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全国の 20 代・30 代のファッションが好きな男女に聞いた
女性のサンダルとフットケアに関する意識調査
オ

30 代の 8 割以上が“汚ッサンダル女子”であることが判明！
この夏履きたいサンダル 1 位は「アンクルストラップ」
足のニオイ・ガサガサを隠したい心理の表れ？

男性はネイルよりも素足のキレイさを見ている！「素足で年齢がわかる」との声も
フットケアブランド「フットメジ」の企画・販売を行う株式会社グラフィコ（所在地：東京都品川区、
代表取締役：長谷川 純代）は、2017 年 7 月 3 日(月)～7 月 4 日(火)の 2 日間、全国の 20 歳～39
歳のファッションが好きな男女 400 人を対象に、女性のサンダルとフットケアに関するインターネ
ットリサーチを実施いたしました。
フットメジブランドサイト：http://www.graphico.jp/foot-medi/concept/
【調査背景】
梅雨明けが近づき、本格的なサンダルの季節がやってきました。ファッション好きの女性にとって、
鮮やかな色のペディキュアやサンダルスタイルのコーディネートは、夏ファッションの楽しみのひと
つですね。イベントや恋のチャンスの多い夏、普段と違うサンダル姿で、男性をドキッとさせたいも
のです。でも、実際に男性はどう思っているのでしょうか？今回は 20～30 代の男女に対し、「女性
のサンダルに対する好感度」や「男性が女性の素足で気になること」、
「女性がこの夏履きたいサンダ
ル」
、
「デートシーン別男性が女性に履いてほしいサンダル」など、女性のサンダルとフットケアに関
する意識調査を行ないました。
◆調査概要
１． 調査の方法：インターネット調査
２． 調査の対象：全国のファッションが好きな男女・20 歳～39 歳
３． 有効回答数：400 人（男性：200 人／女性：200 人）
４． 調査実施日：2017 年 7 月 3 日(月)～2017 年 7 月 4 日(火)

◆女性のサンダルとフットケアに関する調査・設問一覧
Q1. 【男性】あなたはサンダルを履いた女性は好きですか。
Q2. 【男性】あなたがサンダルを履いた女性が好きな理由をお答えください。
Q3. 【女性】あなたがこの夏履きたいサンダルはどのタイプですか。
【男性】あなたが好きな女性のサンダルはどのタイプですか。
Q4. 【男性】あなたが夏のデートで女性に履いてほしいサンダルはどのタイプですか。＜海・プール＞＜花火大会・
夏祭り＞＜ショッピング＞＜レストラン＞それぞれのシーンを想像してお答えください。
Q5. 【男性】あなたが女性の素足に関して気になることをお答えください。
Q6. 【男性】あなたがサンダルを履いた女性に対して、がっかりしたり幻滅したりした体験があればお答えください。
Q7. 【女性】あなたが夏に力を入れてボディケアをする部位をお答えください。
Q8. 【女性】あなたが昨年履いていたサンダルの状態としてあてはまるものをお答えください。
Q9. 【女性】あなたが夏に体験した、サンダルでの失敗談をお答えください。
Q10. 【男女】あなたがサンダルが似合うと思う女性タレントをお答えください。

◆引用・転載時のクレジット表記のお願い
本内容の転載にあたりましては、
「グラフィコ調べ」などクレジットを付記のうえご使用いただきますよう、
お願い申しあげます。
≪例≫フットケアブランド「フットメジ」を企画・販売するグラフィコが行った調査によると……
●株式会社グラフィコ URL ： http://www.graphico.co.jp/
●株式会社グラフィコ オンラインショップ URL：http://www.graphico.jp/
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Q1.【男性】あなたはサンダルを履いた女性は好きですか。
（単数回答）【N=200】

■約 9 割の男性がサンダル好き！
サンダルを履いた女性が「好き」と回答した方が 89.0％と、9 割近くの男性が女性のサンダル姿が
好きということがわかりました。

Q2.【男性】あなたがサンダルを履いた女性が好きな理由をお答えください。
（複数回答）
【N=178】

■男性がサンダルの女性を好きな理由 素足を見たいという気持ちも？
Q1 でサンダルを履いた女性が「好き」と回答した方にその理由をお聞きしました。１位「かわいい
から」、2 位「夏ならではのものだから」となりました。男性は夏にしか見られない、かわいいサン
ダル姿が好きなようです。また 3 位「セクシーだから」
、4 位「素足が見える分量が多いから」とな
り、他の季節には靴に隠れている女性の素足が見られることに期待している男性も多いのかもしれま
せん。
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Q3.【女性】あなたがこの夏履きたいサンダルはどのタイプですか。
（複数回答）
【N=200】
【男性】あなたが好きな女性のサンダルはどのタイプですか。（複数回答）
【N=200】
【1．ミュール】

【2．サボ】

【3．ファーサンダル】

【4．スポーツサンダル】

【5．レースアップ】

【6．フラットサンダル】

【7．トングサンダル(ビーチサンダル)】 【8．アンクルストラップ】

■男女ともに 1 位は「アンクルストラップ」
。上品・歩きやすい・かかと隠れるが人気の理由？
女性がこの夏履きたいサンダル 1 位は「アンクルストラップ」、2 位「フラットサンダル」、3 位「サ
ボ」となりました。1 位の「アンクルストラップ」はヒールが高くても歩きやすいほか、気になるか
かとが隠れる形であることもポイントかもしれません。男性が好きなサンダルの 1 位も「アンクルス
トラップ」となりました。上品さや女性らしさを感じる、足首の華奢なストラップに惹かれるのでし
ょうか。次いで 2 位「レースアップ」
、3 位「ミュール」となっています。2 位以下は女性が履きた
いサンダルと、違った順位になりました。
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Q4. 【男性】あなたが夏のデートで女性に履いてほしいサンダルはどのですか。＜海・プール＞
＜花火大会・夏祭り＞＜ショッピング＞＜レストラン＞それぞれのシーンを想像してお答えくださ
い。
（複数回答）
【N=200】
海・プール
1位

トングサンダル
（ビーチサンダル）

花火大会・夏祭り

34.5%

1位
2位

2位

スポーツサンダル

15.0%

3位

フラットサンダル

14.0%

トングサンダル
（ビーチサンダル）
スポーツサンダル

16.5%
14.5%

ミュール
3位

12.5%

サボ
アンクルストラップ

レストラン

ショッピング
1位

アンクルストラップ

25.5%

1位

アンクルストラップ

35.5%

2位

ミュール

22.5%

2位

ミュール

23.0%

3位

レースアップ

19.0%

3位

レースアップ

18.5%

■夏のレジャーデートでは「トング」
・
「スポサン」
、街デートでは「アンクルストラップ」
・
「ミュール」を履いてほしい！
デートシーン別に、男性が女性に履いてほしいサンダルをお聞きしました。＜海・プール＞、＜花火
大会・夏祭り＞では、定番の「トングサンダル（ビーチサンダル）」やアクティブに遊べる「スポー
ツサンダル」が人気となりました。＜ショッピング＞、＜レストラン＞の街でのデートでは、「アン
クルストラップ」が 1 位となりました。2 位には今年のトレンドアイテムでもある「ミュール」がラ
ンクインしました。
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Q5.【男性】あなたが女性の素足に関して気になることをお答えください。
（複数回答）
【N=200】

■サンダル素足の「ニオイ」は勘弁！男性の目はネイルよりも素足のキレイさをチェックしている！
女性の素足に関して気になることの 1 位は「ニオイ」となりました。サンダルは通気性がよくニオわ
ないと思われがちですが、実は、足を覆う部分が少なく不安定なためじっとりとした汗をかきやすい
ものです。また、足についた地面のホコリや汚れが汗と混ざって、ニオイの原因菌が大量発生しやす
くなります。サンダルの時にも「ニオイ」に油断はできません。2 位は「かかとのガサガサ・乾燥」
、
3 位は「足裏や足指の汚れ」
、4 位は「くるぶしの乾燥・黒ずみ」となりました。特に 20 代男性より
も 30 代男性が多く回答しており、大人の男性ほど女性の素足を見る目が厳しいことがわかります。
男性は、女性が熱心に手入れする「ネイルの剥がれ」よりも、素足がキレイかどうかをチェックして
いることがわかりました。
Q6.【男性】あなたがサンダルを履いた女性に対して、がっかりしたり幻滅したりした体験があれ
ばお答えください。
（自由回答）
【N=176】
【ニオイ】
・激臭。
（27 歳）
【かかとのガサガサ・乾燥】
・かかと割れ。
（26 歳）
・かかとが汚い。かかとや足首で年齢が大体わかる。（32 歳）
【足裏や足指の汚れ】
・足裏がべたべたで足跡が着いた時に幻滅した。
（39 歳）
・足の指の間が汚かった。
（36 歳）
【くるぶしの乾燥・黒ずみ】
・素足を晒しているにも関わらず、くるぶしやかかとの黒ずみ・ガサガサに残念な気持ちになった。
【その他】
・素足に年齢が出ていた。サンダルは若い子専用にしないといけないと感じた。
（27 歳）
・綺麗な人であざだらけは引く。たいてい酒にだらしない。
（29 歳）
・傷や虫さされ痕が多い。
（36 歳）
・爪が汚くて間に何か挟まっていた。
（25 歳）
・汚いサンダルを履いていた。
（37 歳）
■そんなところまで見ているの！？ケア不足の素足のせいで男性にゲンメツされているかも！
男性の中には「素足で年齢がわかる」と考えている方もいることがわかりました。普段見えにくいと
ころだからこそ、素足にその人の本当の姿が表れると思っているのかもしれません。
＜5＞

報道関係者様各位
2017 年（平成 29 年）プレスリリース
2017.7.14

Q7.【女性】あなたが夏に力を入れてボディケアをする部位をお答えください。
（複数回答）
【N=200】

■20 代は脚、30 代はかかと！夏のボディケアは年代により重点パーツが異なる結果に。
女性が夏に力を入れてボディケアする部位は 1 位「腕」
、2 位「脚」
、3 位「かかと」となりました。
20 代と 30 代で 10 ポイント以上の差があったのは「脚」（20 代が 11.0pt 多い）
、「かかと」
・「デコ
ルテ」
（30 代が 10.0pt 多い）となりました。肌見せの季節、女性が念入りにケアをする部位は年代
によって違いがあり、30 代では年齢が出てくるパーツケアに力を入れる方が多いようです。
Q8.【女性】あなたが昨年履いていたサンダルの状態としてあてはまるものをお答えください。
（複数回答）
【N=200】

■30 代女性の“汚ッサンダル”所有率は 8 割以上！
本格的なサンダルの時季を前に、昨年履いていたサンダルの状態をお聞きしました。その結果、30
代女性で「ソールが黒ずんでいる」
、
「ソールに足型のシミができている」、
「ソールに足の垢がついて
いる」
、
「ソールやつま先部分が臭う」のいずれかにあてはまった方が 82.0%にのぼりました。汗や
汚れがついたままのサンダルを放置すると、汚れてクサい、“汚ッサンダル”になってしまいます。今
回の調査で 30 代女性の 8 割以上が“汚ッサンダル女子”であることが明らかになりました。20 代で“汚
ッサンダル女子”にあてはまる方は 55％で、30 代と比べると少ない結果となりました。年齢ととも
に、サンダルと素足の汚ッサン化が進行している可能性がありそうです。
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Q9.【女性】あなたが夏に体験した、サンダルでの失敗談をお答えください。
（自由回答）
【N=200】
【サンダルの汚れ】
・足の裏の汗が靴に染みてた。
（23 歳）
・食事会でいつも履いているサンダルを履いて行ったら、靴を脱いで座る席で、脱いだらサンダルが
黒くなっていたので恥ずかしかった。
（31 歳）
・サンダルは素足で履くので汚れやすく、黒いカス？みたいなのがいっぱいついてるのを彼氏に見ら
れた…。あれなんとかならないのかなぁ。（35 歳）
【ニオイ】
・ごはん屋さんで座敷に座る時、サンダルを脱いだらくさかった。（21 歳）
【靴擦れ】
・ヒールのあるサンダルを履いて花火大会に出かけた時､歩きやすさより可愛さを考えてしまい､親指
と人差し指の間が靴擦れし､歩みが遅くなったりして周りに迷惑をかけてしまった｡（29 歳）
・靴擦れしたところが見えて格好悪いこと。
（29 歳）
【日焼け】
・日焼け止めをせずサンダルを履いたらくっきりと日焼け跡ができた。（24 歳）
【その他】
・サンダルを履いてから、マニキュアが剥げていることに気づいた。
（24 歳）
・厚底サンダルを履いたら底の部分がまるごと取れた。
（35 歳）
・かかとが出るのでがさがさなかかとが丸見えで恥ずかしい。（31 歳）
・足の指の毛が生えてて、恥ずかしかった。
（22 歳）
■トレンドのモテサンダルも台無しの、
“汚ッサンダル”エピソード
サンダルでの失敗談をお聞きしました。慣れないサンダルでの靴擦れ、日焼け止めの塗り忘れ、足指
のムダ毛処理忘れは、
「あるある」と感じる方も多いのではないでしょうか。
20 代では足のニオイに関する失敗談、30 代ではかかとの乾燥やサンダルの汚れを見られて恥ずかし
かった、という経験が多く挙げられました。せっかくかわいいサンダルやペディキュアでおしゃれを
しても、
“汚ッサンダル”では台無しです。
”汚ッサンダル”になるのを防ぐには、汚れやニオイの原因と
なる、足の汚れや菌をしっかり洗って清潔にすることが重要です。まだ“汚ッサンダル”になんてなっ
ていないという 20 代の方も、足のニオイの原因となる古い角質や菌が繁殖している“汚ッサンダル女
子予備軍”の可能性があります。
Q10.【男女】あなたがサンダルが似合うと思う女性タレントをお答えください。
（複数回答）
【N=200】
総合

男性

女性

1位

ローラ

28.3% 新垣結衣

28.5% 菜々緒

31.0%

2位

菜々緒

21.5% ローラ

26.0% ローラ

30.5%

3位

新垣結衣

21.3% 長澤まさみ

23.5% 中村アン

20.0%

4位

長澤まさみ

20.5% 桐谷美玲

22.5% 森星

19.5%

5位

石原さとみ

19.8% 石原さとみ

21.5% 道端アンジェリカ

18.5%

■総合 1 位は「ローラ」
。男性は元気キャラの「新垣結衣」、女性は美脚の「菜々緒」が 1 位に。
サンダルが似合うと思う女性タレントの総合 1 位は男女から票を集めた「ローラ」となりました。男
女別でみると、男性は 1 位「新垣結衣」
、2 位「ローラ」
、3 位「長澤まさみ」となりました。女性は
1 位「菜々緒」
、2 位「ローラ」
、3 位「中村アン」となりました。男性は明るく健康的なイメージの
方、女性は美脚でスタイルのいい方をサンダルが似合うと考える傾向にあるようです。
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オ

汚れてクサい

“汚ッサンダル”

になってない!?

熟成された足のニオイ… “チーズサンダル” “納豆サンダル”にも要注意!!

足の裏、洗ってつるつる！！
「フットメジ 足用角質クリアハーブせっけん」

フローラルピーチ
の香り

フレッシュハーブの香り

【商品名】Foot-Medi（フットメジ）
足用角質クリアハーブせっけん
【発売・販売】グラフィコ
【価格】839 円（税抜）
※薬用タイプ 934 円（税抜）

【数量限定】
炭酸レモン
の香り

ラベンダーカモミール
の香り

【数量限定】
炭酸ピングレ
の香り

パッションシトラス
の香り

【薬用】
爽快ミント
の香り

サンダルの素足は、汗と汚れでニオイの原因がいっぱい！！
外気に触れることで乾燥し、角質もたまりやすくなっています。
足裏のニオイや汚れ対策は、日頃からのこまめなフットケアが大切。
フットメジは、ハーブの泡のチカラで、汚れニオイや古くなった角質
を、洗うだけでスッキリしてくれる足用石けんです。
配合された植物成分が、うるおいを保ちながら優しく洗い上げ、つる
つるすべすべの足裏に！

■株式会社グラフィコ
1996 年にデザイン・企画会社として設立。大手化粧品メーカー、食品メ
ーカーなどの商品企画、プロモーション企画、パッケージ/広告デザインにて
培ったノウハウを武器に、2004 年に自社商品を発売し、メーカーへと業態
転換を行う。以降、女性向け商品を中心に多くのヒット商品を市場へ送り出
している。
＝主力商品＝
「フットメジ」（足用石けん） 「オキシクリーン」（洗剤）
「よもぎ温座パット」（美容雑貨） 「なかったコトに!」（健康食品）
「スキンピース」（化粧品）
（コーポレートサイト）
http://www.graphico.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社グラフィコ広報担当：田邊（たなべ）・合原（ごうばる）
〒141-0032 東京都品川区大崎 1-6-1TOC 大崎 16F 電話：03-5759-5292 FAX：03-5759-5088
メール：tanabe@graphico.co.jp（田邊）・gobaru.nanase@graphico.co.jp（合原）
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