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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）））） 
 

 

2010 年 3 月 11 日 

報道関係者 各位 

ソニー損害保険株式会社 

 

～ソニー損保、愛犬とのドライブに関する調査～ 

    

愛犬愛犬愛犬愛犬のののの車車車車デビューデビューデビューデビュー「「「「生後生後生後生後 6666 ヵヵヵヵ月月月月までにまでにまでにまでに」」」」5555 割強割強割強割強    

    

愛犬愛犬愛犬愛犬ののののシートベルトシートベルトシートベルトシートベルト着用率着用率着用率着用率、「、「、「、「毎回着用毎回着用毎回着用毎回着用」」」」13.5%13.5%13.5%13.5%    

    

愛犬愛犬愛犬愛犬とととと一緒一緒一緒一緒にににに乗乗乗乗りたいりたいりたいりたい車車車車 1111 位位位位「「「「アルファードアルファードアルファードアルファード」」」」    

    

愛犬愛犬愛犬愛犬ブログブログブログブログ経験者経験者経験者経験者 16.816.816.816.8%%%%    

    

愛犬愛犬愛犬愛犬とのとのとのとのドライブドライブドライブドライブがががが似合似合似合似合ううううタレントタレントタレントタレントはははは？？？？    

    
「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 2 月 23 日～2月 26 日の 4日間、月に 1 回以上自動車を

運転し、愛犬と一緒に車で出掛けたことがある 18 歳以上の男女に対し、愛犬とのドライブ

に関する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。 

 

    

 

◆◆◆◆    愛犬愛犬愛犬愛犬のののの車車車車デビューデビューデビューデビュー「「「「生後生後生後生後 6666 ヵヵヵヵ月月月月までにまでにまでにまでに」」」」5555 割強割強割強割強    

月に 1 回以上自動車を運転し、愛犬と一緒に車で出掛けたことがある 18 歳以上の男女 1,000

名（男性 500 名 女性 500 名）に、最初に車で出掛けた時の愛犬の年齢を聞いたところ、「6 ヵ月」

が 24.5%と最も多く、次に「1歳」が 21.5%、「3ヵ月」が 16.5%となりました。0 ヵ月～6ヵ月ま

でを合わせると 53.6%と半数以上が生後 6 ヵ月までに車デビューをし、1 歳までには 79.2%と 8

割近くが初ドライブを経験していることがわかりました。（図 1） 

 

◆◆◆◆    愛犬愛犬愛犬愛犬のののの指定席指定席指定席指定席はははは「「「「後部座席後部座席後部座席後部座席」」」」51.3%51.3%51.3%51.3%    

◆◆◆◆    愛犬愛犬愛犬愛犬ののののシートベルトシートベルトシートベルトシートベルト着用率着用率着用率着用率、「、「、「、「毎回着用毎回着用毎回着用毎回着用」」」」13.513.513.513.5%%%%    

愛犬と一緒に車で出掛けたことがある 1,000 名に、愛犬と一緒に車で出掛ける際に愛犬を乗

せている場所を聞いたところ、「後部座席」51.3%、「助手席」32.3%、「ラゲッジスペース」10.7%

となり、約半数が「後部座席」に乗せていることがわかりました。(図 2) 

 

愛犬と一緒に車で出掛ける際、犬用のシートベルト（ハーネス）を着けているか聞いたとこ

ろ、「毎回着けている」は 13.5%となり、「よく着けている」（4.8%）、「たまに着けている」（6.0%）

も合わせると、24.3%が犬用のシートベルトを利用していました。また、「犬用のシートベルトが

あることを知らない」が39.7%となっており、犬用のシートベルトを知らない人も4割いました。

（図 3） 
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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）））） 
 

    
◆◆◆◆    ニオイニオイニオイニオイやややや抜抜抜抜けけけけ毛対策毛対策毛対策毛対策    「「「「空気空気空気空気のののの入入入入れれれれ替替替替えをえをえをえを頻繁頻繁頻繁頻繁にににに行行行行うううう」」」」53.5%53.5%53.5%53.5%    

車に愛犬を乗せると、どうしても気になってしまうのがニオイや抜け毛。全回答者 1,000 名

に、車内の愛犬のニオイや抜け毛に対して行っている対策を複数回答で聞いたところ、「空気の

入れ替えを頻繁に行う」53.5%、「消臭剤･芳香剤を利用する」43.2%と、ニオイに関する対策が 4

割を超えました。続いて多かったのは「シートカバーを敷く」36.8%、「脱臭剤を利用する」36.4%

となっています。 

愛犬のサイズ別にみると、大型犬は「シートカバーを敷く」61.0%、「車に乗せる前に、ブラ

ッシングをする」33.8%の 2 項目で、他よりも 10 ポイント以上高くなっており、抜け毛に対する

対策も行っているようです。また、小型犬では「特に対策は行っていない」が 20.4%と、5人に

1 人はニオイや抜け毛に対する対策を行っていないことがわかりました。（図 4） 

 

◆◆◆◆    愛犬愛犬愛犬愛犬とのとのとのとのドライブドライブドライブドライブでででで気気気気をつけていることをつけていることをつけていることをつけていること「「「「安全運転安全運転安全運転安全運転」」」」72.1%72.1%72.1%72.1%    

◆◆◆◆    ヒヤリヒヤリヒヤリヒヤリとしたとしたとしたとした経験経験経験経験ありありありあり    3333 人人人人にににに 2222 人人人人 

愛犬と一緒に車で出掛ける際、気をつけていることを複数回答で聞いたところ、「急ブレーキ、

急発進をせず、安全運転を心掛ける」が 72.1%と、最も多くなりました。続いて、「乗車前にト

イレをすませておく」が 65.4%、「車から降ろす前に必ずリードをつける」が 58.2%、「窓を少し

開けて風通しを良くする」が 48.4%となっています。（図 5） 

 

また、愛犬と一緒に車で出掛けている最中に、ヒヤリとしたことはあるか複数回答で聞いた

ところ、「急ブレーキなどで、座席から落ちた/落ちそうになった」（38.6%）、「運転席に来てしま

った」（32.3%）、「窓から飛び出した/飛び出しそうになった」（11.2%）などのヒヤリ経験をして

いました。「ヒヤリとしたことはない」は 34.9%で、裏を返せば 3 人に 2 人がヒヤリ経験者とな

っており、愛犬との安全で快適なドライブを楽しむためには、犬用シートベルトの着用などを習

慣付けたいものです。（図 6） 

 

 

◆◆◆◆    愛犬愛犬愛犬愛犬とととと一緒一緒一緒一緒にににに乗乗乗乗りたいりたいりたいりたい車車車車 1111 位位位位「「「「アルファードアルファードアルファードアルファード」」」」    
◆◆◆◆    車車車車にににに欲欲欲欲しいしいしいしい装備装備装備装備    「「「「室内消臭機能室内消臭機能室内消臭機能室内消臭機能」」」」59.8%59.8%59.8%59.8%    

全回答者1,000名に、愛犬とドライブする際に乗りたい車の車種を複数回答で聞いたところ、

1 位「アルファード（トヨタ）」21.9%、2 位「ステップワゴン（ホンダ）」21.0%、3 位「エステ

ィマ（トヨタ）」20.7%となりました。（図 7-1） 

愛犬の犬種（回答者の愛犬上位 6 種類）によって乗りたい車に違いがみられ、雑種（ミック

ス）では、「ステップワゴン（ホンダ）」、ミニチュアダックスフント、シーズーでは「エスティ

マ（トヨタ）」、柴犬では「アルファード（トヨタ）」、チワワでは「bB（トヨタ）」、トイプードル

では「BMW」がそれぞれ 1位となりました。（図 7-2） 

 

愛犬と一緒に車で出掛ける際、車に欲しい装備では、「室内消臭機能」が 59.8%で愛犬のサイ

ズによらずトップとなり、続いて「撥水シート」46.9%、「大型シートカバー」28.8%、「高熱線吸

収 UV カットガラス」27.4%、「犬の様子が確認できるシートアレンジ」26.3%となりました。 

大型犬では、ニオイや抜け毛対策でも多く挙げられていた「大型シートカバー」（59.7%）の

ほか、「犬が乗りやすいようなステップの補助」が 35.1%と高く、飼い主が抱きかかえて乗るこ

とが難しい大型犬ならではの傾向が表れています。（図 8） 
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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）））） 
 

 

◆◆◆◆    愛犬愛犬愛犬愛犬ブログブログブログブログ経験者経験者経験者経験者 16.816.816.816.8%%%%    

◆◆◆◆    愛犬愛犬愛犬愛犬ブログブログブログブログ公開中公開中公開中公開中ならならならなら、、、、ペットペットペットペット保険加入率保険加入率保険加入率保険加入率 48.6%48.6%48.6%48.6%    

◆◆◆◆    愛犬愛犬愛犬愛犬とのとのとのとのドライブドライブドライブドライブがががが似合似合似合似合うううう男性男性男性男性タレントタレントタレントタレント「「「「所所所所ジョージジョージジョージジョージ」」」」女性女性女性女性タレントタレントタレントタレント「「「「ベッキーベッキーベッキーベッキー」」」」    

全回答者 1,000 名に、インターネット上で愛犬ブログを公開しているかを聞いたところ、「公

開している」7.0%、「過去に公開していたが、現在はしていない」9.8%、「公開していない」83.2%

となり、愛犬ブログ経験者は 16.8%となっています。 

愛犬ブログ経験者の割合を犬種別（回答者の愛犬上位 6 種類）でみると、「チワワ」が 23.6%

と、他の犬種と比べてブログに載せる割合が高くなっています。（図 9） 

 

また、ペット保険に加入しているかを聞いたところ、「加入している」18.9%、「加入していな

いが、加入したいと思う」30.0%、「加入していないし、必要ないと思う」36.4%、「ペット保険が

あることを知らない」14.7%という結果になり、約半数の方がペット保険に加入しているまたは

加入したいと思っていることが分かりました。また、愛犬ブログを現在公開中の場合の加入率は

48.6%となり、家族同様に成長記録などを付けてもらっているワンちゃんはペット保険加入率も

高い傾向にあるようです。（図 10） 

 

愛犬との車でのお出掛けが似合うタレントを自由回答で聞いたところ、過去にはシベリアン

ハスキー、現在はロットワイラーを飼っている「所ジョージ」が 95 人、動物好きでも有名な「ベ

ッキー」が 93 人となりました。続いて多く挙げられたのが、「木村拓哉」（64 人）、「川島なお美」

（57 人）、「関根勤」（27 人）、「上戸彩」（24 人）となっています。（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） 

◆◆◆◆最初最初最初最初にににに車車車車でででで出掛出掛出掛出掛けたけたけたけた時時時時のののの愛犬愛犬愛犬愛犬のののの年齢年齢年齢年齢
　　　　※※※※単一回答形式単一回答形式単一回答形式単一回答形式
　【　【　【　【nnnn====1000100010001000】】】】

3 .7%3 .7%3 .7%3 .7%

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

5 .5%5 .5%5 .5%5 .5%

16 .5%16 .5%16 .5%16 .5% 24 .5%24 .5%24 .5%24 .5%

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

21 .5%21 .5%21 .5%21 .5%

2 .9%2 .9%2 .9%2 .9%

12 .1%12 .1%12 .1%12 .1%

3 .6%3 .6%3 .6%3 .6%

2 .2%2 .2%2 .2%2 .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====1000100010001000】】】】

0000 ヵヵヵヵ月月月月 1111 ヵヵヵヵ月月月月 2222 ヵヵヵヵ月月月月 3333 ヵヵヵヵ月月月月 6666 ヵヵヵヵ月月月月 9999 ヵヵヵヵ月月月月

1111 歳歳歳歳 1111 歳歳歳歳6666ヵヵヵヵ月月月月 2222 ～～～～5555歳歳歳歳 6666 ～～～～9999歳歳歳歳 10101010 歳以上歳以上歳以上歳以上

 

 

（図 2） 

◆◆◆◆愛犬愛犬愛犬愛犬をををを乗乗乗乗せているせているせているせている場所場所場所場所
　　　　※※※※単一回答形式単一回答形式単一回答形式単一回答形式
　【　【　【　【nnnn====1000100010001000】】】】

4 .0%4 .0%4 .0%4 .0% 42 .0%42 .0%42 .0%42 .0%

37 .5%37 .5%37 .5%37 .5%

63 .8%63 .8%63 .8%63 .8%

52 .9%52 .9%52 .9%52 .9%

38 .7%38 .7%38 .7%38 .7%

48 .0%48 .0%48 .0%48 .0%

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

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

5 .1%5 .1%5 .1%5 .1%

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

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

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

32 .3%32 .3%32 .3%32 .3%

23 .7%23 .7%23 .7%23 .7%

48 .5%48 .5%48 .5%48 .5%

24 .5%24 .5%24 .5%24 .5%

35 .3%35 .3%35 .3%35 .3%

33 .9%33 .9%33 .9%33 .9%

51 .3%51 .3%51 .3%51 .3%

57 .8%57 .8%57 .8%57 .8%

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

10 .7%10 .7%10 .7%10 .7%

12 .7%12 .7%12 .7%12 .7%

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

10 .6%10 .6%10 .6%10 .6%

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

6 .5%6 .5%6 .5%6 .5%

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

1 .6%1 .6%1 .6%1 .6%

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

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

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

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

1 .6%1 .6%1 .6%1 .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====1000100010001000】】】】

雑種雑種雑種雑種（（（（ミックスミックスミックスミックス）【）【）【）【nnnn====173173173173】】】】

ミニチュアダックスフントミニチュアダックスフントミニチュアダックスフントミニチュアダックスフント【【【【nnnn====136136136136】】】】

柴犬柴犬柴犬柴犬【【【【nnnn====94949494】】】】

チワワチワワチワワチワワ【【【【nnnn====68686868】】】】

トイプードルトイプードルトイプードルトイプードル【【【【nnnn====62626262】】】】

シーズーシーズーシーズーシーズー【【【【nnnn====50505050】】】】

運転席運転席運転席運転席（（（（ ひざのひざのひざのひざの上上上上）））） 助手席助手席助手席助手席 後部座席後部座席後部座席後部座席 ラゲッジスペースラゲッジスペースラゲッジスペースラゲッジスペース 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 3） 

◆◆◆◆犬用犬用犬用犬用ののののシートベルトシートベルトシートベルトシートベルトについてについてについてについて
　　　　※※※※単一回答形式単一回答形式単一回答形式単一回答形式
　【　【　【　【nnnn====1000100010001000】】】】

13 .5%13 .5%13 .5%13 .5%

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

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

36 .0%36 .0%36 .0%36 .0% 39 .7%39 .7%39 .7%39 .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====1000100010001000】】】】

毎回着毎回着毎回着毎回着けているけているけているけている

よくよくよくよく着着着着けているけているけているけている

たまにたまにたまにたまに着着着着けているけているけているけている

犬用犬用犬用犬用ののののシートベルトシートベルトシートベルトシートベルトがあることはがあることはがあることはがあることは知知知知っているがっているがっているがっているが、、、、着着着着けていないけていないけていないけていない

犬用犬用犬用犬用ののののシートベルトシートベルトシートベルトシートベルトがあることをがあることをがあることをがあることを知知知知らないらないらないらない
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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 4） 

◆◆◆◆車内車内車内車内のののの愛犬愛犬愛犬愛犬ののののニオイニオイニオイニオイやややや抜抜抜抜けけけけ毛毛毛毛にににに対対対対してしてしてして行行行行っているっているっているっている対策対策対策対策
　　　　※※※※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】】】】

53.5%53.5%53.5%53.5%

43.2%43.2%43.2%43.2%

36.8%36.8%36.8%36.8%

36.4%36.4%36.4%36.4%

16.3%16.3%16.3%16.3%

10.7%10.7%10.7%10.7%

6.9%6.9%6.9%6.9%

2.5%2.5%2.5%2.5%

15.2%15.2%15.2%15.2%

46.7%46.7%46.7%46.7%

41.6%41.6%41.6%41.6%

25.9%25.9%25.9%25.9%

32.1%32.1%32.1%32.1%

11.0%11.0%11.0%11.0%

11.7%11.7%11.7%11.7%

5.5%5.5%5.5%5.5%

2.0%2.0%2.0%2.0%

20.4%20.4%20.4%20.4%

62.5%62.5%62.5%62.5%

44.4%44.4%44.4%44.4%

48.6%48.6%48.6%48.6%

41.4%41.4%41.4%41.4%

20.8%20.8%20.8%20.8%

8.9%8.9%8.9%8.9%

7.8%7.8%7.8%7.8%

2.8%2.8%2.8%2.8%

9.2%9.2%9.2%9.2%

61.0%61.0%61.0%61.0%

49.4%49.4%49.4%49.4%

61.0%61.0%61.0%61.0%

44.2%44.2%44.2%44.2%

33.8%33.8%33.8%33.8%

11.7%11.7%11.7%11.7%

13.0%13.0%13.0%13.0%

5.2%5.2%5.2%5.2%

5.2%5.2%5.2%5.2%

0%0%0%0% 40%40%40%40% 80%80%80%80%

空気空気空気空気のののの入入入入れれれれ替替替替えをえをえをえを頻繁頻繁頻繁頻繁にににに行行行行うううう

消臭剤消臭剤消臭剤消臭剤・・・・芳香剤芳香剤芳香剤芳香剤をををを利用利用利用利用するするするする

シートカバーシートカバーシートカバーシートカバーをををを敷敷敷敷くくくく

脱臭剤脱臭剤脱臭剤脱臭剤をををを利用利用利用利用するするするする

車車車車にににに乗乗乗乗せるせるせるせる前前前前にににに、、、、ブラッシングブラッシングブラッシングブラッシングをするをするをするをする

クレートクレートクレートクレートなどになどになどになどに入入入入れるれるれるれる

車内空気清浄機車内空気清浄機車内空気清浄機車内空気清浄機をををを置置置置くくくく

そのそのそのその他他他他

特特特特にににに対策対策対策対策はははは行行行行っていないっていないっていないっていない

全体全体全体全体【【【【 nnnn ==== 1000100010001000 】】】】 小型犬小型犬小型犬小型犬【【【【 nnnn ==== 563563563563 】】】】 中型犬中型犬中型犬中型犬【【【【 nnnn ==== 360360360360 】】】】 大型犬大型犬大型犬大型犬【【【【 nnnn ==== 77777777 】】】】
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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） 

◆◆◆◆愛犬愛犬愛犬愛犬とととと一緒一緒一緒一緒にににに車車車車でででで出掛出掛出掛出掛けるけるけるける際際際際、、、、気気気気をつけていることをつけていることをつけていることをつけていること
　　　　※※※※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】】】】

72.1%72.1%72.1%72.1%

65.4%65.4%65.4%65.4%

58.2%58.2%58.2%58.2%

48.4%48.4%48.4%48.4%

44.0%44.0%44.0%44.0%

39.9%39.9%39.9%39.9%

38.1%38.1%38.1%38.1%

33.3%33.3%33.3%33.3%

27.7%27.7%27.7%27.7%

27.6%27.6%27.6%27.6%

14.5%14.5%14.5%14.5%

13.3%13.3%13.3%13.3%

7.6%7.6%7.6%7.6%

3.8%3.8%3.8%3.8%

1.1%1.1%1.1%1.1%

2.6%2.6%2.6%2.6%

0%0%0%0% 50%50%50%50% 100%100%100%100%

急急急急ブレーキブレーキブレーキブレーキ、、、、急発進急発進急発進急発進をせずをせずをせずをせず、、、、
　　　　　　　　　　　　　　　　安全運転安全運転安全運転安全運転をををを心掛心掛心掛心掛けるけるけるける

乗車前乗車前乗車前乗車前ににににトイレトイレトイレトイレをすませておくをすませておくをすませておくをすませておく

車車車車からからからから降降降降ろすろすろすろす前前前前にににに必必必必ずずずずリードリードリードリードをつけるをつけるをつけるをつける

窓窓窓窓をををを少少少少しししし開開開開けてけてけてけて風通風通風通風通しをしをしをしを良良良良くするくするくするくする

車車車車をををを離離離離れるれるれるれる時時時時、、、、車内車内車内車内にににに犬犬犬犬だけにしないだけにしないだけにしないだけにしない

こまめにこまめにこまめにこまめに休憩休憩休憩休憩をとるをとるをとるをとる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　窓窓窓窓からからからから外外外外にににに飛飛飛飛びびびび出出出出さないようにさないようにさないようにさないように
パワーウィンドウパワーウィンドウパワーウィンドウパワーウィンドウややややドアドアドアドアののののロックロックロックロックをかけるをかけるをかけるをかける

脱水症状脱水症状脱水症状脱水症状にならないようにならないようにならないようにならないよう、、、、適度適度適度適度にににに水水水水をあげるをあげるをあげるをあげる

抜抜抜抜けけけけ毛毛毛毛ややややニオイニオイニオイニオイなどのなどのなどのなどの掃除掃除掃除掃除をををを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　念入念入念入念入りにおこなうりにおこなうりにおこなうりにおこなう

乗車前乗車前乗車前乗車前のののの食事食事食事食事はははは避避避避けるけるけるける

犬用犬用犬用犬用シートベルトシートベルトシートベルトシートベルトややややクレートクレートクレートクレートなどをなどをなどをなどを利用利用利用利用しししし、、、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬犬犬犬をなるべくをなるべくをなるべくをなるべく固定固定固定固定させるさせるさせるさせる

帰宅後帰宅後帰宅後帰宅後、、、、いつものいつものいつものいつもの散歩散歩散歩散歩コースコースコースコースをををを歩歩歩歩かせるかせるかせるかせる

ドライブコースドライブコースドライブコースドライブコースをををを事前事前事前事前ににににチェックチェックチェックチェックするするするする

ペットペットペットペット用酔用酔用酔用酔いいいい止止止止めめめめ薬薬薬薬をををを飲飲飲飲ませるませるませるませる

そのそのそのその他他他他

気気気気をつけていることはないをつけていることはないをつけていることはないをつけていることはない

全体全体全体全体【【【【 nnnn ====1000100010001000 】】】】
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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 6） 

◆◆◆◆愛犬愛犬愛犬愛犬とととと一緒一緒一緒一緒にににに車車車車でででで出掛出掛出掛出掛けるけるけるける最中最中最中最中にににに、、、、ヒヤリヒヤリヒヤリヒヤリとしたとしたとしたとした経験経験経験経験
　　　　※※※※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】】】】

38.6%38.6%38.6%38.6%

32.3%32.3%32.3%32.3%

11.2%11.2%11.2%11.2%

10.7%10.7%10.7%10.7%

3.6%3.6%3.6%3.6%

1.8%1.8%1.8%1.8%

34.9%34.9%34.9%34.9%

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

急急急急ブレーキブレーキブレーキブレーキなどでなどでなどでなどで、、、、座席座席座席座席からからからから落落落落ちたちたちたちた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　////落落落落ちそうになったちそうになったちそうになったちそうになった

運転席運転席運転席運転席にににに来来来来てしまったてしまったてしまったてしまった

窓窓窓窓からからからから飛飛飛飛びびびび出出出出したしたしたした////飛飛飛飛びびびび出出出出しそうになったしそうになったしそうになったしそうになった

降降降降りるりるりるりる際際際際、、、、リードリードリードリードをつけるをつけるをつけるをつける前前前前にににに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車車車車からからからから出出出出てしまったてしまったてしまったてしまった

窓窓窓窓ややややドアドアドアドアののののロックロックロックロックをしをしをしをし忘忘忘忘れてれてれてれて、、、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬犬犬犬がががが開開開開けてしまったけてしまったけてしまったけてしまった

そのそのそのその他他他他

ヒヤリヒヤリヒヤリヒヤリとしたことはないとしたことはないとしたことはないとしたことはない

全体全体全体全体【【【【 nnnn ==== 1000100010001000 】】】】
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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 7-1） 

◆◆◆◆愛犬愛犬愛犬愛犬ととととドライブドライブドライブドライブをするをするをするをする際際際際にににに乗乗乗乗りたいりたいりたいりたい車車車車
　　　　※※※※複数回答形式複数回答形式複数回答形式複数回答形式
　【　【　【　【nnnn====1000100010001000】】】】

21.9%21.9%21.9%21.9%

21.0%21.0%21.0%21.0%

20.7%20.7%20.7%20.7%

15.8%15.8%15.8%15.8%

15.6%15.6%15.6%15.6%

14.9%14.9%14.9%14.9%

14.7%14.7%14.7%14.7%

14.4%14.4%14.4%14.4%

14.2%14.2%14.2%14.2%

13.7%13.7%13.7%13.7%

13.7%13.7%13.7%13.7%

13.4%13.4%13.4%13.4%

13.4%13.4%13.4%13.4%

12.8%12.8%12.8%12.8%

12.6%12.6%12.6%12.6%

12.4%12.4%12.4%12.4%

10.9%10.9%10.9%10.9%

10.9%10.9%10.9%10.9%

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

アルファードアルファードアルファードアルファード（（（（トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

ステップワゴンステップワゴンステップワゴンステップワゴン（（（（ホンダホンダホンダホンダ））））

エスティマエスティマエスティマエスティマ（（（（トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

レガシィレガシィレガシィレガシィ（（（（スバルスバルスバルスバル））））

ノアノアノアノア（（（（トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

オデッセイオデッセイオデッセイオデッセイ（（（（ホンダホンダホンダホンダ））））

キューブキューブキューブキューブ（（（（日産日産日産日産））））

セレナセレナセレナセレナ（（（（日産日産日産日産））））

BMWBMWBMWBMW

MPVMPVMPVMPV（（（（マツダマツダマツダマツダ））））

ワゴンワゴンワゴンワゴンＲ（Ｒ（Ｒ（Ｒ（スズキスズキスズキスズキ））））

bBbBbBbB（（（（トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

ヴォクシーヴォクシーヴォクシーヴォクシー（（（（トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

デリカデリカデリカデリカ（（（（三菱三菱三菱三菱））））

レクサスレクサスレクサスレクサス（（（（ハイブリッドハイブリッドハイブリッドハイブリッド）（）（）（）（レクサスレクサスレクサスレクサス））））

メルセデスベンツメルセデスベンツメルセデスベンツメルセデスベンツ

ヴェルファイアヴェルファイアヴェルファイアヴェルファイア（（（（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））））

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

※※※※上位上位上位上位18181818種類種類種類種類をををを抜粋抜粋抜粋抜粋
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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 7-2） 

◆◆◆◆愛犬愛犬愛犬愛犬ととととドライブドライブドライブドライブをするをするをするをする際際際際にににに乗乗乗乗りたいりたいりたいりたい車車車車

　　　　※※※※複数回答形式複数回答形式複数回答形式複数回答形式　　　　

　（　（　（　（飼飼飼飼っているっているっているっている犬種別犬種別犬種別犬種別：：：：上位上位上位上位3333位位位位をををを抜粋抜粋抜粋抜粋）　）　）　）　

■■■■雑種雑種雑種雑種（（（（ミックスミックスミックスミックス））））

【【【【nnnn====173173173173】】】】

21.4%21.4%21.4%21.4%

20.2%20.2%20.2%20.2%

22.5%22.5%22.5%22.5%

0%0%0%0% 30%30%30%30%

ステップワゴンステップワゴンステップワゴンステップワゴン （（（（ ホンダホンダホンダホンダ））））

アルファードアルファードアルファードアルファード（（（（ トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

エスティマエスティマエスティマエスティマ（（（（ トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

■■■■ミニチュアダックスフントミニチュアダックスフントミニチュアダックスフントミニチュアダックスフント
【【【【nnnn====136136136136】】】】

22.8%22.8%22.8%22.8%

22.1%22.1%22.1%22.1%

24.3%24.3%24.3%24.3%

0%0%0%0% 30%30%30%30%

エスティマエスティマエスティマエスティマ（（（（ トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

アルファードアルファードアルファードアルファード（（（（ トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

ステップワゴンステップワゴンステップワゴンステップワゴン （（（（ ホンダホンダホンダホンダ））））

■■■■柴犬柴犬柴犬柴犬
【【【【nnnn====94949494】】】】

19.1%19.1%19.1%19.1%

18.1%18.1%18.1%18.1%

24.5%24.5%24.5%24.5%

0%0%0%0% 30%30%30%30%

アルファードアルファードアルファードアルファード（（（（ 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））））

エスティマエスティマエスティマエスティマ（（（（ トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

■■■■チワワチワワチワワチワワ
【【【【nnnn====68686868】】】】

20.6%20.6%20.6%20.6%

20.6%20.6%20.6%20.6%

20.6%20.6%20.6%20.6%

23.5%23.5%23.5%23.5%

0%0%0%0% 30%30%30%30%

bBbBbBbB（（（（ トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

ステップワゴンステップワゴンステップワゴンステップワゴン （（（（ ホンダホンダホンダホンダ））））

ワゴンワゴンワゴンワゴン Ｒ（Ｒ（Ｒ（Ｒ（ スズキスズキスズキスズキ ））））

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 ））））

■■■■トイプードルトイプードルトイプードルトイプードル
【【【【nnnn====62626262】】】】

22.6%22.6%22.6%22.6%

21.0%21.0%21.0%21.0%

25.8%25.8%25.8%25.8%

0%0%0%0% 30%30%30%30%

BMWBMWBMWBMW

アルファードアルファードアルファードアルファード（（（（ トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

ノアノアノアノア（（（（ トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

■■■■シーズーシーズーシーズーシーズー
【【【【nnnn====50505050】】】】

20.0%20.0%20.0%20.0%

20.0%20.0%20.0%20.0%

22.0%22.0%22.0%22.0%

0%0%0%0% 30%30%30%30%

エスティマエスティマエスティマエスティマ（（（（ トヨタトヨタトヨタトヨタ））））

ステップワゴンステップワゴンステップワゴンステップワゴン （（（（ ホンダホンダホンダホンダ））））

ワゴンワゴンワゴンワゴン Ｒ（Ｒ（Ｒ（Ｒ（ スズキスズキスズキスズキ ））））
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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 8) 

◆◆◆◆愛犬愛犬愛犬愛犬とととと一緒一緒一緒一緒にににに車車車車でででで出掛出掛出掛出掛けるけるけるける際際際際、、、、車車車車にににに欲欲欲欲しいしいしいしい装備装備装備装備
　　　　※※※※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】】】】

59.8%59.8%59.8%59.8%

46.9%46.9%46.9%46.9%

28.8%28.8%28.8%28.8%

27.4%27.4%27.4%27.4%

26.3%26.3%26.3%26.3%

20.1%20.1%20.1%20.1%

15.4%15.4%15.4%15.4%

2.1%2.1%2.1%2.1%

10.9%10.9%10.9%10.9%

56.7%56.7%56.7%56.7%

45.3%45.3%45.3%45.3%

20.8%20.8%20.8%20.8%

29.1%29.1%29.1%29.1%

25.6%25.6%25.6%25.6%

16.0%16.0%16.0%16.0%

12.1%12.1%12.1%12.1%

2.0%2.0%2.0%2.0%

13.7%13.7%13.7%13.7%

63.6%63.6%63.6%63.6%

49.4%49.4%49.4%49.4%

34.7%34.7%34.7%34.7%

24.2%24.2%24.2%24.2%

26.1%26.1%26.1%26.1%

24.7%24.7%24.7%24.7%

16.4%16.4%16.4%16.4%

1.7%1.7%1.7%1.7%

7.8%7.8%7.8%7.8%

64.9%64.9%64.9%64.9%

46.8%46.8%46.8%46.8%

59.7%59.7%59.7%59.7%

29.9%29.9%29.9%29.9%

32.5%32.5%32.5%32.5%

28.6%28.6%28.6%28.6%

35.1%35.1%35.1%35.1%

5.2%5.2%5.2%5.2%

5.2%5.2%5.2%5.2%

0%0%0%0% 50%50%50%50% 100%100%100%100%

室内消臭機能室内消臭機能室内消臭機能室内消臭機能

撥水撥水撥水撥水シートシートシートシート

大型大型大型大型シートカバーシートカバーシートカバーシートカバー

高熱線吸収高熱線吸収高熱線吸収高熱線吸収UVUVUVUVカットガラスカットガラスカットガラスカットガラス　　　　

犬犬犬犬のののの様子様子様子様子がががが確認確認確認確認できるできるできるできるシートアレンジシートアレンジシートアレンジシートアレンジ

犬犬犬犬がががが乗乗乗乗りやすいようなりやすいようなりやすいようなりやすいようなステップステップステップステップのののの低低低低ささささ

犬犬犬犬がががが乗乗乗乗りやすいようなりやすいようなりやすいようなりやすいようなステップステップステップステップのののの補助補助補助補助

そのそのそのその他他他他

特特特特にににに欲欲欲欲しいしいしいしい装備装備装備装備はないはないはないはない

全体全体全体全体【【【【 nnnn ==== 1000100010001000 】】】】 小型犬小型犬小型犬小型犬【【【【 nnnn ==== 563563563563 】】】】 中型犬中型犬中型犬中型犬【【【【 nnnn ==== 360360360360 】】】】 大型犬大型犬大型犬大型犬【【【【 nnnn ==== 77777777 】】】】
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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） 

◆◆◆◆インターネットインターネットインターネットインターネット上上上上でででで愛犬愛犬愛犬愛犬ブログブログブログブログをををを公開公開公開公開しているかしているかしているかしているか
　　　　※※※※単一回答形式単一回答形式単一回答形式単一回答形式
　【　【　【　【nnnn====1000100010001000】】】】

82 .4%82 .4%82 .4%82 .4%

85 .1%85 .1%85 .1%85 .1%

76 .5%76 .5%76 .5%76 .5%

80 .6%80 .6%80 .6%80 .6%

86 .0%86 .0%86 .0%86 .0%
8 .0%8 .0%8 .0%8 .0%

6 .5%6 .5%6 .5%6 .5%

11 .8%11 .8%11 .8%11 .8%

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

5 .1%5 .1%5 .1%5 .1%

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

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

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

12 .9%12 .9%12 .9%12 .9%

11 .8%11 .8%11 .8%11 .8%

10 .6%10 .6%10 .6%10 .6%

12 .5%12 .5%12 .5%12 .5%

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

9 .8%9 .8%9 .8%9 .8%

89 .6%89 .6%89 .6%89 .6%

83 .2%83 .2%83 .2%83 .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====1000100010001000】】】】

雑種雑種雑種雑種（（（（ミックスミックスミックスミックス）【）【）【）【nnnn====173173173173】】】】

ミニチュアダックスフントミニチュアダックスフントミニチュアダックスフントミニチュアダックスフント【【【【nnnn====136136136136】】】】

柴犬柴犬柴犬柴犬【【【【nnnn====94949494】】】】

チワワチワワチワワチワワ【【【【nnnn====68686868】】】】

トイプードルトイプードルトイプードルトイプードル【【【【nnnn====62626262】】】】

シーズーシーズーシーズーシーズー【【【【nnnn====50505050】】】】

公開公開公開公開しているしているしているしている 過去過去過去過去にににに公開公開公開公開していたがしていたがしていたがしていたが、、、、現在現在現在現在はしていないはしていないはしていないはしていない 公開公開公開公開していないしていないしていないしていない
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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） 

◆◆◆◆ペットペットペットペット保険保険保険保険にににに加入加入加入加入しているかしているかしているかしているか
　　　　※※※※単一回答形式単一回答形式単一回答形式単一回答形式
　【　【　【　【nnnn====1000100010001000】】】】

26 .5%26 .5%26 .5%26 .5%

39 .8%39 .8%39 .8%39 .8%

18 .9%18 .9%18 .9%18 .9%

48 .6%48 .6%48 .6%48 .6%

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

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

30 .0%30 .0%30 .0%30 .0%

28 .6%28 .6%28 .6%28 .6%

46 .9%46 .9%46 .9%46 .9%

28 .1%28 .1%28 .1%28 .1%

36 .4%36 .4%36 .4%36 .4%

10 .0%10 .0%10 .0%10 .0%

14 .7%14 .7%14 .7%14 .7%

12 .9%12 .9%12 .9%12 .9%

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

15 .6%15 .6%15 .6%15 .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====1000100010001000】】】】

愛犬愛犬愛犬愛犬ブログブログブログブログをををを公開公開公開公開しているしているしているしている【【【【nnnn====70707070】】】】

過去過去過去過去にににに愛犬愛犬愛犬愛犬ブログブログブログブログをををを公開公開公開公開していたがしていたがしていたがしていたが、、、、

現在現在現在現在はしていないはしていないはしていないはしていない【【【【nnnn====98989898】】】】

愛犬愛犬愛犬愛犬ブログブログブログブログをををを公開公開公開公開していないしていないしていないしていない【【【【nnnn====832832832832】】】】

加入加入加入加入しているしているしているしている

加入加入加入加入していないがしていないがしていないがしていないが、、、、加入加入加入加入したいとしたいとしたいとしたいと思思思思うううう

加入加入加入加入していないししていないししていないししていないし、、、、必要必要必要必要ないとないとないとないと思思思思うううう

ペットペットペットペット保険保険保険保険があることをがあることをがあることをがあることを知知知知らないらないらないらない
 

（図 11） 

◆◆◆◆愛犬愛犬愛犬愛犬とのとのとのとの車車車車でのおでのおでのおでのお出掛出掛出掛出掛けがけがけがけが似合似合似合似合ううううタレントタレントタレントタレント

　　　　※※※※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====1000100010001000】】】】

（（（（人人人人））））

1111 所所所所ジョージジョージジョージジョージ 95959595

2222 ベッキーベッキーベッキーベッキー 93939393

3333 木村拓哉木村拓哉木村拓哉木村拓哉 64646464

4444 川島川島川島川島なおなおなおなお美美美美 57575757

5555 関根勤関根勤関根勤関根勤 27272727

6666 上戸彩上戸彩上戸彩上戸彩 24242424

7777 浅田真央浅田真央浅田真央浅田真央 20202020

8888 志村志村志村志村けんけんけんけん 15151515

9999 ほしのあきほしのあきほしのあきほしのあき 14141414

9999 浜崎浜崎浜崎浜崎あゆみあゆみあゆみあゆみ 14141414
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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：愛犬とのドライブに関する調査 
◆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 

月に1回以上自動車を運転し、愛犬と一緒に車で出掛けたことがある 
18歳以上の男女 

◆調査期間：2010年2月23日～2月26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、「、「、「、「ソニーソニーソニーソニ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くくくださいますようださいますようださいますようださいますよう、、、、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■■ 


