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消費者受容性調査について 

 
１. 目的 

 オフセット製品等の普及を促進するためには、一般消費者のオフセット製品

に対する購入動向や購入理由などの「受容性」を把握することが重要となる。 
 そこで、カーボンフットプリントを活用したカーボン・オフセット制度にお

いて、（株）ローソンと共同し実際にオフセット製品の販売を行う。その上で、

購入動向調査及び購入者アンケート調査を実施し、訴求すべきターゲット層や

購買の背景などの、今後の普及戦略に資する情報を収集することを目的とする。 
 
２. 調査内容（案） 

（１） 調査の対象 

 （株）ローソンが行う、下記のオフセット製品を調査対象とする。なお、販

売期間中は店頭 POP 等によるキャンペーンの PR を行う。 
 
＜オフセット対象製品＞ 

 MACHI café ホットコーヒー（M・L サイズ） 
 MACHI café カフェラテ（M・L サイズ） 

＜販売期間＞ 
 2/11（火）～2/24（月） 

＜販売店舗数＞ 
 約 7,000 店舗 

 

（２） 調査の方針 

MACHI café購入者（Ponta会員1）に対し、「POS/ID-POS データ分析」及び

「アンケート調査」を行う。 
 「POS/ID-POSデータ分析」は、購入動向の把握のために行う。POSデータ

は何が、いつ、いくつ売れたかという販売データであり、ID-POSデータは、そ

れに誰が買ったかという購入者（ID）データを紐付けたものである。購入者の

属性（性別、年代、地域等）や購入履歴などに関する調査が可能である。 
 「アンケート調査」は、購入者の意識の把握のために行う。MACHI caféの購
                                                   
1 （株）ロイヤリティマーケティングが発行・運営・管理するローソン等で使用可能な共通ポイ

ントサービス。Ponta 会員の会員数は次の通り。Ponta 会員：約 5,700 万人、Ponta WEB 会員：

約 580 万人（メルマガ等のアプローチが可能）、Ponta リサーチパネル会員：約 53 万人（アン

ケート調査可能）。 
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入理由や、オフセットキャンペーンの理解度などに関して調査を行う。「アンケ

ート調査」の対象者は購入情報に基づいたアンケートに同意している「Ponta
リサーチパネル会員」を対象に実施する。 
 また、各調査により得られた情報の関係を見ることにより、オフセット製品

に対して持つ意識がどのような行動の変化となって現れたかを分析する。 
 

（３） POS/ID-POSデータ分析 

（ア） 分析の概要 
 
 オフセットの効果の捉え方 
販売量の変化及びその要因を分析するため、オフセット実施後の販売趨勢「オ

フセット製品販売趨勢」と、オフセット実施前の販売趨勢（≒オフセットが仮

に行われなかった場合の「通常販売趨勢」）を比較する。（図参照） 
 

 

販
売

量
※

販売開始 販売終了

オフセット製品
販売趨勢（実測値）

オフセットによる効果

通常販売趨勢
（予測値）

２週間 ２週間

販売開始
２週間前

２週間前の実績値を利用

 
※実際の分析には、販売量を一定値（その月の販売総量等）で除した販売指数を用いる。 

図 オフセットの効果の捉え方（案） 
 
 分析の手法 
上図のオフセットによる効果を、販売量に関するデータ（POSデータ）及び購

入者に関するデータ（ID-POSデータ）の分析により明らかにする。 
 なお、ID-POS データの分析に際しては、次項に挙げる観点から分析を行う。 
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 購入者の属性（性別、年代、地域） 
⇒「どのような人の購買変化」に起因するものか 
 （例：20 代女性の購買増加が大きく寄与 等） 

 購入履歴 
⇒「どのような購買変化」に起因するものか 
 （例：新規購入者の増加が寄与 等） 

 
 分析の対象 

オフセット対象製品の変化だけでなく、他製品からの流入・流出等の動きを

把握するため、調査対象製品は①オフセットMACHI café及び②～④その他類似

製品とする。 
 
① 【対象製品】オフセット MACHI café（ホットコーヒー、カフェラテ） 
② 【同ブランド製品】その他 MACHI café（カフェモカ、紅茶等） 
③ 【同種製品】MACHI café 以外のコーヒー飲料（缶コーヒー等） 
④ 【別製品】その他飲料（お茶、清涼飲料水等） 

 

（イ） 分析の方法 

 上記の方針のもと、下記の方法で分析を行う。 
 
＜POS データの分析＞ 
 キャンペーン直前 2 週間及びキャンペーン期間の、オフセット MACHI café

（①）及びその他類似製品（②～④）の販売量の変化を調査する。 
 

 これらの調査から、オフセットキャンペーンにより、オフセットMACHI 
caféの売上がどのように変化したか、また類似製品の販売動向にどのような

影響を及ぼしているかを明らかにする。 
 
＜ID-POS データの分析＞ 
 下記の人達を特定し、彼らのキャンペーン期間中のオフセット MACHI café

の購入行動を調査する。 
キャンペーン直前 2 週間に： 

 「①対象製品」を購入した人 
 「①対象製品」を購入せず、「②～④その他類似製品」を購入した人 
 「①対象製品」を購入せず、「②～④その他類似製品」も購入していない 
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 下記セグメントを特定し、販売量の変化の要因をする。更に性別・年齢・地

域の属性データと紐付けやアンケート調査（後述）結果との紐付けを行うこ

とで、対象者の属性情報や購買行動の変化の要因を明らかにする。 
 

直前 2週間の購入飲料 期間中に購入 期間中に非購入 

①対象製品 (A)継続購入者 (B)流出者 
②同ブランド製品* 

(C)流入者 
(E)継続非購入者 

③同種製品* 
④別製品* 
⑤なし* (D)新規参入者 

*②～⑤については、直前 2 週間に対象商品を一度も購入していない人 

購
入

者
数

※

キャンペーン

直前2週間購入者

キャンペーン

期間中購入者

(B)流出者

(C)流入者

(D)新規参入者

(A)継続

購入者

 
※実際の分析には、購入者数を一定数（直前 2週間購入者等）で除した購入者数の比率を利用する。 

図 ID-POSデータ分析イメージ（案） 

 

(A) 継続購入者 
 ID-POS データを分析し、購入頻度の増加有無を詳細調査。 
 アンケート結果と紐付け、購入頻度の変化の原因がオフセットキャンペ

ーンにあるかどうか、購入頻度の変化は意識的かどうかなどを調査。 
(B) 流出者 

 販売指数を把握し、他セグメントとの比率を調査。 
 ID-POS データを分析し、流出先の商品等を推定。 
 アンケート調査対象外。 
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(C) 流入者 
 ID-POS データを分析し、流入の度合い（並行して両製品を購入／完全

に対象製品に乗り換え等）の詳細調査や、流入元製品を推定。 
 アンケート結果と紐付け、流入の原因がオフセットキャンペーンにある

かどうか、流入は意識的かどうかなどを調査。 
(D) 新規参入者 

 販売指数を把握し、他セグメントとの比率を調査。 
 アンケート結果と紐付け、新規参入の原因がオフセットキャンペーンに

あるかどうか、新規参入は意識的かどうかなどを調査。 
(E) 継続非購入者 

 販売指数を把握し、他セグメントとの比率を調査。 
 アンケート調査対象外。 

 
 これらの調査から、オフセットMACHI caféを選好する／しない層の割合や

属性、またそれぞれが持つ意識及び動向（アンケート調査と紐付け）を明ら

かにする。 

（４） アンケート調査 

＜アンケート調査対象＞ 
 Ponta リサーチパネル会員のうち、オフセットキャンペーン期間中にオフセ

ット MACHI café を購入した人。（2,000 サンプルの回収を想定） 
 
＜アンケート期間＞ 
 下記 2 回に分けての実施を想定。 

① オフセット MACHI café 販売開始 4 日後から 4 日間（2/14～2/17） 
② オフセット MACHI café 販売終了後から 4 日間（2/25～2/28） 
（※アンケート集計・分析及び研究会のスケジュールに鑑み、アンケート調

査を一旦早い段階で実施する。2 回目の追加アンケートで精度を高めて最終

取りまとめ資料に反映する。） 
 

＜アンケート設問＞ 
 アンケート設問内容及び設問の意図は別紙のとおり。 

 
 アンケート調査から、オフセットMACHI caféの購入者の意識及び動向

（ID-POSデータ調査と紐付け）、および一般的なオフセット製品に対する

受容性を明らかにする。 
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３. 今後のスケジュール 

 
1/31  ID-POS／アンケート調査方針案の提示（研究会第 2 回） 
2/11～2/24 オフセット MACHI café 販売期間（キャンペーン期間） 
2/14～2/17 アンケート調査①の実施 
2/18～2/24 ID-POS／アンケート調査①結果の集計 
2/25～2/28 アンケート調査②の実施 
3/7   ID-POS／アンケート調査①分析結果の提示（研究会第 3 回） 
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MACHI café キャンペーン アンケート（案） 

 
※以下 SA（Single Answer）＝単一回答、MA（Multiple Answer）＝複数回答可。 

Q1 2/11 から 2/24 の間に、初めてMACHI café（ホットコーヒー、カフェラテ）を購入した

際の状況についてお伺い致します。 
 

Q1.1 MACHI café（ホットコーヒー、カフェラテ）を購入した理由をお答え下さい。（MA） 
a) 質（味・香り等）を気に入っているから 
b) 値段が手頃だから 
c) MACHI caféのブランドイメージが気に入っているから 
d) 地球温暖化防止のキャンペーンを実施していたため 
e) いつも購入しているから 
f) その他（自由記述） 

 

（設問意図）MACHI café の購入に対し、キャンペーンがどの程度影響しているかを確認するた

め。 

 
Q1.2 2/11 から 2/24 の間に、MACHI caféのホットコーヒーとカフェラテについて、原材

料調達から廃棄に至るまでのライフサイクル全体のCO2 排出量を算定し、そのCO2
排出量全量を他の場所での排出削減・吸収量でオフセット（埋め合わせる）するとい

う地球温暖化防止のキャンペーンを実施していました。 
 このような取組が行われていることに気づきましたか。（SA） 
a) 気づいた 
b) 気づかなかった 

 

（設問意図）キャンペーンの認知率を確認するため。 

 
⇒Q1.2 a) の場合、Q1.3 以降に回答 
⇒Q1.2 b) の場合、Q1.9 以降に回答 

資料６－２別紙 
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Q1.3 何を通じてキャンペーンを知りましたか。（MA） 

a) 店頭設置の黒板のお知らせ 
b) 店頭配布のリーフレット 
c) ローソン公式ホームページのニュースリリース 
d) Ponta のメールマガジン 
e) ローソン公式 Twitter 
f) 経済産業省でのどんぐりキャンペーンの案内 
g) その他（自由記述） 

 
（設問意図）キャンペーン告知手段の有効性を確認するため。 

 
Q1.4 キャンペーンの内容を理解できましたか。（SA） 

a) カーボンフットプリント、カーボン・オフセットの活動内容が詳細に理解できた 
b) 詳細は理解できなかったが、環境によい活動だと理解できた 
c) よく理解できなかった 

 

（設問意図）キャンペーンの理解度を確認するため。 

 
Q1.5 キャンペーンが購入の後押しになりましたか。（SA） 

a) 後押しになった 
b) 後押しにならなかった 

⇒a) の場合、Q1.6 以降に回答 
⇒b) の場合、Q1.8 以降に回答 

 

（設問意図）キャンペーンが購入の後押しになったサンプルを抽出するため。 

 
Q1.6 キャンペーンが購入の後押しになった主な理由を一つお答え下さい。（SA） 

a) MACHI caféを購入することで環境に貢献できるため 
b) 環境貢献とは関係なく、キャンペーンで MACHI caféを意識したため 
c) その他（自由記述） 

 

（設問意図）キャンペーンの何に着目して購入に至ったかを調査するため。 
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Q1.7 キャンペーンが具体的にどのような購買行動の変化につながりましたか。（SA） 
a) MACHI café 以外のコーヒー飲料（缶コーヒー、セブンカフェ等）を通常購買して

いるが、キャンペーンが行われていたため、キャンペーン対象の MACHI caféを購

入した 
b) MACHI café の他製品（紅茶等）を通常購入しているが、キャンペーンが行われて

いたため、キャンペーン対象の MACHI caféを購入した 
c) キャンペーン対象の MACHI caféを通常購入しているが、キャンペーンが行われて

いたため、より高い頻度で購入した 
d) その他（自由記述） 

⇒Q1.9 以降に回答 
 
（設問意図）具体的な購買行動の変化を調査し、ID-POS 調査と紐付けて実際の購買行動を検証

するため。 

 
Q1.8 キャンペーンが購入の後押しにつながらなかった主な理由を一つお答え下さい。

（SA） 
a) 環境貢献に興味がないため 
b) キャンペーンの内容が理解できなかったため 
c) その他（自由記述） 

 

（設問意図）キャンペーンで購入促進されなかったサンプルの要因を分析するため。 

 
Q1.9 商品を購入する前から CFP（カーボンフットプリント）マークを知っていましたか。

また、購入時にそのマークに気づきましたか。（SA） 
（※1 マークの画像を提示） 
a) 以前から知っており、購入時にも気づいた 
b) 以前から知っていたが、購入時には気づかなかった 
c) 以前から知らなかったが、購入時には気づいた 
d) 以前から知らず、購入時にも気づかなかった 

 
（設問意図）CFP マークの認知度を確認するため。 
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Q1.10 商品を購入する前からどんぐりマークを知っていましたか。また、購入時にその

マークに気づきましたか。（SA） 
（※1 マークの画像を提示） 

a) 以前から知っており、購入時にも気づいた 
b) 以前から知っていたが、購入時には気づかなかった 
c) 以前から知らなかったが、購入時には気づいた 
d) 以前から知らず、購入時にも気づかなかった 

 
（設問意図）どんぐりマークの認知度を確認するため。 

 
Q2 CFPを活用したカーボン・オフセット製品（以下、オフセット製品（※2））についてお

伺い致します。 
（※2 説明を提示） 
 

Q2.1 「カーボン・オフセット」という取組を知っていましたか。（SA） 
a) 知っていた 
b) 知らなかった 

 

（設問意図）カーボン・オフセットの認知度を確認するため。 

 
Q2.2 MACHI café のような身近な製品がオフセットされることについてどのような印象を

持ちますか。（SA） 
a) とても良い 
b) 良い 
c) 悪い 
d) とても悪い 

 
（設問意図）オフセット製品の印象を確認するため。 
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Q2.3 「オフセット製品」を購入したいと思いますか。「オフセットしていない製品」と比

較してお答え下さい。（SA） 
a) 積極的に購入したい 

（「オフセット製品」を「オフセットしていない製品」より購入したいと思う） 
b) 通常の製品と同様に購入したい 
c) 購入したくない 

（「オフセットしていない製品」を「オフセット製品」より購入したいと思う） 
⇒a), b) の場合、Q2.4 以降に回答 

c) の場合、Q2.7 以降に回答 
 
（設問意図）オフセット製品が、そうでない製品と比べて選好されるかを確認するため 

 
Q2.4 「オフセット製品」を購入したいと思う主な理由を一つお答え下さい。（SA） 

a) 環境に貢献したいから 
b) オフセットに取り組む企業を応援したいから 
c) どんぐりマークが魅力的だから 
d) その他（自由記述） 

 

（設問意図）オフセット製品のどのような特性に着目して購入したいと思うかを調査するため。 

 
Q2.5 通常の製品を「オフセット製品」とする際には、CO2 削減・吸収量（クレジット）

の取得や製品の製造過程や流通過程に排出される CO2 の算定などが必要であり、そ

れに伴う費用が発生します。製品の種類によって CO2 削減・吸収量（クレジット）

の取得などに伴う費用は異なりますが、どの程度の金額までなら負担してもよいと思

いますか。（SA） 
a) 製品価格の 5％以上（例：100 円の製品に対し、5 円以上） 
b) 製品価格の 3％以上 5%未満（例：100 円の製品に対し、3 円以上 5 円未満） 
c) 製品価格の 1％以上 3%未満（例：100 円の製品に対し、1 円以上 3 円未満） 
d) 製品価格の 1%未満（例：100 円の製品に対し、1 円未満） 
e) 負担したくない 

 
（設問意図）クレジット関連費用の負担可否及びその許容度についての確認するため。 

⇒e) の場合、Q2.8 以降に回答 
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Q2.6 ある製品について、「オフセット製品」と「（オフセットしていない）通常の製品」の

両方が継続的に販売されていた場合、どのくらいの頻度で「オフセット製品」を選択

しますか。このとき、両方の製品の価格差は、Q2.4 でお答え頂いた「負担してもよ

い価格」の範囲内であるとします。 
a) その製品を購入するときは毎回オフセット製品を選択する 
b) その製品を購入する数回に 1 回はオフセット製品を選択する 
c) キャンペーンなどの特定の期間であればオフセット製品を選択する 

 
（設問意図）キャンペーンという形の期間限定ではなく、オフセット製品が継続的に展開された

場合の購入頻度を確認するため。 

⇒Q2.8 以降に回答 
 

Q2.7 「オフセット製品」を購入したくない主な理由を一つお答え下さい。（SA） 
a) カーボン・オフセットに賛同できないため 
b) カーボン・オフセットがよく理解できないため 
c) 製品の価格が上がると思われるため 
d) その他（自由記述） 

 

（設問意図）オフセット製品に対する購入意欲がないサンプルの阻害要因を分析するため。 

 
Q2.8 今後どのような状況になれば、よりオフセット製品を購入したいと思いますか。（SA） 

a) 制度そのものに共感するので、オフセット製品なら購入したい 
b) オフセットが様々な製品で展開され身近に手に入るようになる 
c) マークを集めると地域社会に貢献（地域社会で共同使用する設備や物品と交換、

など）ができる 
d) オフセット製品を購入するとポイント（製品券と交換できるなど）が貰える 
e) その他（自由記述） 

 

（設問意図）オフセット製品の販売促進への意見を収集するため。 
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※1 マークの例示 

 

CFP マーク／どんぐりマーク 
 
※2 CFP を活用したカーボン・オフセットの説明 
 「カーボンフットプリント（CFP）」とは、製品が作られてから、使われて、捨てられ

るまでの CO2 の発生量の合計を把握するものです。この仕組みを活用した「CFP を活

用したカーボン・オフセット」とは、計算した製品のカーボンフットプリント（CO2
の発生量の合計）と同じ量のCO2削減量を買って、CO2をゼロとすることをいいます。 
 

CFPにより算定
された排出量

削減努力

クレジット
（他所での排出削減・

吸収量）

カーボン・オフセット

製
品
等
の
元
々
の
排
出
量

削
減
努
力
後
の
排
出
量

100%オフセット
（事務局が認証）

 

 


