
 

 

 
 

1 

ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

 

2010 年 1 月 29 日 

報道関係者 各位 

ソニー損害保険株式会社 

 

～ソニー損保、「新成人のカーライフ意識調査」～ 

    

新成人新成人新成人新成人ののののカーライフカーライフカーライフカーライフ、、、、都市部都市部都市部都市部とととと地方地方地方地方のののの差差差差はははは歴然歴然歴然歴然、「、「、「、「車離車離車離車離れれれれ」」」」地方地方地方地方はははは関係関係関係関係なしなしなしなし？？？？    

    

新成人新成人新成人新成人男性男性男性男性がががが欲欲欲欲しいしいしいしい車車車車    1111 位位位位「「「「BMWBMWBMWBMW」」」」2222 位位位位「「「「プリウスプリウスプリウスプリウス」」」」    

新成人女性新成人女性新成人女性新成人女性がががが欲欲欲欲しいしいしいしい車車車車    1111 位位位位「「「「マーチマーチマーチマーチ」」」」2222 位位位位「「「「キューブキューブキューブキューブ」」」」    

    

新成人同士新成人同士新成人同士新成人同士、、、、一緒一緒一緒一緒ににににドライブドライブドライブドライブにににに行行行行きたいきたいきたいきたい    1111 位位位位「「「「南南南南    明奈明奈明奈明奈」」」」さんさんさんさん    

    
「保険料は走る分だけの自動車保険」でおなじみのソニー損害保険株式会社（URL：

http://www.sonysonpo.co.jp/ 本社：東京都大田区蒲田 5-37-1 アロマスクエア 11F、代表

取締役社長 山本真一）は、2010 年 1 月 14 日～1月 18 日の 5日間、新成人（1989 年 4 月 2

日～1990 年 4 月 1 日生まれの男性 435 名、女性 565 名）に対し、「新成人のカーライフ意識

調査」をインターネットリサーチで実施し、1,000 名の有効回答を得ました。 

 

    

 

◆◆◆◆    新成人新成人新成人新成人のののの自動車免許取得率自動車免許取得率自動車免許取得率自動車免許取得率    男性男性男性男性 59.359.359.359.3%%%%女性女性女性女性 46.246.246.246.2%%%%    

◆◆◆◆    「「「「若年層若年層若年層若年層のののの車離車離車離車離れれれれ」」」」地方地方地方地方はははは関係関係関係関係なしなしなしなし？？？？    

◆◆◆◆    あなたにとってあなたにとってあなたにとってあなたにとって車車車車とはとはとはとは？？？？    

新成人（1989 年 4 月 2 日～1990 年 4 月 1 日生まれ）1,000 名に、現在の自動車免許取得状況

を聞いたところ、「自動車免許を持っている」は 51.9%と、新成人の約半数が自動車免許を持っ

ていることがわかりました。（図 1） 

 

男女別にみると、男性 59.3%、女性 46.2%で男性のほうが免許取得率は高く、特に「地方」(※)

に住む男性では、61.7%となっています。また「都市部」（※）に住む女性では、免許取得率は

30.9%と最も低く、反対に「取得する予定はない」は 25.2%と、4人に 1人は運転免許を取らない

ようです。 

 

※市・区における人口ランキングの上位（1 位～8 位）の北海道（札幌市）、東京都（23 区）、

神奈川県（横浜市）、愛知県（名古屋市）、京都府（京都市）、大阪府（大阪市）、兵庫県（神戸市）、

福岡県（福岡市）を「都市部」とし、それ以外を「地方」とした。 

 

運転免許を持っている 519 名に、車の所有の有無を聞いたところ、「自分の車がある」21.0%、

「自分の車も家族と共用の車もある」2.9%と、合計 23.9%が自分の車を所有していました。（図 2） 

 

居住地別にみると、「地方」に住む人のほうが自分の車の所有率は高く、「都市部」に住む人

は 13.2%であるのに対し、「地方」に住む人は 26.2%と 13.0 ポイント高い結果となりました。特

に男性については、「都市部」に住む人が 11.3%、「地方」に住む人が 29.2%と、17.9 ポイントの

差が見られました。 

アンケート総括 



 

 

 
 

2 

ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

運転免許取得者で、自分の車を持っていない 395 名に、今後、自分の車（バイクを除く）を

購入したいと思うか聞いたところ、「購入予定がすでにある」8.1%、「購入予定はないが、いずれ

購入したい」65.1%と、合計 73.2%が車の購入を考えているようでした。（図 3） 

 

居住地別にみると、「地方」に住む人のほうが車を購入したいと考えているようで、特に男性

は、「都市部」に住む人は購入予定 6割強（61.7%）となっているのに対し、「地方」に住む人は

購入予定 8割強（82.1%）という大きな地域差が見られました。 

一方、車を購入しないと回答した人の割合は「都市部」（20.3%）が「地方」（10.1%）に比べ

て高くなっていました。 

これらのことから、新成人においては、いわゆる「若年層の車離れ」は地方ではそれほど見

られず、都市部に限ったものかもしれません。 

 

全回答者 1,000 名に、あなたにとっての車（バイクを除く）はどのような価値があるか、一

番近いものを 1 つだけ聞いたところ、6 割が「単なる移動手段としての道具」と回答しました。

次に多かったのは「家族･友人･恋人などとの時間に楽しみをもたらすもの」20.6%、「運転するこ

とそのものを楽しむもの」16.6%となりました。（図 4） 

「運転することそのものを楽しむもの」、「家族･友人･恋人などとの時間に楽しみをもたらす

もの」の合計をみてみると、男性で 44.2%、女性で 31.9%となっており、女性よりも男性のほう

が車を「楽しみをもたらすもの」としてとらえていることがわかりました。 

また、自分の車がある 124 名では、「運転することそのものを楽しむもの」、「家族･友人･恋人

などとの時間に楽しみをもたらすもの」の合計は 45.1%となっており、車や免許を持っていない

人よりも高くなっています。特に「運転することそのものを楽しむもの」が 28.2%と、約 3割が

運転する楽しみを価値と考えているようです。 

 

◆◆◆◆    「「「「買買買買うならうならうならうなら新車新車新車新車」」」」    3333 人人人人にににに 1111 人人人人    

◆◆◆◆    車車車車のののの購入費用購入費用購入費用購入費用    「「「「全額全額全額全額現金現金現金現金」」」」3333 割弱割弱割弱割弱    

◆◆◆◆    車車車車のののの購入費用購入費用購入費用購入費用    「「「「親親親親にににに出出出出してもらしてもらしてもらしてもらうううう」」」」4444 割割割割強強強強    

    自分自分自分自分のののの車車車車があるがあるがあるがある新成人新成人新成人新成人「「「「親親親親にににに全額出全額出全額出全額出してもらったしてもらったしてもらったしてもらった」」」」4444 人人人人にににに 1111 人人人人    

免許取得者/取得予定者 876 名に、車を購入するなら、「新車」「中古車」のどちらを考えてい

るか聞いたところ、「新車」32.6%、「中古車」30.3%、「わからない」27.6%となりました。 

職種別にみると、学生では「新車」（34.5%）が、学生以外では「中古車」（40.5%）が高く、

学生と学生以外では考えが分かれました。（図 5） 

 

車を購入する予定はないと回答した人以外の 793 名に、購入費用はどうする予定か/どうした

かを聞いたところ、約 6割が「現金+ローン」と回答し、「全額現金」27.9%、「全額ローン」13.6%

となりました。（図 6） 

 

また同様に、親などに購入費用を出してもらう予定か/出してもらったかの問いに対しては、

「出してもらわない」が 56.0%と最も高く、「一部出してもらう予定/出してもらった」が 36.8%、

「全額出してもらう予定/出してもらった」が 7.2%となり、自分で車を購入しようという意識が

うかがえました。しかし、「自分の車がある」123 名をみてみると、「全額出してもらった」26.0%

となっており、4人に 1人が全額出してもらっていることがわかりました。（図 7） 

 

親などに購入費用を出してもらう予定/出してもらった人にその金額を聞いたところ、「50 万

円未満」が半数以上の 55.3%、「50 万円-100 万円未満」27.2%、「100 万円-150 万円未満」14.6%、

「150 万円以上」は 5.2%となりました。（図 8） 

職業別にみると、学生では「50 万円未満」52.4%、「50 万円以上」47.6%、学生以外では「50

万円未満」68.9%、「50 万円以上」31.1%となっていました。 
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

    
◆◆◆◆    新成人新成人新成人新成人男性男性男性男性がががが欲欲欲欲しいしいしいしい車車車車    1111 位位位位「「「「BMWBMWBMWBMW」」」」2222 位位位位「「「「プリウスプリウスプリウスプリウス」」」」    
◆◆◆◆    新成人女性新成人女性新成人女性新成人女性がががが欲欲欲欲しいしいしいしい車車車車    1111 位位位位「「「「マーチマーチマーチマーチ」」」」2222 位位位位「「「「キューブキューブキューブキューブ」」」」    

車を購入する予定はないと回答した人以外の 793 名に、購入するならどの車がよいか聞いた

ところ、1位「キューブ」27.6%、2 位「マーチ」22.8%、3 位「BMW」19.9%となりました。（図 9） 

 

男女別にみると、男性では 1 位「BMW」27.0%、2 位「プリウス」24.0%、3 位「キューブ」21.0%、

女性では「マーチ」33.7%、「キューブ」33.3%、「パッソ」31.6%がトップ 3となり、女性の国産

小型車人気がうかがえました。 

 

◆◆◆◆    親親親親からのからのからのからの成人式成人式成人式成人式のおのおのおのお祝祝祝祝いいいい    「「「「もらっていないもらっていないもらっていないもらっていない////もらうもらうもらうもらう予定予定予定予定はないはないはないはない」」」」4444 割割割割強強強強    

◆◆◆◆    新成人同士新成人同士新成人同士新成人同士、、、、一緒一緒一緒一緒ににににドライブドライブドライブドライブにににに行行行行きたいきたいきたいきたい    1111 位位位位「「「「南明奈南明奈南明奈南明奈さんさんさんさん」」」」    

成人のお祝いに親からもらったものを複数回答で聞いたところ、「親からはお祝いをもらって

いない/もらう予定はない」が 42.3%でトップとなり、成人のお祝いはもらっていない人が多い

ようです。次に多かったのは「現金」で 31.4%。男性では「スーツ」24.4%、女性では「着物（和

服）」19.3%が続き、成人式にも使えるものをもらう人も多かったようです。（図 10） 

 

同じ新成人（同じ学齢:1989 年 4 月 2 日～1990 年 4 月 1 日生まれ）の有名人の中で、一緒に

ドライブに行きたい人を複数回答で聞いたところ、1位はアッキーナこと「南明奈さん【タレン

ト】」31.6%、2 位は 2010 年期待の俳優「岡田将生さん【俳優】」26.2%、3 位は「溝端淳平さん【俳

優】」23.0%となりました。1 位の「南明奈さん【タレント】」は、女性でも 3 位（23.9%）に入っ

ており、男女ともに人気があるようです。（図 11） 
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

（図 1） 

◆◆◆◆普通自動車運転免許普通自動車運転免許普通自動車運転免許普通自動車運転免許をををを持持持持っているかっているかっているかっているか
　　　　※※※※単一回答形式単一回答形式単一回答形式単一回答形式

61.7%61.7%61.7%61.7%

30.9%30.9%30.9%30.9%

50.5%50.5%50.5%50.5%

4.1%4.1%4.1%4.1%

5.0%5.0%5.0%5.0%

12.8%12.8%12.8%12.8%

9.7%9.7%9.7%9.7%

13.6%13.6%13.6%13.6%

10.2%10.2%10.2%10.2%

12.2%12.2%12.2%12.2%

9.3%9.3%9.3%9.3%

5.8%5.8%5.8%5.8%

4.1%4.1%4.1%4.1%

17.2%17.2%17.2%17.2%

18.4%18.4%18.4%18.4%

23.6%23.6%23.6%23.6%

19.7%19.7%19.7%19.7%

18.1%18.1%18.1%18.1%

10.7%10.7%10.7%10.7%

9.7%9.7%9.7%9.7%

9.0%9.0%9.0%9.0%

25.2%25.2%25.2%25.2%

12.0%12.0%12.0%12.0%

51.5%51.5%51.5%51.5%

59.3%59.3%59.3%59.3%

46.2%46.2%46.2%46.2%

40.3%40.3%40.3%40.3%

55.3%55.3%55.3%55.3%

51.9%51.9%51.9%51.9%

2.7%2.7%2.7%2.7%

3.7%3.7%3.7%3.7%

1.0%1.0%1.0%1.0%

4.8%4.8%4.8%4.8%

2.7%2.7%2.7%2.7%

2.3%2.3%2.3%2.3%

4.0%4.0%4.0%4.0%

11.0%11.0%11.0%11.0%

10.4%10.4%10.4%10.4%

9.9%9.9%9.9%9.9%

3.6%3.6%3.6%3.6%

2.4%2.4%2.4%2.4%

3.1%3.1%3.1%3.1%

3.5%3.5%3.5%3.5%

3.2%3.2%3.2%3.2%

3.7%3.7%3.7%3.7%

4.9%4.9%4.9%4.9%

13.9%13.9%13.9%13.9%

18.1%18.1%18.1%18.1%

14.9%14.9%14.9%14.9%

20.5%20.5%20.5%20.5%

21.2%21.2%21.2%21.2%

12.4%12.4%12.4%12.4%

9.2%9.2%9.2%9.2%

14.9%14.9%14.9%14.9%

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60% 80%80%80%80% 100%100%100%100%

全体 全体 全体 全体 【【【【nnnn====1000100010001000】】】】

男性 男性 男性 男性 【【【【nnnn====435435435435】】】】

女性 女性 女性 女性 【【【【nnnn====565565565565】】】】

都市部 都市部 都市部 都市部 【【【【nnnn====226226226226】】】】

地方 地方 地方 地方 【【【【nnnn====774774774774】】】】

男性男性男性男性：：：：都市部 都市部 都市部 都市部 【【【【nnnn====103103103103】】】】

男性男性男性男性：：：：地方 地方 地方 地方 【【【【nnnn====332332332332】】】】

女性女性女性女性：：：：都市部 都市部 都市部 都市部 【【【【nnnn====123123123123】】】】

女性女性女性女性：：：：地方 地方 地方 地方 【【【【nnnn====442442442442】】】】

普通自動車免許普通自動車免許普通自動車免許普通自動車免許をををを持持持持っているっているっているっている 現在現在現在現在、、、、教習所教習所教習所教習所へへへへ通通通通っているっているっているっている

まだまだまだまだ教習所教習所教習所教習所へへへへ通通通通ってないがってないがってないがってないが、、、、1111 年以内年以内年以内年以内にににに取得予定取得予定取得予定取得予定 まだまだまだまだ教習所教習所教習所教習所へへへへ通通通通ってないがってないがってないがってないが、、、、2222 年以内年以内年以内年以内にににに取得予定取得予定取得予定取得予定

時期時期時期時期はははは決決決決まっていないがまっていないがまっていないがまっていないが、、、、取得予定取得予定取得予定取得予定 取得取得取得取得するするするする 予定予定予定予定はないはないはないはない

 

（図 2） 

自分自分自分自分のののの車車車車をををを
所有所有所有所有（（（（計計計計））））

23 .923 .923 .923 .9

25 .625 .625 .625 .6

22 .222 .222 .222 .2

13 .213 .213 .213 .2

26 .226 .226 .226 .2

11 .311 .311 .311 .3

29 .229 .229 .229 .2

15 .815 .815 .815 .8

23 .323 .323 .323 .3

◆◆◆◆車車車車（（（（バイクバイクバイクバイクをををを除除除除くくくく））））をををを持持持持っているかっているかっているかっているか
　　　　※※※※単一回答形式単一回答形式単一回答形式単一回答形式

26.8%26.8%26.8%26.8%

15.8%15.8%15.8%15.8%

19.3%19.3%19.3%19.3%

54.1%54.1%54.1%54.1%

49.8%49.8%49.8%49.8%

57.9%57.9%57.9%57.9%

55.6%55.6%55.6%55.6%

1.1%1.1%1.1%1.1%

3.3%3.3%3.3%3.3%

1.9%1.9%1.9%1.9%

2.4%2.4%2.4%2.4%

4.0%4.0%4.0%4.0%

21.0%21.0%21.0%21.0%

26.4%26.4%26.4%26.4%

21.0%21.0%21.0%21.0%

26.3%26.3%26.3%26.3%

21.1%21.1%21.1%21.1%

21.0%21.0%21.0%21.0%

22.9%22.9%22.9%22.9%

12.1%12.1%12.1%12.1%

18.8%18.8%18.8%18.8%

23.3%23.3%23.3%23.3%

9.4%9.4%9.4%9.4%

52.8%52.8%52.8%52.8%

52.3%52.3%52.3%52.3%

60.4%60.4%60.4%60.4%

55.9%55.9%55.9%55.9%

62.3%62.3%62.3%62.3%

3.4%3.4%3.4%3.4%

2.9%2.9%2.9%2.9%

2.3%2.3%2.3%2.3%

26.4%26.4%26.4%26.4%

21.8%21.8%21.8%21.8%

22.1%22.1%22.1%22.1%

22.0%22.0%22.0%22.0%

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60% 80%80%80%80% 100%100%100%100%

全体 全体 全体 全体 【【【【nnnn====519519519519】】】】

男性 男性 男性 男性 【【【【nnnn====258258258258】】】】

女性 女性 女性 女性 【【【【nnnn====261261261261】】】】

都市部 都市部 都市部 都市部 【【【【nnnn====91919191】】】】

地方 地方 地方 地方 【【【【nnnn====428428428428】】】】

男性男性男性男性：：：：都市部 都市部 都市部 都市部 【【【【nnnn====53535353】】】】

男性男性男性男性：：：：地方 地方 地方 地方 【【【【nnnn====205205205205】】】】

女性女性女性女性：：：：都市部 都市部 都市部 都市部 【【【【nnnn====38383838】】】】

女性女性女性女性：：：：地方 地方 地方 地方 【【【【nnnn====223223223223】】】】

自分自分自分自分のののの車車車車があるがあるがあるがある 家族家族家族家族とととと共用共用共用共用のののの車車車車のみのみのみのみ 自分自分自分自分のののの車車車車もももも家族家族家族家族とととと共用共用共用共用のののの車車車車もあるもあるもあるもある 持持持持っていないっていないっていないっていない
 



 

 

 
 

5 

ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

（図 3） 

購入購入購入購入
したいしたいしたいしたい

（（（（計計計計））））

73 .273 .273 .273 .2

77 .177 .177 .177 .1

69 .569 .569 .569 .5

62 .162 .162 .162 .1

75 .975 .975 .975 .9

61 .761 .761 .761 .7

82 .182 .182 .182 .1

62 .562 .562 .562 .5

70 .770 .770 .770 .7

◆◆◆◆今後今後今後今後、、、、自分自分自分自分のののの車車車車（（（（バイクバイクバイクバイクをををを除除除除くくくく）））） をををを購入購入購入購入したいかしたいかしたいかしたいか
　　　　※※※※単一回答形式単一回答形式単一回答形式単一回答形式

8.3%8.3%8.3%8.3%

0.0%0.0%0.0%0.0%

11.1%11.1%11.1%11.1%

65.1%65.1%65.1%65.1%

73.8%73.8%73.8%73.8%

62.5%62.5%62.5%62.5%

59.6%59.6%59.6%59.6%

20.3%20.3%20.3%20.3%

10.1%10.1%10.1%10.1%

19.1%19.1%19.1%19.1%

7.6%7.6%7.6%7.6%

21.9%21.9%21.9%21.9%

12.3%12.3%12.3%12.3%

13.9%13.9%13.9%13.9%

19.1%19.1%19.1%19.1%

10.3%10.3%10.3%10.3%

15.6%15.6%15.6%15.6%

17.0%17.0%17.0%17.0%

8.1%8.1%8.1%8.1%

9.8%9.8%9.8%9.8%

1.3%1.3%1.3%1.3%

9.4%9.4%9.4%9.4%

6.8%6.8%6.8%6.8%

2.1%2.1%2.1%2.1%

66.1%66.1%66.1%66.1%

70.3%70.3%70.3%70.3%

60.8%60.8%60.8%60.8%

60.1%60.1%60.1%60.1%

59.6%59.6%59.6%59.6%

13.8%13.8%13.8%13.8%

12.2%12.2%12.2%12.2%

10.4%10.4%10.4%10.4%

17.7%17.7%17.7%17.7%

16.7%16.7%16.7%16.7%

12.5%12.5%12.5%12.5%

14.7%14.7%14.7%14.7%

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60% 80%80%80%80% 100%100%100%100%

全体 全体 全体 全体 【【【【nnnn====395395395395】】】】

男性 男性 男性 男性 【【【【nnnn====192192192192】】】】

女性 女性 女性 女性 【【【【nnnn====203203203203】】】】

都市部 都市部 都市部 都市部 【【【【nnnn====79797979】】】】

地方 地方 地方 地方 【【【【nnnn====316316316316】】】】

男性男性男性男性：：：：都市部 都市部 都市部 都市部 【【【【nnnn====47474747】】】】

男性男性男性男性：：：：地方 地方 地方 地方 【【【【nnnn====145145145145】】】】

女性女性女性女性：：：：都市部 都市部 都市部 都市部 【【【【nnnn====32323232】】】】

女性女性女性女性：：：：地方 地方 地方 地方 【【【【nnnn====171171171171】】】】

購入予定購入予定購入予定購入予定がすでにあるがすでにあるがすでにあるがすでにある 購入予定購入予定購入予定購入予定はないがはないがはないがはないが、、、、いずれいずれいずれいずれ購入購入購入購入したいしたいしたいしたい 購入購入購入購入しないしないしないしない わからないわからないわからないわからない  

（図 4） 

◆◆◆◆あなたにとってのあなたにとってのあなたにとってのあなたにとっての車車車車（（（（バイクバイクバイクバイクをををを除除除除くくくく））））はどのようなはどのようなはどのようなはどのような価値価値価値価値があるかがあるかがあるかがあるか
※※※※単一回答形式単一回答形式単一回答形式単一回答形式

57.0%57.0%57.0%57.0%

60.5%60.5%60.5%60.5%

75.8%75.8%75.8%75.8%

21.7%21.7%21.7%21.7%

20.3%20.3%20.3%20.3%

16.9%16.9%16.9%16.9%

21.3%21.3%21.3%21.3%

23.8%23.8%23.8%23.8%

12.9%12.9%12.9%12.9%

16.6%16.6%16.6%16.6%

19.7%19.7%19.7%19.7%

12.9%12.9%12.9%12.9%

5.6%5.6%5.6%5.6%

60.0%60.0%60.0%60.0%

60.1%60.1%60.1%60.1%

59.7%59.7%59.7%59.7%

65.7%65.7%65.7%65.7%

52.6%52.6%52.6%52.6%

52.4%52.4%52.4%52.4%

20.0%20.0%20.0%20.0%

20.6%20.6%20.6%20.6%

21.4%21.4%21.4%21.4%

17.1%17.1%17.1%17.1%

22.8%22.8%22.8%22.8%

15.0%15.0%15.0%15.0%

11.9%11.9%11.9%11.9%

28.2%28.2%28.2%28.2%

1.5%1.5%1.5%1.5%

5.6%5.6%5.6%5.6%

2.2%2.2%2.2%2.2%

2.4%2.4%2.4%2.4%

2.2%2.2%2.2%2.2%

3.1%3.1%3.1%3.1%

1.8%1.8%1.8%1.8%

3.2%3.2%3.2%3.2%

2.4%2.4%2.4%2.4%

0.0%0.0%0.0%0.0%

0.6%0.6%0.6%0.6%

0.0%0.0%0.0%0.0%

0.0%0.0%0.0%0.0%

0.4%0.4%0.4%0.4%

0.0%0.0%0.0%0.0%

0.7%0.7%0.7%0.7%

0.0%0.0%0.0%0.0%

0.4%0.4%0.4%0.4%

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60% 80%80%80%80% 100%100%100%100%

全体 全体 全体 全体 【【【【nnnn====1000100010001000】】】】

男性 男性 男性 男性 【【【【nnnn====435435435435】】】】

女性 女性 女性 女性 【【【【nnnn====565565565565】】】】

都市部 都市部 都市部 都市部 【【【【nnnn====226226226226】】】】

地方 地方 地方 地方 【【【【nnnn====774774774774】】】】

自分自分自分自分のののの車車車車がある がある がある がある 【【【【nnnn====124124124124】】】】

自分自分自分自分のののの車車車車がないががないががないががないが、、、、

免許免許免許免許をををを持持持持っている っている っている っている 【【【【nnnn====395395395395】】】】

免許免許免許免許をををを持持持持っていないがっていないがっていないがっていないが、、、、

取得予定 取得予定 取得予定 取得予定 【【【【nnnn====357357357357】】】】

免許免許免許免許をををを取得取得取得取得するするするする予定予定予定予定はははは

ない ない ない ない 【【【【nnnn====124124124124】】】】

単単単単なるなるなるなる 移動手段移動手段移動手段移動手段としてのとしてのとしてのとしての道具道具道具道具

家族家族家族家族････友人友人友人友人････恋人恋人恋人恋人などとのなどとのなどとのなどとの時間時間時間時間にににに楽楽楽楽しみをもたらすものしみをもたらすものしみをもたらすものしみをもたらすもの

運転運転運転運転することそのものをすることそのものをすることそのものをすることそのものを楽楽楽楽しむものしむものしむものしむもの

自己表現自己表現自己表現自己表現のののの手段手段手段手段・・・・ ステータスシンボルステータスシンボルステータスシンボルステータスシンボル

そのそのそのその他他他他
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

（図 5） 

◆◆◆◆車車車車（（（（バイクバイクバイクバイクをををを除除除除くくくく））））をををを購入購入購入購入するならするならするならするなら「「「「新車新車新車新車」「」「」「」「中古車中古車中古車中古車」」」」のどちらをのどちらをのどちらをのどちらを購入購入購入購入するかするかするかするか////したかしたかしたかしたか
　　　　※※※※単一回答形式単一回答形式単一回答形式単一回答形式

26.7%26.7%26.7%26.7%

30.3%30.3%30.3%30.3%

40.5%40.5%40.5%40.5%

29.2%29.2%29.2%29.2%

27.2%27.2%27.2%27.2%

28.4%28.4%28.4%28.4%

25.2%25.2%25.2%25.2%

8.1%8.1%8.1%8.1%

10.1%10.1%10.1%10.1%

7.6%7.6%7.6%7.6%

34.5%34.5%34.5%34.5%

33.2%33.2%33.2%33.2%

32.2%32.2%32.2%32.2%

32.4%32.4%32.4%32.4%

32.7%32.7%32.7%32.7%

32.6%32.6%32.6%32.6%

27.0%27.0%27.0%27.0%

27.2%27.2%27.2%27.2%

23.8%23.8%23.8%23.8%

33.9%33.9%33.9%33.9%

32.0%32.0%32.0%32.0%

25.6%25.6%25.6%25.6%

27.6%27.6%27.6%27.6%

29.3%29.3%29.3%29.3%

9.5%9.5%9.5%9.5%

7.3%7.3%7.3%7.3%

11.2%11.2%11.2%11.2%

14.6%14.6%14.6%14.6%

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60% 80%80%80%80% 100%100%100%100%

全体 全体 全体 全体 【【【【nnnn====876876876876】】】】

男性 男性 男性 男性 【【【【nnnn====395395395395】】】】

女性 女性 女性 女性 【【【【nnnn====481481481481】】】】

都市部 都市部 都市部 都市部 【【【【nnnn====185185185185】】】】

地方 地方 地方 地方 【【【【nnnn====691691691691】】】】

学生 学生 学生 学生 【【【【nnnn====666666666666】】】】

学生以外 学生以外 学生以外 学生以外 【【【【nnnn====210210210210】】】】

新車新車新車新車 中古車中古車中古車中古車 わからないわからないわからないわからない 購入購入購入購入するするするする 予定予定予定予定はないはないはないはない

 

（図 6） 

◆◆◆◆車車車車（（（（バイクバイクバイクバイクをををを除除除除くくくく））））をををを購入購入購入購入するするするする際際際際、、、、購入費用購入費用購入費用購入費用はどうするかはどうするかはどうするかはどうするか////したかしたかしたかしたか
　　　　※※※※単一回答形式単一回答形式単一回答形式単一回答形式

29.4%29.4%29.4%29.4%

58.5%58.5%58.5%58.5%

54.1%54.1%54.1%54.1%

12.0%12.0%12.0%12.0%

14.0%14.0%14.0%14.0%

12.7%12.7%12.7%12.7%

16.5%16.5%16.5%16.5%

27.9%27.9%27.9%27.9%

27.4%27.4%27.4%27.4%

29.7%29.7%29.7%29.7%

24.4%24.4%24.4%24.4%

32.0%32.0%32.0%32.0%

27.4%27.4%27.4%27.4%

58.6%58.6%58.6%58.6%

60.1%60.1%60.1%60.1%

58.2%58.2%58.2%58.2%

57.1%57.1%57.1%57.1%

59.9%59.9%59.9%59.9%

18.5%18.5%18.5%18.5%

13.6%13.6%13.6%13.6%

7.9%7.9%7.9%7.9%

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60% 80%80%80%80% 100%100%100%100%

全体 全体 全体 全体 【【【【nnnn====793793793793】】】】

男性 男性 男性 男性 【【【【nnnn====366366366366】】】】

女性 女性 女性 女性 【【【【nnnn====427427427427】】】】

都市部 都市部 都市部 都市部 【【【【nnnn====158158158158】】】】

地方 地方 地方 地方 【【【【nnnn====635635635635】】】】

学生 学生 学生 学生 【【【【nnnn====599599599599】】】】

学生以外 学生以外 学生以外 学生以外 【【【【nnnn====194194194194】】】】

全額現金全額現金全額現金全額現金 現金現金現金現金++++ ローンローンローンローン 全額全額全額全額ローンローンローンローン
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

（図 7）

◆◆◆◆車車車車（（（（バイクバイクバイクバイクをををを除除除除くくくく））））をををを購入購入購入購入するするするする際際際際、、、、親親親親などになどになどになどに購入費用購入費用購入費用購入費用をををを出出出出してもらうしてもらうしてもらうしてもらう予定予定予定予定かかかか////出出出出してもらったかしてもらったかしてもらったかしてもらったか
※※※※単一回答形式単一回答形式単一回答形式単一回答形式

36.8%36.8%36.8%36.8%

38.3%38.3%38.3%38.3%

38.4%38.4%38.4%38.4%

55.1%55.1%55.1%55.1%

56.2%56.2%56.2%56.2%

45.5%45.5%45.5%45.5%

58.2%58.2%58.2%58.2%

57.6%57.6%57.6%57.6%4.0%4.0%4.0%4.0%

3.5%3.5%3.5%3.5%

26.0%26.0%26.0%26.0%

6.6%6.6%6.6%6.6%

7.7%7.7%7.7%7.7%

3.2%3.2%3.2%3.2%

8.2%8.2%8.2%8.2%

7.2%7.2%7.2%7.2%

28.5%28.5%28.5%28.5%

40.3%40.3%40.3%40.3%

41.8%41.8%41.8%41.8%

32.8%32.8%32.8%32.8%

35.6%35.6%35.6%35.6%

60.7%60.7%60.7%60.7%

56.0%56.0%56.0%56.0%

52.0%52.0%52.0%52.0%

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60% 80%80%80%80% 100%100%100%100%

全体 全体 全体 全体 【【【【nnnn====793793793793】】】】

男性 男性 男性 男性 【【【【nnnn====366366366366】】】】

女性 女性 女性 女性 【【【【nnnn====427427427427】】】】

都市部 都市部 都市部 都市部 【【【【nnnn====158158158158】】】】

地方 地方 地方 地方 【【【【nnnn====635635635635】】】】

自分自分自分自分のののの車車車車がある がある がある がある 【【【【nnnn====123123123123】】】】

自分自分自分自分のののの車車車車がないががないががないががないが、、、、
免許免許免許免許をををを持持持持っている っている っている っている 【【【【nnnn====368368368368】】】】

免許免許免許免許をををを持持持持っていないがっていないがっていないがっていないが、、、、
取得予定 取得予定 取得予定 取得予定 【【【【nnnn====302302302302】】】】

全額出全額出全額出全額出してもらうしてもらうしてもらうしてもらう 予定予定予定予定//// 出出出出してもらったしてもらったしてもらったしてもらった 一部出一部出一部出一部出してもらうしてもらうしてもらうしてもらう 予定予定予定予定//// 出出出出してもらったしてもらったしてもらったしてもらった

出出出出してもらわないしてもらわないしてもらわないしてもらわない
 

（図 8） 

◆◆◆◆親親親親などになどになどになどに出出出出してもらうしてもらうしてもらうしてもらう予定予定予定予定////出出出出してもらったしてもらったしてもらったしてもらった自動車購入費用自動車購入費用自動車購入費用自動車購入費用
　　　　※※※※自由回答形式自由回答形式自由回答形式自由回答形式
　【　【　【　【nnnn====349349349349】】】】

27 .2%27 .2%27 .2%27 .2%55 .3%55 .3%55 .3%55 .3%

68 .9%68 .9%68 .9%68 .9%

52 .4%52 .4%52 .4%52 .4%

55 .4%55 .4%55 .4%55 .4%

54 .9%54 .9%54 .9%54 .9%

19 .7%19 .7%19 .7%19 .7%

28 .2%28 .2%28 .2%28 .2%

28 .8%28 .8%28 .8%28 .8%

27 .0%27 .0%27 .0%27 .0%

13 .9%13 .9%13 .9%13 .9%

4 .9%4 .9%4 .9%4 .9%

14 .6%14 .6%14 .6%14 .6%

11 .9%11 .9%11 .9%11 .9%

14 .1%14 .1%14 .1%14 .1%

6 .6%6 .6%6 .6%6 .6%

4 .9%4 .9%4 .9%4 .9%

5 .8%5 .8%5 .8%5 .8%

2 .8%2 .8%2 .8%2 .8%

5 .2%5 .2%5 .2%5 .2%

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60% 80%80%80%80% 100%100%100%100%

全体全体全体全体【【【【nnnn====349349349349】】】】

都市部都市部都市部都市部【【【【nnnn====71717171】】】】

地方地方地方地方【【【【nnnn====278278278278】】】】

学生学生学生学生【【【【nnnn====288288288288】】】】

学生以外学生以外学生以外学生以外【【【【nnnn====61616161】】】】

50505050万円未満万円未満万円未満万円未満 50505050万円万円万円万円----100100100100万円未満万円未満万円未満万円未満 100100100100万円万円万円万円----150150150150万円未満万円未満万円未満万円未満 150150150150万円以上万円以上万円以上万円以上
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

（図 9） 

◆◆◆◆車車車車をををを購入購入購入購入するするするする際際際際にににに欲欲欲欲しいしいしいしい車車車車
　　　　※※※※複数回答形式複数回答形式複数回答形式複数回答形式

27 .6 %27 .6 %27 .6 %27 .6 %

22 .8 %22 .8 %22 .8 %22 .8 %

19 .9%19 .9%19 .9%19 .9%

19 .7 %19 .7 %19 .7 %19 .7 %

19 .7 %19 .7 %19 .7 %19 .7 %

19 .3 %19 .3 %19 .3 %19 .3 %

17 .7 %17 .7 %17 .7 %17 .7 %

17 .2 %17 .2 %17 .2 %17 .2 %

17 .0 %17 .0 %17 .0 %17 .0 %

16 .9 %16 .9 %16 .9 %16 .9 %

16 .0 %16 .0 %16 .0 %16 .0 %

15 .1 %15 .1 %15 .1 %15 .1 %

21 .0 %21 .0 %21 .0 %21 .0 %

10 .1 %10 .1 %10 .1 %10 .1 %

27 .0 %27 .0 %27 .0 %27 .0 %

24 .0 %24 .0 %24 .0 %24 .0 %

5 .7 %5 .7 %5 .7 %5 .7 %

13 .1 %13 .1 %13 .1 %13 .1 %

11 .5 %11 .5 %11 .5 %11 .5 %

9 .0 %9 .0 %9 .0 %9 .0 %

12 .6 %12 .6 %12 .6 %12 .6 %

14 .8 %14 .8 %14 .8 %14 .8 %

4 .9%4 .9%4 .9%4 .9%

20 .5 %20 .5 %20 .5 %20 .5 %

33 .3 %33 .3 %33 .3 %33 .3 %

33 .7 %33 .7 %33 .7 %33 .7 %

13 .8%13 .8%13 .8%13 .8%

15 .9 %15 .9 %15 .9 %15 .9 %

31 .6 %31 .6 %31 .6 %31 .6 %

24 .6 %24 .6 %24 .6 %24 .6 %

23 .0 %23 .0 %23 .0 %23 .0 %

24 .1 %24 .1 %24 .1 %24 .1 %

20 .8%20 .8%20 .8%20 .8%

18 .7 %18 .7 %18 .7 %18 .7 %

25 .5 %25 .5 %25 .5 %25 .5 %

10 .5 %10 .5 %10 .5 %10 .5 %

27 .8%27 .8%27 .8%27 .8%

25 .9 %25 .9 %25 .9 %25 .9 %

24 .7 %24 .7 %24 .7 %24 .7 %

20 .9%20 .9%20 .9%20 .9%

20 .9%20 .9%20 .9%20 .9%

11 .4 %11 .4 %11 .4 %11 .4 %

14 .6%14 .6%14 .6%14 .6%

14 .6%14 .6%14 .6%14 .6%

16 .5%16 .5%16 .5%16 .5%

14 .6%14 .6%14 .6%14 .6%

16 .5%16 .5%16 .5%16 .5%

18 .4 %18 .4 %18 .4 %18 .4 %

27 .6 %27 .6 %27 .6 %27 .6 %

22 .0 %22 .0 %22 .0 %22 .0 %

18 .7 %18 .7 %18 .7 %18 .7 %

19 .4 %19 .4 %19 .4 %19 .4 %

19 .4 %19 .4 %19 .4 %19 .4 %

21 .3 %21 .3 %21 .3 %21 .3 %

18 .4 %18 .4 %18 .4 %18 .4 %

17 .8 %17 .8 %17 .8 %17 .8 %

17 .2 %17 .2 %17 .2 %17 .2 %

17 .5 %17 .5 %17 .5 %17 .5 %

15 .9 %15 .9 %15 .9 %15 .9 %

14 .3 %14 .3 %14 .3 %14 .3 %

0%0%0%0% 10%10%10%10% 20%20%20%20% 30%30%30%30% 40%40%40%40%

キューブキューブキューブキューブ（（（（日産日産日産日産））））

マーチマーチマーチマーチ（（（（日産日産日産日産））））

BMWBMWBMWBMW

プリウスプリウスプリウスプリウス（（（（トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

パッソパッソパッソパッソ（（（（トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

ムーヴムーヴムーヴムーヴ（（（（ダイハツダイハツダイハツダイハツ））））

ヴィッツヴィッツヴィッツヴィッツ（（（（トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

タントタントタントタント（（（（ダイハツダイハツダイハツダイハツ））））

ノートノートノートノート（（（（日産日産日産日産））））

bBbBbBbB（（（（トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

モコモコモコモコ（（（（日産日産日産日産））））

レクサスレクサスレクサスレクサス（（（（レクサスレクサスレクサスレクサス））））

全体 全体 全体 全体 【【【【nnnn====793793793793】】】】

男性 男性 男性 男性 【【【【nnnn====366366366366】】】】

女性 女性 女性 女性 【【【【nnnn====427427427427】】】】

都市部 都市部 都市部 都市部 【【【【nnnn====158158158158】】】】

地方 地方 地方 地方 【【【【nnnn====635635635635】】】】

※※※※上位上位上位上位12121212項目抜粋項目抜粋項目抜粋項目抜粋
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

（図 10） 

◆◆◆◆親親親親からもらうからもらうからもらうからもらう////もらうもらうもらうもらう予定予定予定予定のののの成人成人成人成人のおのおのおのお祝祝祝祝いいいい
　　　　※※※※複数回答形式複数回答形式複数回答形式複数回答形式
　【　【　【　【nnnn====1000100010001000】】】】

31 .4%31 .4%31 .4%31 .4%

11 .3%11 .3%11 .3%11 .3%

11 .2%11 .2%11 .2%11 .2%

6 .9%6 .9%6 .9%6 .9%

4 .4%4 .4%4 .4%4 .4%

2 .3%2 .3%2 .3%2 .3%

1 .3%1 .3%1 .3%1 .3%

1 .2%1 .2%1 .2%1 .2%

0 .8%0 .8%0 .8%0 .8%

0 .7%0 .7%0 .7%0 .7%

0 .6%0 .6%0 .6%0 .6%

0 .6%0 .6%0 .6%0 .6%

0 .1%0 .1%0 .1%0 .1%

0 .0%0 .0%0 .0%0 .0%

4 .7%4 .7%4 .7%4 .7%

42 .3%42 .3%42 .3%42 .3%

31 .3%31 .3%31 .3%31 .3%

24 .4%24 .4%24 .4%24 .4%

0 .7%0 .7%0 .7%0 .7%

2 .3%2 .3%2 .3%2 .3%

4 .6%4 .6%4 .6%4 .6%

1 .4%1 .4%1 .4%1 .4%

2 .5%2 .5%2 .5%2 .5%

0 .9 %0 .9 %0 .9 %0 .9 %

0 .5 %0 .5 %0 .5 %0 .5 %

0 .7%0 .7%0 .7%0 .7%

0 .5 %0 .5 %0 .5 %0 .5 %

0 .2 %0 .2 %0 .2 %0 .2 %

0 .0%0 .0%0 .0%0 .0%

0 .0%0 .0%0 .0%0 .0%

4 .4%4 .4%4 .4%4 .4%

41 .8%41 .8%41 .8%41 .8%

31 .5%31 .5%31 .5%31 .5%

1 .2%1 .2%1 .2%1 .2%

19 .3%19 .3%19 .3%19 .3%

1 0 .4%1 0 .4%1 0 .4%1 0 .4%

4 .2%4 .2%4 .2%4 .2%

3 .0%3 .0%3 .0%3 .0%

0 .4%0 .4%0 .4%0 .4%

1 .4%1 .4%1 .4%1 .4%

1 .1%1 .1%1 .1%1 .1%

0 .7%0 .7%0 .7%0 .7%

0 .7%0 .7%0 .7%0 .7%

0 .9 %0 .9 %0 .9 %0 .9 %

0 .2 %0 .2 %0 .2 %0 .2 %

0 .0%0 .0%0 .0%0 .0%

5 .0%5 .0%5 .0%5 .0%

42 .7 %42 .7 %42 .7 %42 .7 %

29 .6%29 .6%29 .6%29 .6%

1 4 .2%1 4 .2%1 4 .2%1 4 .2%

11 .9%11 .9%11 .9%11 .9%

7 .1%7 .1%7 .1%7 .1%

5 .3%5 .3%5 .3%5 .3%

1 .8%1 .8%1 .8%1 .8%

2 .2 %2 .2 %2 .2 %2 .2 %

0 .9 %0 .9 %0 .9 %0 .9 %

0 .9 %0 .9 %0 .9 %0 .9 %

0 .4%0 .4%0 .4%0 .4%

0 .0%0 .0%0 .0%0 .0%

0 .4%0 .4%0 .4%0 .4%

0 .4%0 .4%0 .4%0 .4%

0 .0%0 .0%0 .0%0 .0%

4 .4%4 .4%4 .4%4 .4%

39 .4%39 .4%39 .4%39 .4%

31 .9%31 .9%31 .9%31 .9%

10 .5 %10 .5 %10 .5 %10 .5 %

11 .0%11 .0%11 .0%11 .0%

6 .8 %6 .8 %6 .8 %6 .8 %

4 .1%4 .1%4 .1%4 .1%

2 .5%2 .5%2 .5%2 .5%

1 .0%1 .0%1 .0%1 .0%

1 .3%1 .3%1 .3%1 .3%

0 .8%0 .8%0 .8%0 .8%

0 .8%0 .8%0 .8%0 .8%

0 .8%0 .8%0 .8%0 .8%

0 .6%0 .6%0 .6%0 .6%

0 .0%0 .0%0 .0%0 .0%

0 .0%0 .0%0 .0%0 .0%

4 .8%4 .8%4 .8%4 .8%

4 3 .2%4 3 .2%4 3 .2%4 3 .2%

0%0%0%0% 25%25%25%25% 50%50%50%50%

現金現金現金現金

スーツスーツスーツスーツ

着物着物着物着物（（（（和服和服和服和服））））

アクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリー

時計時計時計時計

酒酒酒酒

印鑑印鑑印鑑印鑑

パソコンパソコンパソコンパソコン

花花花花

ゲームゲームゲームゲーム関連関連関連関連

車車車車（（（（バイクバイクバイクバイクをををを除除除除くくくく））））

携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話

テレビテレビテレビテレビ

バイクバイクバイクバイク

そのそのそのその他他他他

親親親親からはおからはおからはおからはお祝祝祝祝いをいをいをいを
もらっていないもらっていないもらっていないもらっていない////もらうもらうもらうもらう予定予定予定予定はないはないはないはない

全体全体全体全体【【【【nnnn====1000100010001000】】】】

男性男性男性男性【【【【nnnn====435435435435】】】】

女性女性女性女性【【【【nnnn====565565565565】】】】

都市部都市部都市部都市部【【【【nnnn====226226226226】】】】

地方地方地方地方【【【【nnnn====774774774774】】】】
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

（図 11） 

※※※※上位上位上位上位10101010名名名名をををを抜粋抜粋抜粋抜粋

◆◆◆◆同同同同じじじじ新成人新成人新成人新成人（（（（同同同同じじじじ学齢学齢学齢学齢：：：：1989198919891989年年年年4444月月月月2222日日日日～～～～1990199019901990年年年年4444月月月月1111日生日生日生日生まれまれまれまれ））））でででで
一緒一緒一緒一緒ににににドライブドライブドライブドライブにににに行行行行きたいきたいきたいきたい有名人有名人有名人有名人
　　　　※※※※複数回答形式複数回答形式複数回答形式複数回答形式
　【　【　【　【nnnn====1000100010001000】】】】

31.6%31.6%31.6%31.6%

26.2%26.2%26.2%26.2%

23.0%23.0%23.0%23.0%

16.6%16.6%16.6%16.6%

12.5%12.5%12.5%12.5%

8.7%8.7%8.7%8.7%

7.7%7.7%7.7%7.7%

7.7%7.7%7.7%7.7%

6.6%6.6%6.6%6.6%

6.1%6.1%6.1%6.1%

29.9%29.9%29.9%29.9%

41.6%41.6%41.6%41.6%

7.8%7.8%7.8%7.8%

8.3%8.3%8.3%8.3%

9.0%9.0%9.0%9.0%

16.8%16.8%16.8%16.8%

10.1%10.1%10.1%10.1%

9.4%9.4%9.4%9.4%

15.9%15.9%15.9%15.9%

8.5%8.5%8.5%8.5%

2.5%2.5%2.5%2.5%

34.7%34.7%34.7%34.7%

23.9%23.9%23.9%23.9%

40.4%40.4%40.4%40.4%

34.3%34.3%34.3%34.3%

22.5%22.5%22.5%22.5%

9.2%9.2%9.2%9.2%

7.6%7.6%7.6%7.6%

6.4%6.4%6.4%6.4%

1.4%1.4%1.4%1.4%

5.1%5.1%5.1%5.1%

8.8%8.8%8.8%8.8%

26.2%26.2%26.2%26.2%

31.9%31.9%31.9%31.9%

27.4%27.4%27.4%27.4%

21.2%21.2%21.2%21.2%

15.9%15.9%15.9%15.9%

12.4%12.4%12.4%12.4%

7.5%7.5%7.5%7.5%

6.2%6.2%6.2%6.2%

5.3%5.3%5.3%5.3%

8.0%8.0%8.0%8.0%

6.2%6.2%6.2%6.2%

31.0%31.0%31.0%31.0%

31.5%31.5%31.5%31.5%

25.8%25.8%25.8%25.8%

23.5%23.5%23.5%23.5%

16.8%16.8%16.8%16.8%

12.5%12.5%12.5%12.5%

9.0%9.0%9.0%9.0%

8.1%8.1%8.1%8.1%

8.4%8.4%8.4%8.4%

6.2%6.2%6.2%6.2%

6.1%6.1%6.1%6.1%

29.6%29.6%29.6%29.6%

0%0%0%0% 25%25%25%25% 50%50%50%50%

南南南南　　　　明奈明奈明奈明奈
【【【【タレントタレントタレントタレント】】】】

岡田将生岡田将生岡田将生岡田将生
【【【【俳優俳優俳優俳優（（（（オトメンオトメンオトメンオトメン）】）】）】）】

溝端溝端溝端溝端　　　　淳平淳平淳平淳平
【【【【俳優俳優俳優俳優（（（（ブザーブザーブザーブザー・・・・ビートビートビートビート）】）】）】）】

ダニエルダニエルダニエルダニエル＝＝＝＝ラドクリフラドクリフラドクリフラドクリフ
【【【【俳優俳優俳優俳優（（（（ハリーハリーハリーハリー・・・・ポッターポッターポッターポッター）】）】）】）】

黒川黒川黒川黒川　　　　智花智花智花智花
【【【【女優女優女優女優（（（（小公女小公女小公女小公女セイラセイラセイラセイラ）】）】）】）】

IMALUIMALUIMALUIMALU
【【【【タレントタレントタレントタレント

（（（（明石家明石家明石家明石家さんまとさんまとさんまとさんまと大竹大竹大竹大竹しのぶのしのぶのしのぶのしのぶの娘娘娘娘）】）】）】）】

小林涼子小林涼子小林涼子小林涼子
【【【【女優女優女優女優（（（（サムライハイスクールサムライハイスクールサムライハイスクールサムライハイスクール）】）】）】）】

田中田中田中田中　　　　れいなれいなれいなれいな
【【【【歌手歌手歌手歌手（（（（モーニングモーニングモーニングモーニング娘娘娘娘。）】。）】。）】。）】

桐谷美玲桐谷美玲桐谷美玲桐谷美玲
【【【【女優女優女優女優（（（（オトメンオトメンオトメンオトメン）】）】）】）】

入江 陵介入江 陵介入江 陵介入江 陵介
【【【【水泳選手水泳選手水泳選手水泳選手】】】】

誰誰誰誰ともともともともドライブドライブドライブドライブにはにはにはには
行行行行きたくないきたくないきたくないきたくない

全体全体全体全体【【【【nnnn====1000100010001000】】】】

男性男性男性男性【【【【nnnn====435435435435】】】】

女性女性女性女性【【【【nnnn====565565565565】】】】

都市部都市部都市部都市部【【【【nnnn====226226226226】】】】

地方地方地方地方【【【【nnnn====774774774774】】】】
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

 

◆調査概要◆ 

◆調査タイトル：新成人のカーライフ意識調査 
◆調査対象：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする 

新成人（1989年4月2日～1990年4月1日生まれの男性435名、女性565名） 
◆調査期間：2010年1月14日～1月18日 
◆調査方法：インターネット調査（モバイルリサーチ） 
◆調査地域：全国 
◆有効回答数：1,000サンプル（有効回答母数から1,000サンプルを抽出） 
◆実施機関：ネットエイジア株式会社 

 

調査協力会社 ：ネットエイジア株式会社（担当：渡邊） 

 

 

 

 

本本本本ニュースレターニュースレターニュースレターニュースレターのののの内容内容内容内容のののの転載転載転載転載にあたりましてはにあたりましてはにあたりましてはにあたりましては、「、「、「、「ソニソニソニソニーーーー損保調損保調損保調損保調べべべべ」」」」とととと

付記付記付記付記のうえごのうえごのうえごのうえご使用使用使用使用くださいますようくださいますようくださいますようくださいますよう、、、、おおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 
 

 

 

ソニー損害保険株式会社 ダイレクトマーケティング部 宮下  

TEL  ：03-5744-8914 

E メール ：miyashita-t@sonysonpo.co.jp 

受付時間 ：9 時～17 時 30 分（月～金） 

 

 

会社名 ：ソニー損害保険株式会社 

代表者名 ：代表取締役社長 山本真一 

設立  ：1998 年 6 月 10 日 

（ソニーインシュアランスプランニング株式会社として設立） 

所在地 ：東京都大田区蒲田 5-37-1 アロマスクエア 11F 

業務内容 ：損害保険業 

 

ソニー損保のスローガンは『“Feel the Difference”～この違いが、保険を変えていく。～』です。 

お客様にとって価値ある「違い＝Difference」をビジネスのあらゆる領域において創造し、お客様に提

供していこうという私たちの意思を表しています。 

また、お客様にとって少しでも価値ある情報を提供できるよう、「お客様とソニー損保のコミュニケーショ

ンサイト」を設置して、お客様の評価やお客様の声、担当者の取組み（不満ゼロへの挑戦）、保険に関

するさまざまな情報（保険プロムナード）を提供しています。ソニー損保ならではの違いを感じていただ

ければ幸いです。 

 

◆ 会社および商品の詳細は http://www.sonysonpo.co.jp/ をご覧ください。 

■■報道関係の皆様へ■■ 

■■本調査に関するお問合せ窓口■■ 

■■会社概要■■ 


