


■ 口コミやおすすめの心理～話題になるスーパーって？～ （2P～11P）

・他人の評価が購買に及ぼす影響 4P

・他人の評価を参考にしたい理由 5P

・口コミやおすすめと購買の関係 6P-7P

・口コミの情報源と拡散力 8P-9P

・話題になるスーパーとは？ 10P-11P

【調 査】

口コミやおすすめの心理
～話題になるスーパーって？～

商品レビューとおすすめに関するアンケート
対象者：マイ・グリーンスタンプアンケートモニター 43,225名 調査時期：2022年2月1日～2月6日
調査方法：WEB回答 回答者数：3,166名（女性：2,454名男性：712名）

調査概要

5192

男女年代別構成比 職業別構成比

年代 女性 男性 合計 ％
～ 代
代
代
代
代
代～
合計

職業 女性 男性 合計 ％
専業主婦 主夫 ・無職

有職者
その他

合計

◆調査の目的

インターネットや の発達によって、消費者自身が手軽に商品やサービスに関する情報を収集したり、
発信ができる時代になりました。「この商品がよかった！」「このサービスがおもしろい！」などと で拡散
され話題になる、いわゆる“バズる”という状態は、時に企業側が広告宣伝するよりも大きな購買効果を
生みだします。

そのような他者の口コミや評価に影響を受けやすい昨今の購買行動を考えるべく、今号は
口コミやおすすめに関するお客様の心理をテーマにいたしました。消費者の心理を掴み、来店
されたお客様が「このスーパーはとってもよかった！」と、誰かに拡散したくなるようなお店作りを
考えるきっかけとなれば幸いです。

■ 主婦の目レポート（12P）
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◆今号の総括

■他人の評価が購買に及ぼす影響

商品の購入を検討する際、事前に知っておきたい情報としていちばん多かったのは「価格・相場」、続いて
の方が「購入した人の口コミやレビュー」と回答しました。口コミやレビューは「 割～ 割程度」も購買

の参考にされており、消費者の購買行動に影響を及ぼしていることがうかがえます。口コミやレビューは、どの
年代の方も主に「買い物に失敗したくない」という理由で参考にされていますが、特に年配の方は「情報を
端的に知ることができる」という点も理由になっているようです。情報が溢れる社会の中では、「誰かが良い
悪いと評価したものはきっとその通りだろう」というのも、昨今の購買行動における一つの判断基準なのかも
しれません。

■口コミやおすすめは購買に結び付くのか？
評判の良さや他者からのおすすめがきっかけで、新たに商品を購入したことがある方は、 いました。
食料品やお菓子などは、 割以上の方が購入した経験があるそうです。口コミやレビューというと、家電など
の高額な買い物の際に参考にすることが多いかと思われます。それに比べると食料品は単価が低いため「気
になるからとりあえず買ってみよう」という気持ちで試せる点が、実際の購入に結び付きやすい要因ではない
でしょうか。 などの販促物に、「お客様から人気」や「話題の商品」などの文言があると、お客様の「自分
も試してみよう」という気持ちを刺激することができるかもしれません。

■口コミの拡散力
自身が購入した商品の感想や評価を他者に共有した経験がある方は ％
いらっしゃいました。拡散先はご家族や友人などの身近な方が約 割です。良い
評価も悪い評価も含めて、「共有したい」「共感してほしい」と思う経験が拡散に
繋がるようです。

■話題になるスーパー
普段よく行くスーパーのことを話題にしたことがある方は いました。スーパーに関する話は家庭内の会
話に留まらず、「友人・知人・職場の方との間」でも積極的に情報交換が行われているようです。「お客様を
呼び込むための施策を打ったが、お客様になかなか情報が伝わらない ＝企画が認知されない 」という状
況を経験した企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。企業側の告知の徹底は継続していかなければな
りませんが、お客様が思わず人に話したくなる「拡散力」を上手く活用できると、新たな集客に繋がるかもし
れません。
普段利用しているスーパーを他者におすすめする際のポイントを年代別に見ると、若い世代は「価格の安
さ・コスパの良さ」、 代以上では「鮮度・品質」といったキーワードが見えてきました。呼び込みたい世代の
関心が高い要素を強化することで、お客様同士でいい評判が伝播する、おすすめされるスーパーになること
ができるのではないでしょうか。

519 3

価格・相場
購入した人の口コミやレビュー

製造・販売会社
商品の人気度
発売からの年数

制作過程のエピソード
その他

知っておきたい情報はない

商品に関するどんな情報を､事前に知っておきたいと思いますか？
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よく見る やや見る どちらとも
言えない

あまり
見ない

商品の口コミやレビューを見る人は ％
ほとんど見ない

割 割 割 割 割 割 割 割 割 割

高

お買い物の際に、商品の口コミやレビューを見たことがある人は72%いました。

購買シーンにおいて、他人の評価や意見は欠かすことのできない情報の一

部となっているようです。目にした口コミやレビューは、5割～7割程度参考

にされており、その影響力の強さがうかがえます。

他人の評価が購買に及ぼす影響は？

商品を購入する際に、商品の口コミやレビューを見ることはありますか？

5194

■年代別 代以上の 人※どちらとも言えないを除く

口コミやレビューを見る 人

口コミやレビューは商品を購入する際、どの程度参考にしますか？

よく見る
やや見る

あまり見ない
ほとんど見ない

代
代
代
代以上

若い世代の方が
口コミやレビューを
見ることが多い
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口コミやレビューを参考に商品を購入したことがある 人

口コミやレビューを参考にしたいと思うのは何故ですか？

519 5

なるべく失敗のない買い物をしたいから

参考にしたい情報を端的に知ることができるから

消費者の声は信頼できるから

新しいものを試すのが好きだから

流行にのりたいと思うから

失敗のない
買い物

情報を
端的に知れる 信頼できる 新しいものを試す 流行にのりたい

代
代
代
代以上

■年代別 口コミやレビューを参考に商品を購入したことがある 代以上の 人

「口コミやレビューをあまり見ない派」のご意見

・物事の感じ方や考え方は人それぞれなので、人の意見に左右されたくないから。 代 新潟県
・自分が本当に必要な買い物は、自分のインスピレーションのほうが大事だと思う。
特に毎日使うようなものは。 代 宮崎県
・よく売れている物と、自分が欲しいものは違うことが多いので。 代以上 広島県
・顔の見えない方の口コミは、信頼できないから。 代 大阪府

口コミやレビューなどの他人の意見を参考にするのは、「買い物に失敗したく

ない」という気持ちや「情報を端的に知りたい」という理由があるようです。

例えば、お客様一人からのお店や商品に対する良い評価・悪い評価は、

その人のみならず、それを見た（知った）別の誰かからの評価にも影響を及

ぼす可能性があるということです。

どうして他者の評価を参考にしたいの？
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高

5196

他者からのおすすめや世間の評判をきっかけに
これまで購入したことがなかった商品を購入したことがありますか？

時々ある
％

どちらとも言えない あまりない ほとんど
ない

おすすめを参考に新たに商品を購入したことがある人は ％

よくある ％

他者からのおすすめや世間の評判がきっかけで購入したことがある商品をお選びください。

食料品・飲料

お菓子・スイーツ

美容品・化粧品

家電・電子機器

日用品

衣料品・装身具・服飾雑貨

趣味関係のもの

家具・寝具

ゲーム

他者からのおすすめで商品を購入したことがある 人

世間での評判の良さや他者からのおすすめで､新たに商品を購入したことが

ある方は42%いました。食料品やお菓子などは、6割以上の方が購入の経

験があるそうです。単価が低めで試しやすく、すすめられたものを気軽に購

入できることが要因ではないでしょうか。

口コミやおすすめは購買に結び付くの？
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519 7

スーパーからお客様へのおすすめ商品のご案内や提案についてどのように感じますか？

口コミやレビュー、他者からのおすすめを参考にして商品を購入した際の
成功談・失敗談などのエピソードを教えてください。(※食品に関するエピソードを抜粋

他者からのおすすめで商品を購入したことがある 人

購入したことがない商品を購入するきっかけになる

商品を選ぶのが楽になる

ありがたいので積極的に案内してほしいと思う

自分に合いそうなものだけ案内してほしい

スーパーから商品をおすすめされたくない

身近なスーパーでもぜひ実施してほしいと思う

■成功談

■失敗談

・食べたことのない商品を友人からすすめられて、見た目と違ってとても美味しくて早く買えばよかっ
たと思いました。 代 東京都
・食品や趣向品は知り合いの意見などで購入すると外れることが無いのでありがたい。

代 福岡県
・冷凍されているスイーツやマカロン・ケーキなど、今迄買った事が無かったが、急な来客などに便
利だった。味も美味しい。 代 群馬県
・柑橘を通販で良く買うので、販売店や商品の口コミは見ます。思っていた以上に甘く美味しいも
のが届いて嬉しかった。当然リピート買いしています。 代 北海道

・美味しいと聞いたソースを買いましたが、そんなに好みではなく使い切れなかったこと。
代 神奈川県

・もつ鍋のモツのこれが美味しい！と同僚に教えてもらって買ってみたが口に合わなかった。
代 北海道

・焼き肉のたれを探しランキングサイトにて上位 位を買ってみたが、一つしか美味しいと思えるもの
がなく、残念な思いをした。 代 京都府
・以前食べる炭を購入しました。その時のレビューは、善し悪しが半々で良い評価もあったので買っ
てみましたが、私の口には合いませんでした。食べ物の好みは人それぞれなので難しいです。

代 群馬県

味覚は人それぞれなので、例え人気商品やおすすめされた商品といえど､

自分には合わないと感じた経験をお持ちの方がいるようです。自分の食の

好みを知っているご家族や友人からのおすすめは失敗が少なかったという

声もありました。購買データから食の好みや傾向を推察し、お客様それぞれ

に合った商品をおすすめできると、新たな購買のきっかけづくりができるかも

しれません。
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どんな媒体・方法を通じて口コミやレビュー情報を収集しますか？

5198

代以上の 人 ※どちらとも言えないを除く

商品の販売サイト
ご家族・友人・知人など

番組・

雑誌

ラジオ

ご自身が商品を購入した感想や評価などを他者に話したり共有したりした経験はありますか？

時々ある どちらとも
言えない あまりない ほとんどない

よくある ％

自身の購入した感想や評価を他者に共有した経験がある人は ％

よくある 時々ある あまりない ほとんどない
代
代
代
代以上

■年代別 若い人の方が
自分の感想や評価を
他者に共有しやすい

口コミやレビューを見る 人

ネット通販など販売サイトに口コミ評価がある場合は、それを参考にすること

が多いようです。また、ご家族やご友人などの身近な方との交流の中でも、

情報を収集することがあるようです。

口コミの情報源と拡散力
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高

519 9

なぜ他者に商品の感想や評価を共有しようと思いましたか？

自分の体験を他者に共有したいから

自分の気持ちを他者に共感してほしいから

特に意味はない

商品の販売企業の応援のため

口コミを投稿することでインセンティブがもらえたから

商品の販売企業の成長のため

他者からの反応 いいねや など がほしいから

家族や友人との会話の中で

商品を購入した サイト上に

への投稿

への投稿

への投稿

どのような場面・手法で自身の購買経験を話したり共有したりしましたか？

自分の購入した感想や評価を他者に共有したことがある 人

自分の購入した感想や評価を他者に共有したことがある 人

４１％の方が商品に対する感想や評価を他者に拡散した経験があるそうで

す。特にご家族や友人との会話など身近な方の間で話題にされています。

自分の体験・評価を他者に共有したい・共感してほしいという思いがあると、

他者への拡散に繋がるようです。
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人

普段よく行くスーパーに関することを話題にしたり他者と情報交換したりしたことはありますか？

51910

あるない

・ 代の子供有無別

代 代 代 代以上

情報交換したことがある 代以上 人
■スーパーに関する情報交換をしたことが「ある」人年代別

小学生以下の子供と同居している
小学生以下の子供と同居していない

％
％

スーパーに関する情報収集や情報交換はどなたとの間で行いましたか？

情報交換したことがある 人

友人・知人・職場の人の間で

ご家族との間で

ママ友・パパ友の間で

趣味・サークル仲間の間で

普段よく行くスーパーのことを話題にしたことがある方は51%いました。

30代では、他の世代に比べてスーパーを話題にする割合が少ない結果と

なりましたが、子供と同居していたり、ママ友・パパ友などのコミュニティがあ

ると、そうでない方に比べてスーパーを話題にしやすいようです。

話題になるスーパーって？
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ご自身が普段よく行くスーパーについて、他者におすすめできそうと感じるのはどんなことですか？

普段よく行くスーパーをおすすめできる 人

519 11

価格の安さ・コスパの良さ
鮮度・品質の良さ

品揃えの良さ
特売日に関する情報
店内の広さ・キレイさ

接客の良さ
割引券・サービス券などが充実
そこでしか買えない商品がある
社会・地域貢献をしている

価格 鮮度・
品質 品揃え 特売日 広さ・

キレイさ 接客 割引券・
サービス券

他店で
買えない
商品

社会貢献・
地域貢献

代

代

代
代以上

■年代別 普段よく行くスーパーをおすすめできる 代以上の 人

・ 時間営業
・夜間の品揃えがよい
・駐車場の使い勝手が良い
・楽天ポイントやｅｄｙが使える
・減塩商品を積極的に販売している
・来店するとポイントが貯まるゲームができる

・賞味期限が近いものが半額になっている
・社員を大切にしているように感じる
・シルバー割引（ 歳以上の方に対する割引）
・ひと月ごとに特売情報を前もって告知してくれる

選択項目以外の回答

世代ごとに比較すると、若い世代は「価格の安さ・コスパの良さ」、60代以上

では「鮮度・品質」が、他者におすすめしやすい要素として挙がっています。

呼び込みたい世代に「ウケる」取り組みを強化することで、身近な相手との

会話で話題にしてもらいやすくなったり、いい評判の拡散効果が見込めるの

ではないでしょうか。
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