
会場：代々木公園イベント広場およびケヤキ並木

【アンケート集計】

取扱注意・関係外秘

この冊子には主催者・制作者をはじめとする関係各社が管理する機密情報・個人情報が含まれています。

取扱には十分に注意し、不要になった際は主催者に返却もしくはシュレッダー処理など適切な方法にて破棄してください。

代々木公園わんわんカーニバル２０１９
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 アンケート集計

アンケート

1．「代々木公園わんわんカーニバル」何回目のご来場ですか？

2．「代々木公園わんわんカーニバル」はどこでお知りになりましたか？

インターネット情報サイト名

ヤフー
ペットタイムズ
わんわんカーニバル
代々木公園
グーグル
その他

you tube
通りがかり
TV放送
ショップ名

マンダリンブラザーズ
kittin Dog
アクンディ
ジョーカー
sizuka
ライフライク
サンコー
京丹波　自然工房
みかんのリボン
ブログ名

毛玉きょうだい
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アンケート

3．どちらから何人でいらっしゃいましたか？

愛犬同伴ですか？
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アンケート

4．今日は何でお越しになりましたか？

5.問４にて、電車またはその他をお選び頂いた方へお尋ねします。現在お車はお持ちですか？

車種

アイシス オデッセイ デイズ MINI

アウディ キューブ デリカ ラクティス

アウトランダー クラウン トヨタ ランクル

アルファード サントン パサート レクサス

インサイト サンバ パッソ ワーゲン

インプレッサ シエンタ BMW ワゴンR

ウイッシュ ジャガー フィット エブリー

ウイングロード シャトル フィールダー エルグランド

ヴィッツ スイフト フリード タント

ヴェルファイア スズキ プリウス ティーダ

ヴォクシー ステップワゴン プレジデント ホンダエリシオン

エスティマ スバル ベンツ ポロ

エスファイア スペーシア ポルシェ ソリオ

エヌボックス セレナミニバン ポルテ エヌワゴン



page 4

アンケート

6．今後、車の購入のご予定はありますか？

9.3%

90.7%

はい

いいえ

車種

アルファード

SUV

エヌボックス

エブリィ

キャンピングカー

シエンタ

スズキ

ステップワゴン

ダイハツ タント

フリード

ベンツ

ミニバン

7．性別と年齢をお聞かせ下さい。

75.8%

24.2%

女性

男性
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アンケート

8．「代々木公園わんわんカーニバル」で何を楽しみに（目的に）来ましたか？（複数回答可）

9．「代々木公園わんわんカーニバル」について、どう感じましたか？
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アンケート

10.問9で回答した理由をお聞かせ下さい。

非常に良かった理由

出店が多い
たくさんのわんちゃんに会える

見やすかった

通常より安く手に入る

楽しい

色んなペット用品を買えた

無料

希望していたものが買えた

友達に会える

イベントが多い

活気があふれていた

気軽に来やすい

品数が豊富

いつも楽しみにしている

良かった理由

犬も人も楽しめる
ワンコの体に良いフードやおやつ、デリと出会える

愛犬が喜んでいる

広くて動きやすい

同じ愛犬家同士で話せる

年々見応えがある内容になっている

目当てのお店があった

思ってもいないお得な買い物ができた

イベントが多い

活気があふれていた

お買い得商品があるから

爪切りが良かった

解放感があっていい

たくさんの犬がいるのに混乱せず平和が保たれている

大型犬の服もいっぱいあった

ふつうの理由

毎年同じ内容だから
歩きにくい

犬のカートが多すぎて歩きにくい

あまり犬と触れ合う機会がない

駐車場が少ない

どこも一緒になってきた

予想ほどでもなかった理由

一緒にできることがあるといい

道が狭い
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アンケート

11．ショッピングモールで買い物をされましたか？またいくらお買い物されましたか？

1２.問10で「買わなかった」とお答え頂いた方にお尋ねします。理由をお聞かせ下さい。

買わなかった理由

着いたばかり

フリスビーが欲しい

犬を飼っていないから

高かった
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アンケート

1３.普段ドッグカフェはご利用になりますか？その頻度は？

良くいくお店

76カフェ すいらん

An’ｓカフェ レドゥブルー

DOG DEPT Neo Neo

愛犬ヴィレッジ バードバス

アネアカフェ たいちカフェ

アンディカフェ セントバーナード

風音 トシノコーヒー

カフェキャンディ タールム

カフェレミー 299カフェ

ガレージ うしすけ

かれんちゃん わんくる

サニーデイ ペニーレイン

しあんあらもーど 保護犬カフェ

下北沢ファーム 星野珈琲

ジョーカー ボンダイ

白いぬカフェ ミツイケカフェ

スタバ駒沢公園 ロクカフェ
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アンケート

14．現在お宅では犬を飼われていますか？

上位３犬種

トイプードル

チワワ

ミックス

犬種

トイプードル ヨーキー

チワワ セジョンフリーゼ

ミックス ペキニーズ

ダックス ボーダーコリー

柴 ミニチュアシュナウザー

ポメラニアン アメリカンコッカー

パピヨン ビーグル

キャバリア ビション

シュナウザー プードル

シーズー マルプー

マルチーズ イングリッシュコッカー

パグ ウィペット

フレンチブルドッグ ウェスティ

シェルティー ケアンテリア

ヨークシャーテリア トイマン

イタリアングレートハウンド パセンジー

コーギー ボルゾイ

ゴールデンレトリバー ワイヤーフォックステリア

ボストンテリア イタグレ

ジャックラッセルテリア オーストラリアンケルピー

ブリュッセルグリフォン グレートピレニーズ

ミニチュアピンシャー コイケルホンディユ

シェパード ラブラドルレトリバー

ダルメシアン バーニーズマウンテンドッグ

チン ボーダーテリア

トイマンチェスターテリア ボロニーズ

ドゥードゥル 豆柴
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アンケート

15．「はい」の方にお尋ねいたします。過去行って良かった・又はよく行っているドックラン等はありますか？

場所

Fetch ドギーズアイランド

woof ドッキーのおしじょう

愛犬ヴィレッジ ドッグタウン小豆沢

愛ズビレッジ 舎人公園

厚木市のたまご とよすイリオ

アニコム 中公園

荒川河川敷 那須動物王国

アンデルセン 七つ星ドッグラン

イーノの森 ネイチャーズビレッジ

イオンつくば 八王子市営ドッグラン

生田ワクワクドックラン はるひ野ダップルカフェ

池上公園 東松山公園

池ノ上本門寺 引地川

伊豆マグニテンドッグラン フィールドドッグガーデン

井の頭公園 二子玉川

ヴィーナスフォート ペットフォレスト

お台場ドッグリゾート ペニーレイン

小谷流 べんキッチン

落合公園 北海道

落合浄水場 舞浜ドッグラン

カインズ マザー牧場

カフェグラン 松戸ドッグラン

軽井沢 水元公園

木場公園 八街ドギー

口力公園 やどりき

京成ドッグラン 大和市ふれあいの森ドッグラン

京浜島 代々木公園

航空公園 ロイヤルホームセンター

小金井公園 ワフ・ワンパラ

こにわん ワンコット

駒沢公園 調布深大寺

幸手ドッグラン つくばの森

しっぽ舗 道満ドックラン
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アンケート

16.わんちゃんはどこで購入しましたか？(問14で「はい」の方のみ）

その他

保護

里子

知人から

17．犬以外の動物を飼われていますか？

その他

うさぎ

インコ

魚

亀

鳥

ハムスター

モモンガ

フェレット

プレーリードッグ

ハリネズミ

いもり
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アンケート

18．わんちゃんやペットと旅行の経験はありますか？

68.8%

31.2%
ある

特にない

上位３位

伊豆

軽井沢

箱根

場所

伊豆 九州 鬼怒川

軽井沢 神戸 京都

箱根 四国 清里

山梨 外房 草津

千葉 羽鳥湖 青森

那須 八ヶ岳 温泉

長野 山口 飼山

北海道 dogリゾートwoof 宮崎

河口湖 朝霧高原 秩父

福島 伊勢 中津川

静岡 海 名古屋

山中湖 江の島 浜松

レジーナリゾート エンゼルフォレスト 広島

キャンプ場 金沢 三浦海岸

栃木 鎌倉 水上

日光 関東全域 ルシアン

沖縄 北軽井沢 伊東

岐阜 しぶごえ 茨城

東北地方 下田 大阪

全国 白河 高山

熱海 仙台 蓼科
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アンケート

19．お住まいはどのような形態ですか？

20．「代々木公園わんわんカーニバル」にまた来たいと思いますか？
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アンケート

21．いつもご使用のドッグフードの商品名を教えてください。

上位３位

ロイヤルカナン

サイエンスダイエット

モグワン

商品名

ロイヤルカナン ピュリナワン

サイエンスダイエット ビルジャック

モグワン フォルツァ10

シュプレモ フッセ

ニュートロ ブラックストリーム

アカナ プリスミックス

手作り プリモ

カナガン ブリリアントメロウ

ヒルズ ペティグリー

K9 ホリスティックレセピー

色々 マカナ

キアオラ 満腹サポート

アーテミス みちのく

愛犬元気 メタボリックス

ランフリー 森乳低アレルゲンフード

オリジン ユーカヌバ

K9 ランシールミックス

ナウ ロビンソン

ナチュラルハーベスト ワイルドレシピ

ブル 和のきわみ

ポチ ワンズデリ

吉岡ゆりょう わんのはな

ロータス ワンフー

アイムス AATU

犬のしあわせ ケンネルオリジナルチキン

クプレラプレミアムベニソン コジマのペットフード

どっとわんごはん サイエンスヒルズ

ブッチ 自然馬肉づくり

ブラックウッド 消化ケア

プレイアーデン 消化器サポート

ベストバランス スマイリー

レセピー スーペリア

GO ソルビダ

アボダーム ディアラ

カムカム ドッグスタンス

グランデリ ナチュラリーフレッシュ

サイエンス ナチュラルチョイス

シーザー ナチュラルナース

ツインズ ハーガル

低分子プロテイン パーフェクトワン

デビフ 八王子ドッグフード工房

ナチュラル ハッピードッグ

ナチュラルドッグフード ビタワン

ナチュラルバランス ピナクル

バンガード ピュアプロテイン

ファインペッツ ピュアラックス

フィッシュ wd

メディコート アーゼイレデイリシュ

abf アウンスナチュラルドッグフード

ATTO アズミラ

BSK アミノフォーミュラ

fan Tmal アミノプロテクト

MMスーハ アレルゲンカット

PH 犬の気持ち

Pochi ウィンシュ
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アンケート

22.いつものペットフード購入場所を教えてください。（複数選択可）

23.今後「わんわんカーニバル」を開催してほしい場所をお書きください。

場所

横浜 多摩川

代々木公園 つくば

駒沢 所沢

埼玉 豊洲

東京都内 羽根木公園

さいたまスーパーアリーナ 東綾瀬公園

駐車場の多い所 日立海浜公園

中野 日比谷

お台場 府中

神奈川 平塚総合公園

木場公園 平和島

昭和記念公園 平和の森公園

千葉 南大沢

光が丘公園 メットライフドーム

幕張 山下公園

井の頭公園 山梨

西武ドーム 荒川河川敷運動公園

水元公園 アンデルセン公園

柏の葉キャンパス イオンレイクタウン

川崎 浮間公園

小金井公園 海老名

湘南 大阪

新宿 吉祥寺

舎人公園 砧公園

池袋 航空公園

茨城 下北沢

上野公園 石神井公園

大宮公園 杉並原っぱ広場

春日部 立川

群馬 立川国立公園

静岡 多摩

世田谷 二子玉川

日産スタジアム 町田
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アンケート

24.「代々木公園わんわんカーニバル2019」へのご意見等をお書きください。

良い意見

学生さんが頑張っていた

時期としては今頃がベスト

ＣＩＴＹ ＤＯＧ（撮影会）良かった

スタッフが頑張っていた

駐車場が多くて良い

楽しい

お店が増えてうれしい

今後もずっと続けてほしい

良くない意見

犬種別パレードがなくて残念だった

犬のカートが多く歩くのが大変

狭い

駒沢公園でのイベントの方が見やすい

トイレでペーパー切れしていた

トイレットペーパーが流れなかった

ゴミ捨て場少ない

地図が分かりにくい

マテ王のルールが分かりづらい

マテ王の時のスタッフの言動が不快だった

要望

犬用トイレが欲しい

きれいに使える犬のトイレを作ってほしい

3日以上などイベント日数を増やして欲しい

抽選会などやってほしい

もっと座れる場所が欲しい

レースを増やして欲しい

犬種で写真撮影会をしたい

休憩所や日陰を増やして欲しい

サンプル品がもっとあるといい

開催期間を長くして混雑を分散させてほしい

飲食スペースを広くしてほしい

ファッションショーが見たい

同犬種撮影会をしたい

イヌリンピックの様なものをやってほしい

各店の行列を整理誘導してほしい

仮装コンテスト

犬のトイレＢＯＸや水飲みＷＣを点在させてほしい

フォトスポットを増やして欲しい

店をジャンルごとに分けてほしい

飼い主が身に着ける小物やバックが欲しい

しつけ教室をやってほしい

飼い主のマナー講習をやってほしい

入口でトイレの袋配布してほしい
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社名 ■ 株式会社エーエスピー
http://www.asp-agency.co.jp/

設⽴ ■ 1995年7月
本社 ■ 東京都中央区日本橋人形町3-3-13

ユニゾ人形町フォレストビル４F

０３－３６６８－２５３２（ペット関連プロモーション直通）
（ＦＡＸ０３－３２４９－６６４８）

営業拠点 ■ 大阪支社・札幌・仙台・名古屋・広島・福岡
■ 厚⽣労働省大⾂番号

・人材派遣︓般13-01-1437（東京）
︓般27-02-0465（大阪）

・人材紹介︓13-ﾕ-300495
・プライバシーマーク︓10861049(03) 


