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報道関係者各位 

 

株式会社グリーティングワークス（所在地:大阪市西区、代表取締役:德丸	博之）が運営する挨拶

状ドットコムの年賀状印刷サイトと喪中はがき印刷サイトが、日本マーケティングリサーチ機構

の 2019 年 7 月に実施した年賀状・喪中はがき作成サービスにおけるインターネット調査の結果、

はがき印刷専門サイトで 3 部門 No.1 を獲得しました。	

	

『お客様満足度 No.1』  『デザイン満足度 No.1』  『お客様サポート No.1』 

	

■「年賀状印刷サイト No.1 獲得」特設ページ： https://nenga.aisatsujo.jp/no1/ 

 

 

■挨拶状ドットコム Designer’s の特徴	

インターネットで簡単にはがきのレイアウトが編集でき、短納期でお手元に届きます。宛名印刷

や投函代行などのオプションサービスや、お得なキャンペーンも充実しています。また、はがき

のデザインは、すべて挨拶状ドットコムにしかないオリジナルデザインとなっており、100 名以上

のクリエイターと一緒に制作した多彩なバリエーションが魅了です。不明な点があれば、お客様

専用ダイヤルにてカスタマーサポートスタッフが迅速・丁寧にお答えします。	

挨拶状ドットコムがはがき印刷専門サイトで 3 部門 No.1 を獲得！ 

2019 年 11 月 19 日 
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■挨拶状ドットコム 年賀状サイト （https://nenga.aisatsujo.jp/）	

年賀状印刷の専門サイト。100 名以上の人気クリエイターが制作した 1,000 種類のオリジナルデザ

インが魅力。好きな絵柄を選んで、文章とレイアウトをカスタマイズするだけで、誰でも簡単に

年賀状をつくることができます。楽しい企画やお得なキャンペーンはもちろん、宛名印刷や投函

代行などの便利なオプションも充実しています。	

	

■挨拶状ドットコム 喪中はがきサイト （https://mochu.aisatsujo.jp/）	

喪中はがき印刷の専門サイト。160 種類のオリジナルデザインがあり、定番のものから現代風のス

タイリッシュなものまで幅広く選ぶことができます。喪中を知らせる際に使用できる文例や豆知

識も充実しているため、初めての方でも簡単に喪中はがきをつくることができます。	

 

■調査概要 

調査対象：挨拶状ドットコム	

調査企画：日本マーケティングリサーチ機構（https://jmro.co.jp/）	

調査概要：2019 年 7 月期_ブランド名のイメージ調査	

	

■比較対象企業選定条件 

競合選定条件：「年賀状喪中はがき作成	サービス」で検索	

検索エンジン：Google	

検索日時：2019 年 7 月 6 日 18 時	

検索地域：東京	

	

■取得キャッチフレーズ 

①お客様満足度 No.1	

②デザイン満足度 No.1	

③お客様サポート No.1	
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■回答者詳細① 

業界：医療関係業関連,薬剤師,会社経営者・経営層,美容・エステ関連業界,農業・林業・漁業・鉱業,情報通信業,

建設業,製造業,電気・ガス・水道業,運輸・輸送業・移動サービス,流通業・卸売業・小売業（コンピュータ関連

を除く）,金融業（銀行または証券）・保険業,不動産業・物品賃貸業,宿泊業・飲食店,生活関連サービス業・娯楽

業,教育業,医療・福祉,メディア・マスコミ・広告業,マーケットリサーチまたは調査業,商社,非営利団体または

NPO,官公庁,学校・教育関連,専業主婦,パート・アルバイト,無職・家事手伝い,その他	

年代：男性 20 代,男性 30 代,男性 40 代,男性 50 代,男性 60 代以上,女性 20 代,女性 30 代,女性 40 代,女性 50 代,

女性 60 代以上	

居住地：北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神

奈川県,新潟県,富山県,石川県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵

庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長

崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県,沖縄県	

婚姻：既婚,未婚,離婚・死別	

家族構成：1 人暮らし,2 人暮らし,3 人暮らし,4 人暮らし,5 人以上	

個人年収：～300 万円未満,300 万円～400 万円未満,400 万円～500 万円未満,500 万円～600 万円未満,600 万円～

700 万円未満,700 万円～800 万円未満,800 万円～	

社会人経験：～5 年未満,5 年～10 年未満,10 年～15 年未満,15 年～20 年未満,20 年～25 年未満,25 年～	

最終学歴：中卒,高卒,大卒,大学院卒,専門卒	

家賃：自己所有,～10 万円未満,10 万円～20 万円未満,20 万円～30 万円未満,30 万円～40 万円未満,40 万円～50 万

円未満,50 万円～60 万円未満,60 万円～	

備考：n 数=118 

	

■回答者詳細② 

業界：医療関係業関連,会社経営者・経営層,美容・エステ関連業界,その他	

職務：人事担当	

ネットでの収入：収入がある,収入はない	

温泉に行くことがあるか：年に 5 回以上,年に 3 回以上,年に 1 回以上,年に 1 回未満	

職種：建設業,製造業,運輸・輸送業・移動サービス,生活関連サービス業・娯楽業	

年代：男性 20 代,男性 40 代,男性 50 代,女性 40 代	

居住地：北海道,群馬県,千葉県,神奈川県,岐阜県,愛知県,大阪府,大分県	

婚姻：既婚,未婚,離婚・死別	

家族構成：1 人暮らし,2 人暮らし,4 人暮らし,5 人以上	

個人年収：～300 万円未満,300 万円～400 万円未満,400 万円～500 万円未満,700 万円～800 万円未満,800 万円～	

社会人経験：～5 年未満,10 年～15 年未満,15 年～20 年未満,20 年～25 年未満,25 年～	

最終学歴：高卒,大卒,専門卒	

家賃：自己所有,～10 万円未満,10 万円～20 万円未満,30 万円～40 万円未満	

備考：n 数=125	

	

■回答者詳細③ 

業界：医療関係業関連,薬剤師,会社経営者・経営層,美容・エステ関連業界,その他	

職務：人事担当	

ネットでの収入：収入がある,収入はない	

温泉に行くことがあるか：年に 5 回以上,年に 3 回以上,年に 1 回以上,年に 1 回未満	

職種：農業・林業・漁業・鉱業,金融業（銀行または証券）・保険業	

年代：男性 20 代,男性 30 代,男性 40 代,女性 40 代,女性 50 代	

居住地：福島県,群馬県,埼玉県,東京都,岐阜県,静岡県,愛知県,大阪府,岡山県	

婚姻：既婚,未婚,離婚・死別	

家族構成：1 人暮らし,2 人暮らし,4 人暮らし	

個人年収：300 万円～400 万円未満,400 万円～500 万円未満,600 万円～700 万円未満,700 万円～800 万円未満,800

万円～	

社会人経験：～5 年未満,5 年～10 年未満,10 年～15 年未満,15 年～20 年未満,20 年～25 年未満,25 年～	

最終学歴：中卒,高卒,大卒,大学院卒,専門卒	

家賃：自己所有,～10 万円未満,10 万円～20 万円未満,40 万円～50 万円未満,50 万円～60 万円未満	

備考：n 数=106	

	

【プレスリリースに関するお問い合わせ】 

株式会社グリーティングワークス  担当者: 豊（ゆたか） 

大阪市西区靭本町 1-5-6 本町辰巳ビル 7F 

TEL: 06-6450-8029 / FAX: 06-6450-8129 / E-mail: press@greetingworks.com 


