令和元年 8 月 7 日
通販事業者各位
公益社団法人

日本通信販売協会
事 務 局

配送満足度調査の実施について
いつも協会活動にご支援・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
さて、この度ＪＡＤＭＡ物流委員会の企画により、配送満足度調査を開催することになり
ました。これは、調査に参加の各社が同時期・同内容で消費者に向けて配送に関するアン
ケートを実施し、その回答をＪＡＤＭＡ主体で調査するというものです。自社のアンケー
ト代わりとしてはもちろん、参加社の平均値との比較ができるというのが大きな特長です。
過去に４回実施しており、前回の２０１６年に実施した際は宅配クライシスが起こる前で
したので、その後の動向把握にもお役立ていただける調査かと存じます。
これまでは物流委員会メンバーを中心に正会員社から参加企業を募集しておりましたが、
今回は会員社に限らず、一般の通販事業者からも参加を受け付ける予定です。
ご検討のほどよろしくお願い申しあげます。
記
1. 調査概要
（1） 目的

これまで物流委員会で過去４回「配送満足度調査」を実施してきた。
近年再配達が問題になるなど、物流への関心が高まっていることを受け、
正会員に限らず、一般の通販事業者からも参加企業を募集する。
今回の調査は前回との比較のほか、置き配の意識についても項目を追加
する。また前回に引き続き、インターネットでの調査も行う。
（2） 期間
２０１９年１０月４日（金）～１０月２４日（木）
（3） 地域
全国あるいは各社で選定した限定地域
（4） 方法
ハガキ、およびインターネットによる調査
（当調査に参加する企業は、指定された調査期間内に配送する商品（小
物を対象）にアンケートはがきを同送する。ハガキにはＱＲコードが書
かれており、インターネットからの回答も可能。）
（5）フレーム 各社の対象者特性（性別・年齢別・地域別）分析が可能となるよう、前
回の回答率５.７％以上の回収を目指す。
（6）報告書
個別報告書１２ページ程度（全体平均の数値と自社の調査結果の比較が可
能な報告書をお送りします。配送サービスの向上等にお役立てください）

2. 参加費
商品と同送するハガキの通数に応じて、以下の３パターンとします。お申し込み時に
ご希望をお知らせください。
お申し込み受付後、請求書を発行いたしますので、請求書記載の期日までにお支払い
ください。
Ａ．5,000 通参加
会員／120,000 円、一般／160,000 円（税抜）
Ｂ．10,000 通参加 会員／170,000 円、一般／220,000 円（税抜）
Ｃ．20,000 通参加 会員／240,000 円、一般／300,000 円（税抜）
（10 月以降の調査ですので、消費税率は 10％となります）
3. スケジュール
９／９（月）
９／２６（木）

申し込み締切
アンケートハガキを各社に納品、ＷＥＢページアップ
（万一不備がございましたら、９／３０までにご連絡ください）

１０／４（金）～
１０／２４（木）

アンケートハガキを商品に同送

１０／４（金）～
１１／３０（土）

ハガキ回収、ＷＥＢページ収集

１２／１（木）～
２月～３月

集計・分析開始
報告書発表
以

上

２０１９配送満足度調査申込用紙
(返信先：ＪＡＤＭＡ／田邉

FAX03-5651-1199 e-mail：jadma@jadma.or.jp

)

配送満足度調査に参加します
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調査にご協力のお願い
公益社団法人日本通信販売協会は、通信販売業界における商業倫理の確立と、取
引の公正化をめざして活動しています。
このたび、当協会では通信販売におけるお客様への配送サービスをよりよく改善
するために、会員社を通じてお届けする商品の配送状況につい
て調査を実施することになりました。
お客様にとりまして、より便利で、安心して通信販売をご利用
いただけるよう努力して参りますので、お手数ですがこちらの
おハガキ、または右記 QR コード（https://oooooooooo）より、
アンケートにご協力お願い申し上げます。
（勝手ながら商品到着後 2 週間以内にご回答下さい）
市区

府県

郡町村

ご職業

⑥その他（

宅配
ボックス

住宅形態

②会社員

世帯構成

ご年代

①持ち家／戸建て ②持ち家／集合住宅
③賃貸／戸建て ④賃貸／集合住宅

性別

ご住所

都道

①10 代 ②20 代 ③30 代 ④40 代
⑤50 代 ⑥60 代 ⑦70 代 ⑧80 代以上

①学生

◆アンケート◆（○を付けてください）
問 1. -a この商品をお届けした配送会社はどちらですか？
1. ヤマト運輸 2. 佐川急便 3. 日本郵便 4. その他 5. 不明
-b どこで受け取りましたか？
1. 自宅（対面） 2. 自宅・マンションの宅配ボックス
3. 駅などの宅配ロッカー 4. ポスト投函（メール便） 5. コンビニ
6. 配送会社の事業所 7. 職場 8. その他（
）

①男性

①単独世帯

②女性

②2 人以上世帯

①エントランスに有 ②玄関に有
③無 ④その他（
）

③パート・アルバイト

④専業主婦

⑤無職

問 2. -a ご注文から商品の到着まではどのくらいかかりましたか？
1. 当日 2. 翌日 3. 3 日以内 4. 一週間 5. それ以上
-b ご注文の際に日時指定をされていましたか？
1. 指定した 2. 指定しなかった 3. 選べなかった
問 3. この商品は何回目の配達で受け取りましたか？
1. 1 回目で受け取った 2. 2 回目で受け取った 3. 3 回目以上
問 4. 商品の受け渡しには満足されましたでしょうか？
（1）はい（満足した）
（2）いいえ →不満足の理由は？（いくつでも）
1. 配達員の態度 2. 日時指定の不履行 3. 不在再配達の連絡に関して
4. その他（
）
問 5. 配送サービスで大切だと思われる項目をお選び下さい。（いくつでも）
1. 配達日指定 2. 配達時間帯の指定 3. 事前のお届け通知
4. 早朝・深夜の受け取り 5. 対面での受け取り 6. 置き配 * での受け取り
7. ポスト投函 8. コンビニ受け取り 9. ロッカーでの受け取り
10. 当日・翌日配送 11. 代金引換 12. ギフト包装が選べる
13. 配送会社を選べる 14. その他（

）

* 置き配…玄関先など予め指定した場所に荷物を置き、サイン不要で配送完了となるサービス

問 6. -a 昨今話題の置き配について、使ったことはありますか？
（1）使ったことがある （2）使ったことはない
-b 今後置き配を使いたいと思いますか？
（1）使いたい （2）使いたくない →使いたくない理由は？（いくつでも）
1. 盗難が心配 2. オートロックだから 3. 不在だと知られてしまう
4. 個人情報の漏洩 5. 事業者が非対応 6. 必要ない
7. その他（
）
問 7.

配送料金を含む、配送に関するご意見をお聞かせ下さい。（良い点・改善希望点等）

）

当調査につきましてご不明な点は、（公社）日本通信販売協会
TEL 03-5651-1155 までお願いいたします。

Ａ

―ご協力ありがとうございました−
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