8		5.5		4.5		10.0		5.5		0.9		0.9		0.9		0.9		-		3.6		1.8		2.7		3.6		0.9		-		1.8		11.8		8.2		0.9		1.8		-		0.9		-		2.7		-		0.9		1.8		1.8		-		4.5		-		0.9		0.9		0.9		-		0.9		2.7

				女性X50代		110  		7.3		0.9		1.8		1.8		0.9		0.9		0.9		2.7		0.9		1.8		4.5		6.4		13.6		6.4		-		0.9		-		-		-		0.9		0.9		1.8		8.2		1.8		2.7		-		7.3		9.1		1.8		0.9		-		0.9		-		1.8		0.9		0.9		-		-		-		3.6		-		2.7		0.9		-		-		-		0.9

				女性X60代		110  		4.5		-		1.8		1.8		-		-		-		1.8		2.7		0.9		6.4		2.7		17.3		8.2		1.8		-		-		-		1.8		0.9		-		2.7		7.3		3.6		0.9		2.7		7.3		7.3		-		1.8		1.8		-		0.9		3.6		-		1.8		0.9		0.9		-		2.7		-		-		-		-		-		-		0.9

		Q1　あなたは結婚していらっしゃいますか。(SA)

						n=		未婚		既婚（離別・死別含む）

		全体				1,100  		41.2		58.8

		性別×年代		男性X20代		110  		85.5		14.5

				男性X30代		110  		63.6		36.4

				男性X40代		110  		44.5		55.5

				男性X50代		110  		23.6		76.4

				男性X60代		110  		17.3		82.7

				女性X20代		110  		77.3		22.7

				女性X30代		110  		39.1		60.9

				女性X40代		110  		26.4		73.6

				女性X50代		110  		25.5		74.5

				女性X60代		110  		9.1		90.9

		Q2　あなたにはお子さまがいらっしゃいますか。(SA)

						n=		同居している子どもがいる		同居はしていないが、子どもがいる		子どもはいない

		全体				1,100  		33.2		13.5		53.3

		性別×年代		男性X20代		110  		9.1		1.8		89.1

				男性X30代		110  		28.2		2.7		69.1

				男性X40代		110  		35.5		9.1		55.5

				男性X50代		110  		45.5		11.8		42.7

				男性X60代		110  		31.8		40.0		28.2

				女性X20代		110  		15.5		-		84.5

				女性X30代		110  		41.8		1.8		56.4

				女性X40代		110  		51.8		7.3		40.9

				女性X50代		110  		45.5		13.6		40.9

				女性X60代		110  		27.3		47.3		25.5

		Q3　あなたの職業をお知らせください。(SA)

						n=		会社勤務（一般社員）		会社勤務（管理職）		会社経営（経営者・役員）		公務員・教職員･非営利団体職員		派遣社員・契約社員		自営業（商工サービス）		SOHO		農林漁業		専門職（弁護士・税理士等・医療関連）		パート・アルバイト		専業主婦・主夫		学生		無職		その他(具体的に入力してください)

		全体				1,100  		27.7		5.1		1.6		4.6		6.4		3.4		0.7		0.1		3.9		14.9		14.2		3.5		12.6		1.3

		性別×年代		男性X20代		110  		50.0		1.8		0.9		1.8		2.7		1.8		-		-		4.5		8.2		-		16.4		10.9		0.9

				男性X30代		110  		41.8		6.4		-		10.0		5.5		3.6		0.9		-		4.5		11.8		0.9		0.9		13.6		-

				男性X40代		110  		51.8		9.1		1.8		6.4		4.5		6.4		-		-		1.8		4.5		-		-		12.7		0.9

				男性X50代		110  		29.1		20.0		7.3		11.8		2.7		4.5		0.9		-		5.5		3.6		1.8		0.9		8.2		3.6

				男性X60代		110  		10.9		8.2		0.9		4.5		17.3		9.1		0.9		-		2.7		9.1		0.9		-		35.5		-

				女性X20代		110  		36.4		-		-		4.5		1.8		1.8		1.8		-		5.5		16.4		7.3		15.5		8.2		0.9

				女性X30代		110  		25.5		-		1.8		4.5		5.5		2.7		1.8		-		4.5		26.4		18.2		0.9		7.3		0.9

				女性X40代		110  		16.4		2.7		-		-		10.0		0.9		-		0.9		1.8		25.5		31.8		-		9.1		0.9

				女性X50代		110  		11.8		2.7		-		1.8		10.0		1.8		0.9		-		5.5		26.4		27.3		-		9.1		2.7

				女性X60代		110  		3.6		-		3.6		0.9		3.6		0.9		-		-		2.7		17.3		53.6		-		11.8		1.8

		Q4　この1週間で、どのくらい外出しましたか？(SA)

						n=		7日		6日		5日		4日		3日		2日		1日		外出していない

		全体				1,100  		24.8		12.0		14.8		8.9		12.8		11.8		7.4		7.5

		性別×年代		男性X20代		110  		23.6		15.5		17.3		9.1		8.2		12.7		7.3		6.4

				男性X30代		110  		32.7		10.0		17.3		5.5		10.0		10.9		4.5		9.1

				男性X40代		110  		30.9		15.5		11.8		5.5		9.1		10.9		6.4		10.0

				男性X50代		110  		30.9		8.2		17.3		3.6		9.1		14.5		7.3		9.1

				男性X60代		110  		27.3		10.9		10.9		13.6		8.2		13.6		8.2		7.3

				女性X20代		110  		12.7		11.8		20.9		11.8		20.0		10.9		7.3		4.5

				女性X30代		110  		25.5		10.9		13.6		6.4		11.8		10.9		9.1		11.8

				女性X40代		110  		23.6		13.6		10.0		11.8		16.4		13.6		7.3		3.6

				女性X50代		110  		17.3		11.8		16.4		10.9		18.2		10.0		10.0		5.5

				女性X60代		110  		23.6		11.8		12.7		10.9		17.3		10.0		6.4		7.3

		Q5　この1週間で、趣味や娯楽、息抜きなど、あなたにとっての「楽しみ」に使った金額をお知らせください。(SA)

						n=		なし		1000円未満		～2000円未満		～5000円未満		～1万円未満		～3万円未満		～5万円未満		～5万円以上

		全体				1,100  		30.8		14.3		13.0		17.9		13.4		6.2		1.3		3.2

		性別×年代		男性X20代		110  		24.5		11.8		16.4		19.1		15.5		7.3		-		5.5

				男性X30代		110  		29.1		12.7		9.1		20.9		18.2		3.6		3.6		2.7

				男性X40代		110  		27.3		10.0		17.3		16.4		12.7		11.8		0.9		3.6

				男性X50代		110  		32.7		7.3		12.7		25.5		10.0		5.5		-		6.4

				男性X60代		110  		32.7		10.0		16.4		18.2		12.7		7.3		-		2.7

				女性X20代		110  		22.7		19.1		14.5		14.5		17.3		8.2		3.6		-

				女性X30代		110  		20.9		14.5		14.5		26.4		9.1		10.9		1.8		1.8

				女性X40代		110  		35.5		19.1		10.9		14.5		11.8		3.6		0.9		3.6

				女性X50代		110  		40.9		17.3		9.1		13.6		14.5		0.9		0.9		2.7

				女性X60代		110  		41.8		20.9		9.1		10.0		11.8		2.7		0.9		2.7

		Q7　家電量販店やアパレルショップ等で「リモート接客※」の導入を始めている企業もありますが、あなたはリモート接客を受けた経験がありますか。(SA)

						n=		経験あり		経験なし

		全体				1,100  		3.3		96.7

		性別×年代		男性X20代		110  		9.1		90.9

				男性X30代		110  		2.7		97.3

				男性X40代		110  		3.6		96.4

				男性X50代		110  		4.5		95.5

				男性X60代		110  		2.7		97.3

				女性X20代		110  		4.5		95.5

				女性X30代		110  		2.7		97.3

				女性X40代		110  		0.9		99.1

				女性X50代		110  		1.8		98.2

				女性X60代		110  		-		100.0

		Q8　あなたが今後利用してみたいと思う「リモート接客※」のサービスがあればあてはまるものをすべてお知らせください。(MA)

						n=		家電		本屋		家具・インテリア		車のディーラー		日本酒・ワインの専門店		住宅購入・賃貸		資産運用		化粧品		美容商品		ファッション		保険		医療		旅行手配		フィットネス		この中にあてはまるものはない

		全体				1,100  		8.7		6.2		4.6		4.5		3.7		3.7		9.9		5.0		4.3		6.9		9.8		15.5		10.8		6.1		58.0

		性別×年代		男性X20代		110  		13.6		11.8		6.4		9.1		6.4		8.2		15.5		1.8		4.5		10.9		14.5		10.9		13.6		7.3		48.2

				男性X30代		110  		7.3		9.1		3.6		2.7		6.4		5.5		11.8		1.8		2.7		6.4		6.4		11.8		8.2		6.4		59.1

				男性X40代		110  		8.2		2.7		1.8		6.4		2.7		2.7		11.8		-		-		3.6		9.1		10.9		4.5		5.5		66.4

				男性X50代		110  		8.2		3.6		4.5		7.3		1.8		1.8		6.4		1.8		0.9		1.8		8.2		15.5		5.5		1.8		68.2

				男性X60代		110  		6.4		4.5		1.8		3.6		5.5		-		9.1		-		0.9		1.8		7.3		18.2		8.2		1.8		57.3

				女性X20代		110  		14.5		10.0		10.0		4.5		7.3		8.2		11.8		16.4		15.5		17.3		13.6		17.3		17.3		10.0		41.8

				女性X30代		110  		8.2		3.6		6.4		5.5		3.6		4.5		8.2		12.7		9.1		10.9		10.0		13.6		15.5		9.1		56.4

				女性X40代		110  		11.8		3.6		4.5		2.7		0.9		3.6		7.3		6.4		4.5		8.2		13.6		18.2		13.6		9.1		58.2

				女性X50代		110  		5.5		5.5		1.8		1.8		2.7		2.7		12.7		3.6		3.6		3.6		9.1		21.8		15.5		7.3		57.3

				女性X60代		110  		3.6		7.3		5.5		0.9		-		-		4.5		5.5		0.9		4.5		6.4		16.4		6.4		2.7		67.3





Ｎ表

		GROUP　グループ（SA）

						該当数		男性・15歳以上		男性・20代		男性・30代		男性・40代		男性・50代		男性・60代		男性・70歳以上		女性・15歳以上		女性・20代		女性・30代		女性・40代		女性・50代		女性・60代		女性・70歳以上

		全　体				1100		0		110		110		110		110		110		0		0		110		110		110		110		110		0

		性別×年代		男性X２０代		110		0		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				男性X３０代		110		0		0		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				男性X４０代		110		0		0		0		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				男性X５０代		110		0		0		0		0		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				男性X６０代		110		0		0		0		0		0		110		0		0		0		0		0		0		0		0

				女性X２０代		110		0		0		0		0		0		0		0		0		110		0		0		0		0		0

				女性X３０代		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		110		0		0		0		0

				女性X４０代		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		110		0		0		0

				女性X５０代		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		110		0		0

				女性X６０代		110		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		110		0

		SC1　性別（SA）

						該当数		男性		女性

		全　体				1100		550		550

		性別×年代		男性X２０代		110		110		0

				男性X３０代		110		110		0

				男性X４０代		110		110		0

				男性X５０代		110		110		0

				男性X６０代		110		110		0

				女性X２０代		110		0		110

				女性X３０代		110		0		110

				女性X４０代		110		0		110

				女性X５０代		110		0		110

				女性X６０代		110		0		110

		SC2_1　年齢（NU）

						該当数		最小値		最大値		平均値		標準偏差

		全　体				1100		20		69		44.58		13.89

		性別×年代		男性X２０代		110		20		29		25.28		2.82

				男性X３０代		110		30		39		34.79		2.94

				男性X４０代		110		40		49		44.84		3.02

				男性X５０代		110		50		59		54.15		2.67

				男性X６０代		110		60		69		63.65		2.92

				女性X２０代		110		20		29		25.66		2.93

				女性X３０代		110		30		39		34.41		3.03

				女性X４０代		110		40		49		45.12		2.90

				女性X５０代		110		50		59		54.23		2.91

				女性X６０代		110		60		69		63.70		2.85

		SC2AC　年代別（SA）

						該当数		１５歳以上		２０代		３０代		４０代		５０代		６０代		７０歳以上

		全　体				1100		0		220		220		220		220		220		0

		性別×年代		男性X２０代		110		0		110		0		0		0		0		0

				男性X３０代		110		0		0		110		0		0		0		0

				男性X４０代		110		0		0		0		110		0		0		0

				男性X５０代		110		0		0		0		0		110		0		0

				男性X６０代		110		0		0		0		0		0		110		0

				女性X２０代		110		0		110		0		0		0		0		0

				女性X３０代		110		0		0		110		0		0		0		0

				女性X４０代		110		0		0		0		110		0		0		0

				女性X５０代		110		0		0		0		0		110		0		0

				女性X６０代		110		0		0		0		0		0		110		0

		SC3　居住地（SA）

						該当数		北海道		青森県		岩手県		宮城県		秋田県		山形県		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		埼玉県		千葉県		東京都		神奈川県		新潟県		富山県		石川県		福井県		山梨県		長野県		岐阜県		静岡県		愛知県		三重県		滋賀県		京都府		大阪府		兵庫県		奈良県		和歌山県		鳥取県		島根県		岡山県		広島県		山口県		徳島県		香川県		愛媛県		高知県		福岡県		佐賀県		長崎県		熊本県		大分県		宮崎県		鹿児島県		沖縄県

		全　体				1100		57		10		12		23		5		6		11		18		14		10		63		49		153		102		20		7		7		2		5		14		16		33		86		14		10		23		80		61		9		12		8		3		20		23		12		7		11		10		2		35		3		9		5		3		4		4		9

		性別×年代		男性X２０代		110		3		0		2		3		1		0		1		1		4		0		5		4		17		11		3		2		2		0		0		1		2		3		13		1		4		2		4		4		0		0		2		0		1		2		2		0		3		0		0		5		0		1		0		0		1		0		0

				男性X３０代		110		5		3		1		1		0		0		1		2		1		0		8		6		16		6		4		0		1		1		0		0		2		1		12		0		0		0		5		7		2		1		1		0		4		3		3		0		1		3		0		5		0		0		1		0		1		1		1

				男性X４０代		110		2		3		1		3		0		0		1		1		2		1		8		7		15		12		1		0		1		0		0		3		1		2		8		1		0		2		7		8		1		1		1		0		6		1		1		0		3		1		0		2		1		1		1		0		0		0		0

				男性X５０代		110		6		1		0		3		2		1		2		3		0		1		4		3		17		11		2		1		2		0		0		1		2		9		12		1		1		5		6		4		0		0		0		0		1		3		2		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		1		1

				男性X６０代		110		6		0		3		0		0		0		0		2		1		1		8		7		12		15		3		1		0		0		0		1		0		1		9		2		0		3		13		3		2		3		0		1		2		1		1		0		0		1		1		3		0		1		1		1		1		0		0

				女性X２０代		110		7		0		0		6		0		2		3		1		0		2		6		1		15		9		2		0		0		0		1		1		3		3		6		2		1		5		11		3		1		2		2		0		2		2		2		1		1		0		1		2		1		2		0		0		0		1		0

				女性X３０代		110		10		1		1		3		0		0		1		0		1		0		6		6		16		16		2		1		0		0		2		1		3		6		5		0		0		1		5		5		0		0		0		0		3		2		0		2		0		2		0		4		1		0		0		1		1		0		2

				女性X４０代		110		5		1		0		0		1		2		1		3		1		2		6		5		11		6		1		1		1		1		0		4		2		3		4		1		0		2		13		9		1		2		0		1		0		3		0		1		2		2		0		5		0		1		1		1		0		1		3

				女性X５０代		110		8		1		2		2		1		1		1		3		1		2		5		7		15		7		0		1		0		0		0		1		1		2		9		2		3		0		8		10		2		1		0		1		0		2		1		1		0		0		0		4		0		3		1		0		0		0		1

				女性X６０代		110		5		0		2		2		0		0		0		2		3		1		7		3		19		9		2		0		0		0		2		1		0		3		8		4		1		3		8		8		0		2		2		0		1		4		0		2		1		1		0		3		0		0		0		0		0		0		1

		Q1　あなたは結婚していらっしゃいますか。（SA）

						該当数		未婚		既婚（離別・死別含む）

		全　体				1100		453		647

		性別×年代		男性X２０代		110		94		16

				男性X３０代		110		70		40

				男性X４０代		110		49		61

				男性X５０代		110		26		84

				男性X６０代		110		19		91

				女性X２０代		110		85		25

				女性X３０代		110		43		67

				女性X４０代		110		29		81

				女性X５０代		110		28		82

				女性X６０代		110		10		100

		Q2　あなたにはお子さまがいらっしゃいますか。（SA）

						該当数		同居している子どもがいる		同居はしていないが、子どもがいる		子どもはいない

		全　体				1100		365		149		586

		性別×年代		男性X２０代		110		10		2		98

				男性X３０代		110		31		3		76

				男性X４０代		110		39		10		61

				男性X５０代		110		50		13		47

				男性X６０代		110		35		44		31

				女性X２０代		110		17		0		93

				女性X３０代		110		46		2		62

				女性X４０代		110		57		8		45

				女性X５０代		110		50		15		45

				女性X６０代		110		30		52		28

		Q3　あなたの職業をお知らせください。（SA）

						該当数		会社勤務（一般社員）		会社勤務（管理職）		会社経営（経営者・役員）		公務員・教職員･非営利団体職員		派遣社員・契約社員		自営業（商工サービス）		SOHO		農林漁業		専門職（弁護士・税理士等・医療関連）		パート・アルバイト		専業主婦・主夫		学生		無職		その他(具体的に入力してください)

		全　体				1100		305		56		18		51		70		37		8		1		43		164		156		38		139		14

		性別×年代		男性X２０代		110		55		2		1		2		3		2		0		0		5		9		0		18		12		1

				男性X３０代		110		46		7		0		11		6		4		1		0		5		13		1		1		15		0

				男性X４０代		110		57		10		2		7		5		7		0		0		2		5		0		0		14		1

				男性X５０代		110		32		22		8		13		3		5		1		0		6		4		2		1		9		4

				男性X６０代		110		12		9		1		5		19		10		1		0		3		10		1		0		39		0

				女性X２０代		110		40		0		0		5		2		2		2		0		6		18		8		17		9		1

				女性X３０代		110		28		0		2		5		6		3		2		0		5		29		20		1		8		1

				女性X４０代		110		18		3		0		0		11		1		0		1		2		28		35		0		10		1

				女性X５０代		110		13		3		0		2		11		2		1		0		6		29		30		0		10		3

				女性X６０代		110		4		0		4		1		4		1		0		0		3		19		59		0		13		2

		Q4　この1週間で、どのくらい外出しましたか？（SA）

						該当数		7日		6日		5日		4日		3日		2日		1日		外出していない

		全　体				1100		273		132		163		98		141		130		81		82

		性別×年代		男性X２０代		110		26		17		19		10		9		14		8		7

				男性X３０代		110		36		11		19		6		11		12		5		10

				男性X４０代		110		34		17		13		6		10		12		7		11

				男性X５０代		110		34		9		19		4		10		16		8		10

				男性X６０代		110		30		12		12		15		9		15		9		8

				女性X２０代		110		14		13		23		13		22		12		8		5

				女性X３０代		110		28		12		15		7		13		12		10		13

				女性X４０代		110		26		15		11		13		18		15		8		4

				女性X５０代		110		19		13		18		12		20		11		11		6

				女性X６０代		110		26		13		14		12		19		11		7		8

		Q5　この１週間で、趣味や娯楽、息抜きなど、あなたにとっての「楽しみ」に使った金額をお知らせください。（SA）

						該当数		なし		1000円未満		～2000円未満		～5000円未満		～1万円未満		～3万円未満		～5万円未満		～5万円以上

		全　体				1100		339		157		143		197		147		68		14		35

		性別×年代		男性X２０代		110		27		13		18		21		17		8		0		6

				男性X３０代		110		32		14		10		23		20		4		4		3

				男性X４０代		110		30		11		19		18		14		13		1		4

				男性X５０代		110		36		8		14		28		11		6		0		7

				男性X６０代		110		36		11		18		20		14		8		0		3

				女性X２０代		110		25		21		16		16		19		9		4		0

				女性X３０代		110		23		16		16		29		10		12		2		2

				女性X４０代		110		39		21		12		16		13		4		1		4

				女性X５０代		110		45		19		10		15		16		1		1		3

				女性X６０代		110		46		23		10		11		13		3		1		3

		Q7　家電量販店やアパレルショップ等で「リモート接客※」の導入を始めている企業もありますが、あなたはリモート接客を受けた経験がありますか。（SA）

						該当数		経験あり		経験なし

		全　体				1100		36		1064

		性別×年代		男性X２０代		110		10		100

				男性X３０代		110		3		107

				男性X４０代		110		4		106

				男性X５０代		110		5		105

				男性X６０代		110		3		107

				女性X２０代		110		5		105

				女性X３０代		110		3		107

				女性X４０代		110		1		109

				女性X５０代		110		2		108

				女性X６０代		110		0		110

		Q8　あなたが今後利用してみたいと思う「リモート接客※」のサービスがあればあてはまるものをすべてお知らせください。（MA）

						該当数		家電		本屋		家具・インテリア		車のディーラー		日本酒・ワインの専門店		住宅購入・賃貸		資産運用		化粧品		美容商品		ファッション		保険		医療		旅行手配		フィットネス		この中にあてはまるものはない

		全　体				1100		96		68		51		49		41		41		109		55		47		76		108		170		119		67		638

		性別×年代		男性X２０代		110		15		13		7		10		7		9		17		2		5		12		16		12		15		8		53

				男性X３０代		110		8		10		4		3		7		6		13		2		3		7		7		13		9		7		65

				男性X４０代		110		9		3		2		7		3		3		13		0		0		4		10		12		5		6		73

				男性X５０代		110		9		4		5		8		2		2		7		2		1		2		9		17		6		2		75

				男性X６０代		110		7		5		2		4		6		0		10		0		1		2		8		20		9		2		63

				女性X２０代		110		16		11		11		5		8		9		13		18		17		19		15		19		19		11		46

				女性X３０代		110		9		4		7		6		4		5		9		14		10		12		11		15		17		10		62

				女性X４０代		110		13		4		5		3		1		4		8		7		5		9		15		20		15		10		64

				女性X５０代		110		6		6		2		2		3		3		14		4		4		4		10		24		17		8		63

				女性X６０代		110		4		8		6		1		0		0		5		6		1		5		7		18		7		3		74



< &A >


- &P -	




Q7

				ベース		n=1,100

				タイトル		「リモート接客※」のリモート

				質問文		Q7　家電量販店やアパレルショップ等で「リモート接客※」の導入を始めている企業もありますが、あなたはリモート接客を受けた経験がありますか。(SA)







												経験あり		経験なし



										n=

								全体 ゼンタイ		1,100  

								男性X20代		110  

								男性X30代		110  

								男性X40代		110  

								男性X50代		110  

								男性X60代		110  

								女性X20代		110  

								女性X30代		110  

								女性X40代		110  

								女性X50代		110  

								女性X60代		110  







										n=		経験あり		経験なし

												1		1		1

										1,100  		3.3		96.7				1

								男性X20代		110  		9.1		90.9				2

								男性X30代		110  		2.7		97.3				3

								男性X40代		110  		3.6		96.4				4

								男性X50代		110  		4.5		95.5				5

								男性X60代		110  		2.7		97.3				6

								女性X20代		110  		4.5		95.5				7

								女性X30代		110  		2.7		97.3				8

								女性X40代		110  		0.9		99.1				9

								女性X50代		110  		1.8		98.2				10

								女性X60代		110  		-		100.0				11



												1		2



経験あり	

1	3.2727272727272729	9.0909090909090917	2.7272727272727271	3.6363636363636362	4.5454545454545459	2.7272727272727271	4.5454545454545459	2.7272727272727271	0.90909090909090906	1.8181818181818181	0	経験なし	























1	96.727272727272734	90.909090909090907	97.272727272727266	96.36363636363636	95.454545454545453	97.272727272727266	95.454545454545453	97.272727272727266	99.090909090909093	98.181818181818187	100	



Q7 (2)

				ベース		n=1,100

				タイトル		「リモート接客※」のリモート

				質問文		Q7　家電量販店やアパレルショップ等で「リモート接客※」の導入を始めている企業もありますが、あなたはリモート接客を受けた経験がありますか。(SA)















































								(n=1,100)



												n=		経験あり		経験なし

								全体				1,100  		3.3		96.7				1

								性別		男性		550  		4.5		95.5				2

										女性		550  		2.0		98.0				3



														1		2





経験なし
96.7%



経験あり	経験なし	3.2727272727272729	96.727272727272734	



Q8

				ベース		n=1,100

				タイトル		「リモート接客※」のサービス利用意向

				質問文		Q8　あなたが今後利用してみたいと思う「リモート接客※」のサービスがあればあてはまるものをすべてお知らせください。(MA)







												n=		医療		旅行手配		資産運用		保険		家電		ファッション		本屋		フィットネス		化粧品		家具・インテリア		車のディーラー		美容商品		日本酒・ワインの専門店		住宅購入・賃貸		この中にあてはまるものはない



								全体				1,100  		15.5		10.8		9.9		9.8		8.7		6.9		6.2		6.1		5.0		4.6		4.5		4.3		3.7		3.7		58.0				1

								性別×年代		男性X20代		110  		10.9		13.6		15.5		14.5		13.6		10.9		11.8		7.3		1.8		6.4		9.1		4.5		6.4		8.2		48.2				2

										男性X30代		110  		11.8		8.2		11.8		6.4		7.3		6.4		9.1		6.4		1.8		3.6		2.7		2.7		6.4		5.5		59.1				3

										男性X40代		110  		10.9		4.5		11.8		9.1		8.2		3.6		2.7		5.5		-		1.8		6.4		-		2.7		2.7		66.4				4

										男性X50代		110  		15.5		5.5		6.4		8.2		8.2		1.8		3.6		1.8		1.8		4.5		7.3		0.9		1.8		1.8		68.2				5

										男性X60代		110  		18.2		8.2		9.1		7.3		6.4		1.8		4.5		1.8		-		1.8		3.6		0.9		5.5		-		57.3				6

										女性X20代		110  		17.3		17.3		11.8		13.6		14.5		17.3		10.0		10.0		16.4		10.0		4.5		15.5		7.3		8.2		41.8				7

										女性X30代		110  		13.6		15.5		8.2		10.0		8.2		10.9		3.6		9.1		12.7		6.4		5.5		9.1		3.6		4.5		56.4				8

										女性X40代		110  		18.2		13.6		7.3		13.6		11.8		8.2		3.6		9.1		6.4		4.5		2.7		4.5		0.9		3.6		58.2				9

										女性X50代		110  		21.8		15.5		12.7		9.1		5.5		3.6		5.5		7.3		3.6		1.8		1.8		3.6		2.7		2.7		57.3				10

										女性X60代		110  		16.4		6.4		4.5		6.4		3.6		4.5		7.3		2.7		5.5		5.5		0.9		0.9		-		-		67.3				11

																																												※全体の値を基準に降順並び替え

														12		13		7		11		1		10		2		14		8		3		4		9		5		6		15



15.454545454545455	10.818181818181818	9.9090909090909083	9.8181818181818183	8.7272727272727266	6.9090909090909092	6.1818181818181817	6.0909090909090908	5	4.6363636363636367	4.4545454545454541	4.2727272727272725	3.7272727272727271	3.7272727272727271	58	



Q8 (性年代別)

				ベース		n=1,100

				タイトル		「リモート接客※」のサービス利用意向

				質問文		Q8　あなたが今後利用してみたいと思う「リモート接客※」のサービスがあればあてはまるものをすべてお知らせください。(MA)







												n=		医療		旅行手配		資産運用		保険		家電		ファッション		本屋		フィットネス		化粧品		家具・インテリア		車のディーラー		美容商品		日本酒・ワインの専門店		住宅購入・賃貸		この中にあてはまるものはない
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【会社概要】 
  会社名  ： 株式会社クロス・マーケティング  http://www.cross-m.co.jp/ 
  所在地  ： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F 
  設立    ： 2003年4月1日 
  代表者   ： 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹 
  事業内容 ： マーケティングリサーチ事業 
 
◆本件に関する報道関係からのお問い合わせ先◆ 
広報担当 ： マーケティング部 TEL ： 03-6859-1192  FAX ： 03-6859-2275 
E-mail ： pr-cm@cross-m.co.jp   
≪引用・転載時のクレジット表記のお願い≫ 
本リリースの引用・転載時には、必ず当社クレジットを明記いただけますようお願い申し上げます。 
＜例＞ 「マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査によると・・・」 

調査手法  ： インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用） 
調査地域  ： 全国47都道府県 
調査対象  ： 20～69歳の男女 
調査期間  ： 2020年8月18日（火） 
有効回答数 ： 本調査1,100サンプル                  ※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります 

■調査概要 

■調査項目 

□リモート接客を受けた経験 
□今後利用してみたいリモート接客のサービス種類 

◆クロス集計表のダウンロードはこちらへ ⇒ https://www.cross-m.co.jp/report/life/20200820service/  

＜図3＞ 今後利用してみたいと思う「リモート接客」のサービス種類（複数回答） 
 

□属性設問 
□直近1週間の外出頻度 
□直近1週間で自分の「楽しみ」のために使った金額 

医
療 

旅
行
手
配 

資
産
運
用 

保
険 

家
電 

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン 

本
屋 

フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス 

化
粧
品 

家
具
・
イ
ン
テ
リ
ア 

車
の
デ
ィ
ー
ラ
ー 

美
容
商
品 

日
本
酒
・
ワ
イ
ン
の
専
門
店 

住
宅
購
入
・
賃
貸 

● 

女性50代で高い 

男性20代で高い 特にファッション・美容関連項目が高い 
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