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意識調査

全体（n＝10000）

る。では家具のレンタ
ル経験を聞くと ・１
％が利用したことがな
かったが、レンタルし
たいかを聞くと、新品
の家具であれば４人に
１人が「利用してみた
い」
（ ・４％） と意
欲的だった。（図１）
次に、家具をレンタ
ルしてみたい人１００
０人に聞いた。
「家具
は多少高くても良いも
のを長く使いたい」
（ ・５％）とこだわ
りが強いが、
「初期費

用の高さで躊
躇」（ ％）
、予
算オーバーする
と 約 ６ 割 が「 予
算内で他の商品
を 購 入 」（ ・
３％） して諦め
ている。 また全
体の７割が家具
選 び に「 こ だ わ
りがある」
（
・１％） が、 実
際家に置いてみ
る と「 し っ く り
こなかった」
（ ・８％）
り、
「使ってい
るうちに飽きた」
（
・６％）りしている。
家具を所有すること
には色々問題もあるせ
いか、 約半数の人が
「できれば所有したく
ない」
（ ・３％） と
回答。
「安ければ購入
よ り レ ン タ ル 」（ ・
５％）を選ぶ傾向が見
えた。
（図２）
今後、自由度の高い
レンタル家具を検討す
ることは、所有しない
時代の一つの選択とな
るかもしれない。
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６月 日に 年の歴史 ロ ン ト リ テ イ リ ン グ
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日まで閉店売り尽くし ル、Ｌリアルエステー
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、
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〈調査概要〉
調査方法：インターネット調査
対 象 者：一都六県の20代〜60代の男女（事前調査
は１万人。本調査は、事前調査で家具レ
ンタル利用意向者から1,000人）
調査期間：2017年９月７日〜９月10日
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「モノを所有しない
生き方」が様々な分野
で、拡大している。
家具通販のディノス
・セシール（東京都中
野区） が、
「家具とラ
イフスタイルに関する
意識と実態調査」を行
なった。
一都六県の 代〜
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今回も雨天・荒天の
際は、会場が地下３階
の観世能楽堂に変更す
る旨があらかじめ告知
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