
 

 

 
本件に関するお問い合わせは下記までお願いします 

株式会社ゲオホールディングス 広報部 広報課 担当：大滝 

TEL：03-5911-5784  E-mail：geo-pr@geonet.co.jp  

 

                    2019年7月29日 

各位 

株式会社ゲオホールディングス 

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）は、

2019 年7月12日から 7月16日の期間、ゲオアプリの会員を対象に「~本格的な夏目前！どんなキャ

ンプがしたい？！~キャンプに関するアンケート」を実施し、8,564名の回答の結果概要をお知らせしま

す。 
 
 
 

■調査結果ダイジェスト 

・キャンプをする場合、したいキャンプは「ファミリーキャンプ」が 

1位（23.1%） 

・キャンプをする場合、重視していることは「ロケーション」が1位（48.2%） 

・持っているキャンプ用品は「クーラーボックス」が1位（32.5%） 

・買いたいキャンプ用品は「テント」が1位（26.3%） 

・キャンプをする場合、持っていきたい娯楽アイテムは「花火」が1位（44.8%） 
 
 
 

■「キャンプに関するアンケート調査」概要 

調 査 対 象：「ゲオアプリ」会員 

サンプル数：8,564名 （男性：5,128名 女性：3,436名） 

集 計 期 間：2019 年7月12日〜 7月16日 

 
 

■質問項目（全て複数回答）  

1. どんなキャンプがしたいですか 

2. キャンプをする場合、どこで宿泊したいと思

いますか 

3. キャンプをする場合、場所を選ぶ際に重視す

ることはなんですか 

4. 持っているキャンプ用品はなんですか 

5. キャンプ用品を買う場合、何を買いますか。

（欲しいですか） 

6. 【番外編】キャンプのお供として 

持っていく娯楽アイテムはなんですか 
 
 

梅雨明け目前、本格的な夏到来！「キャンプ」で夏を楽しもう！！ 

キャンプに関するアンケートを実施 

人気のキャンプは「ファミリーキャンプ」、キャンプのお供は「花火」や「カメラ」がランクイン！ 

NEWS RELEASE NEWS RELEASE 

＜キャンプ用品売場イメージ画像＞ 
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■結果概要 ※全て複数回答（割合：回答数／サンプル数） 
 

1． キャンプをする場合、どんなキャンプがしたいですか？ 

順位 回答 回答数 割合 

1 
ファミリーキャンプ 
（家族で楽しむキャンプ）  

1,978 23.1% 

2 
デイキャンプ 
（日帰りで楽しむキャンプ） 

1,751 20.4% 

3 
コテージ、バンガローキャンプ 
（宿泊施設を利用するキャンプ） 

1,741 20.3% 

4 
オートキャンプ 
（区画内に車を止めることが可能なキャンプ）  

1,515 17.7% 

5 
グランピング 
（設備が整った贅沢なキャンプ）  

1,194 13.9% 

 キャンプをする場合、したいキャンプは「ファミリーキャンプ（家族で楽しむキャンプ）」が1位でした。

次いで「デイキャンプ（日帰りで楽しむキャンプ）」が2位で、「コテージ、バンガローキャンプ（宿泊施設を利用

するキャンプ）」が3位でした。 
 

2． キャンプをする場合、どこで宿泊したいと思いますか？  

順位 回答 回答数 割合 

1 コテージ 3,569  41.7% 

2 テント 2,238  26.1% 

3 バンガロー 1,946  22.7% 

4 宿泊はしない 1,832  21.4% 

5 キャンピングカー 1,068  12.5% 
 

宿泊したい場所は「コテージ」が1位でした。次いで、「テント」が2位で、「バンガロー」が3位で

した。1位の「コテージ」と3位の「バンガロー」は、同じ宿泊施設でまとめられることが多いようで

すが、コテージは、家具・家電などの設備やトイレやお風呂などが整っており、キャンプ用品がない人

でも利用することが可能です。バンガローは、家具・家電などの設備が少ないことやないことが多く、

トイレやお風呂は共用スペースでの利用となり、寝る際は寝袋などが必要になります。 

 その他の回答では、車や車中泊との回答もありました。 
 

3． キャンプをする場合、場所を選ぶ際に重視することはなんですか？ 

順位 回答 回答数 割合 

1 
ロケーション 
（川沿い、景色、自然の豊かさなど） 

4,125  48.2% 

2 費用 2,877  33.6% 

3 手軽さ（レンタルがあるなど） 2,808 32.8% 

4 宿泊施設の有無 1,789 20.9% 

5 アクセス 1,670 19.5% 

 場所を選ぶ際に重視することは「ロケーション（川沿い、景色、自然の豊かさなど）」が1位でした。次いで、「費

用」が2位で、「手軽さ（レンタルがあるなど）」が3位でした。1位の「ロケーション」が48.2%となり、多

くの人がキャンプをする場合は景色がいいところや、自然の豊かさを重視していることが分かりました。 

 その他の回答では、「安全性」や「子供が危なくないところ」など子供の安全を重視しているという結

果となりました。 
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4． 持っているキャンプ用品はなんですか？  

順位 回答 回答数 割合 

1 クーラーボックス 2,787  32.5% 

2 チェア 2,689  31.4% 

3 テーブル 2,285  26.7% 

4 テント 1,739  20.3% 

5 ランタン 1,536  17.9% 

 持っているキャンプ用品は、「クーラーボックス」が1位でした。次いで、「チェア」が2位で、「テー

ブル」が3位でした。キャンプ以外でも使用用途がある用品が上位を占めています。 

その他の回答では、「ハンモック」や「トイレテント」などコアなものまで持っている人もいる結果と

なりました。 

 

5． キャンプ用品を買う場合、何を買いますか？（欲しいですか？） 

順位 回答 回答数 割合 

1 テント 2,256  26.3% 

2 テーブル 1,191  13.9% 

3 グリル 1,176  13.7% 

4 チェア 1,098  12.8% 

5 カトラリー（調理器具関連） 948  11.1% 
 

 キャンプ用品を買う場合、買いたい（欲しい）キャンプ用品は、「テント」が1位でした。次いで、「テー

ブル」が2位で、「グリル」が3位でした。キャンプ用品として思い浮かぶアイテムの1つとして挙げ

られる「テント」が1位となっており、キャンプやBBQで欠かせないアイテム「テーブル」や「グリ

ル」が2位、3位となりました。 

 

6． 【番外編】キャンプをする場合、キャンプのお供として持っていく娯楽アイテムはなんですか？ 

                                                  

  

 

 

 

 

 

 キャンプをする場合、キャンプのお供として持っていく娯楽アイテムは、「花火」が1位でした。次

いで、「カメラ、ビデオカメラ」が2位で、「釣り具」が3位でした。4位には、スピーカーがランクイ

ンしており、キャンプをする場合、音楽も欠かせないことが分かりました。 

 その他の回答では、近年、キャンプで映画を見る人が増えてきていると言われている「シアターキャ

ンプ」に必要なモバイルプロジェクターの回答もありました。 

 

 

 

 

 

順位 回答 回答数 割合 

1 花火 3,838  44.8% 

2 カメラ、ビデオカメラ 2,429  28.4% 

3 釣り具 1,347  15.7% 

4 スピーカー（音響機器） 1,194  13.9% 

5 ボール 1,174  13.7% 
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ゲオは、総合リユースショップ「セカンドストリート」やアウトドアギア専門店「セカンドアウトド

ア」を全国に展開しており、キャンプ用品の買取・販売を行っています。 

 本アンケートにおいて、買いたい（欲しい）キャンプ用品1位となった「テント」について、さまざ

まな用途の「テント」を紹介します。是非、「テント」を購入する際の参考にしてみて下さい。 

 

■おすすめテント 

【有名アウトドアブランドのテント】 

・ブランド：snow peak（スノーピーク） 

・テント名／価格：ヴォールト／25,900円（税抜） 

・テントタイプ：トンネル型テント 

＜コメント＞ 

3~4人用のシンプルな設計で、初心者でも設営が簡単な有名アウ

トドアブランドのテントです！ 

 
 

【ファミリーキャンプに最適なテント】 

・ブランド：coleman（コールマン） 

・テント名／価格：BCクロスドーム270／12,900円（税抜） 

・テントタイプ：ドーム型テント 

＜コメント＞ 

 コールマンのエントリーモデルで組み立てが簡単です。 

ファミリーキャンプには最適なサイズ感でこれからキャンプを

始める人におすすめのテントです！ 

 
 

【ソロキャンプにおすすめのテント】 

・ブランド：MSR（エムエスアール） 

・テント名／価格：エリクサーⅡ／35,900円 

・テントタイプ：ドーム型テント 

＜コメント＞ 

 総重量2770gの軽量な山岳用テントです。ソロキャンプにおす

すめのテントです！軽量なので、ツーリングなどにも最適です。 

 

 

【ワンタッチでお手軽テント】 

・ブランド：OUTDOOR MAN（アウトドアマン） 

・テント名／価格：ワンタッチテント／4,900円（税抜） 

・テントタイプ：ワンタッチテント 

＜コメント＞ 

初心者や女性でも設営が出来るので、手軽にキャンプをしてみたい人におすすめです。 

※こちらの商品は新品です 

 
 
※商品はセカンドアウトドア越谷谷中店の商品です 

※1点もののため、売り切れている場合があります 



 

 

 
本件に関するお問い合わせは下記までお願いします 

株式会社ゲオホールディングス 広報部 広報課 担当：大滝 

TEL：03-5911-5784  E-mail：geo-pr@geonet.co.jp  

■セカンドアウトドア公式サイト 

：https://www.2ndstreet.jp/exp/so/ 

■セカンドストリート公式インスタグラムアカウント 

：2ndoutdoor_official 

 

 

 

■セカンドストリート公式サイト 

：https://www.2ndstreet.jp 

■セカンドストリート公式インスタグラムアカウント 

：2ndstreet_official 

■セカンドストリート公式ツイッターアカウント 

：@2ndSTREETjp 

 

 

以上 

https://www.2ndstreet.jp/exp/so/
https://www.2ndstreet.jp/

