
Q8 質問文

通信販売において、あなたが過剰梱包だと感じたことがあれば、そのお店の名前と具体例を教えてください。

性別 年齢 都道府県 職業
化粧品 男性 49 茨城県 公務員
段ボールの中に更に箱が入っている
(店は不明)

女性 30 東京都 専業主婦

ファンケルなど。他にも化粧品会社、健康食品会社の場合が多い。
商品は小さいのに、カタログ、定期便の注文書などのため
大きい箱に入ってくる。

女性 55 兵庫県 その他

商品を守ってくれるのでうれしい 男性 24 兵庫県 パート・アルバイト
特にお店で感じることはなし。 女性 67 大阪府 専業主婦
イトキン･･･決して丁寧とは言える梱包ではないが、品物に合わない大きなダンボールで品物が送られてきた 女性 31 静岡県 パート・アルバイト
フェリシモ。キットをよく買うのですが、小さい品物なのにダンボールが大きすぎる。セシール。下着などを買うと大きなダンボール
にカタログがたくさん入っている。

女性 37 東京都 自営業

アマゾン　大きすぎる 男性 64 茨城県 自由業
店名は忘れたが、プリンター用インクカートリッジを購入した時、１０倍位の箱に張り付いて送られた事があった。 男性 63 神奈川県 その他

ＳＤカードを注文したとき、ダンボール箱で送られてきて、中は大量の緩衝材が敷き詰められ、ＳＤカードがポツンと入っていた・・・ 女性 27 島根県 専業主婦

特にそういうお店はナシ。 女性 27 沖縄県 パート・アルバイト
頂き物で木の箱入れでやたら木屑が詰まって処分に困った。地方からの物産物店名不明 女性 68 東京都 その他
ハーバーライフ 男性 65 三重県 その他
オットーでインテリア用バスケットを頼んだら、とても大きい箱（人一人余裕で入る大きさ）で送られてきて、開けたらまた箱に入って
いた。中の箱だけで良いのではないかと思いました。

女性 29 東京都 会社員(事務系)

店名：amazon
商品：SDカードなどの小型商品
商品に対して箱が大きい。

男性 41 熊本県 会社員(技術系)

過剰包装と感じたことはありません。 男性 41 徳島県 その他
名前はわすれたけど、やたら大きな箱に入ってくることがある。 女性 28 大阪府 専業主婦
記憶違いかもしれないが、セシールの梱包は少し過剰 男性 51 奈良県 会社員(技術系)
過剰包装だと感じたことがあるが、お店の名前は忘れた 女性 64 神奈川県 専業主婦
Amazon：メール便でも送れるような小さく薄い商品をダンボールで梱包して送ってきた。 男性 23 岡山県 その他
ＱＶＣの化粧品は過剰包装だった。 女性 64 東京都 専業主婦
最近は過剰包装」と感じた事が有りません。 女性 69 宮城県 専業主婦
amazon-中身に比べて箱が大きすぎる。ただ、テレビで発送する場面を見たら、効率を考えると仕方ないのかもしれない。 女性 56 神奈川県 会社員(事務系)
過剰包装とは違うが、ベルメゾンの通販で何点か買うと商品がそろったものから順番に送ってくる。少しでも早くという会社の配慮
だと思うが、１日違いで到着するケースも多く、輸送のコストも余計かかるように思う。商品発送の連絡時にすべての商品がそろっ
てからの発送でもよいかどうかを聞く機会があってもいいのではないかと思う。

女性 47 大阪府 パート・アルバイト

高島屋のお菓子詰め合わせ 男性 41 神奈川県 会社員(技術系)
店の名前は覚えていませんが、靴を購入したとき
大きな箱のなかに靴の箱がはいっており、
かなりスペースがあり、もっと靴の箱にあったサイズだと
いいと思った

女性 28 京都府 専業主婦

過剰だと思ったことは無い。逆によくこれだけで大丈夫だな、と思うことが結構ある。 男性 51 千葉県 経営者・役員
家電全般
衝撃吸収クッションをリサイクルする

男性 56 青森県 会社員(事務系)

CD1枚に大きな箱 男性 54 静岡県 会社員(事務系)
アマゾン。手帳サイズの本を一冊買ったら、かなりでかいダンボールに箱に梱包されてやってきた。普通郵便でもどうにかなりそう
なサイズの本なのに・・・

男性 22 広島県 学生
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多少アマゾンの本購入の際は、折れ厳禁の心意気は分かるのだが
ちょっと過剰かな。でも、あの会社の顧客様の元に綺麗に商品をお届けするという気持ちの表れと思っている。

男性 43 宮城県 自由業

小さい物なのにでかいダンボールに入ってたこと 男性 48 鹿児島県 自営業
店の名前は覚えていませんが、靴を買ったときに靴を入れる箱をダンボール箱に詰めてあるのは過剰だと思います。
靴の入っている箱だけでよいのですが・・・

女性 32 神奈川県 会社員(技術系)

今まで購入した商品に関しては、特に感じた事はありません。 女性 60 静岡県 専業主婦
カタログが多い 女性 52 鹿児島県 パート・アルバイト
ビックカメラ
商品に対してダンボールが大きすぎること

男性 28 福岡県 パート・アルバイト

楽天にある夢みつけ隊。
小さいブラシを一つ頼んだだけなのに、やたら大きいダンボールに入っていた。しかも二重梱包。

男性 24 神奈川県 会社員(事務系)

お店の名前は忘れたが梱包ダンボールの中に商品が入った箱・隙間を埋めるための箱・クッション役割の紙類がギッシリ入って
た。

女性 26 愛媛県 専業主婦

オッペン化粧品で化粧品ひとつひとつが袋に梱包されているうえに、ぷちぷちで個々にさらに包まれていた。 女性 30 大阪府 会社員(事務系)
過剰梱包と感じた商品は今までに購入した事はない 女性 46 栃木県 会社員(その他)
品物の破損等を防ぐ為に入れてくれたものとして考えるので、過剰梱包と思った事がない。 女性 49 大阪府 専業主婦
過剰包装と言えるかどうかわかりませんが、アマゾンからデジカメ用のピクチャーカードを購入したとき本体の数倍もの段ボールに
入ってきました。あまり小さい梱包だと輸送上の不便があるのかもしれませんが・・・

女性 61 宮城県 その他

赤すぐ
毎回余計なカタログや広告が入っていて処分に困る

女性 34 神奈川県 専業主婦

パソコン部品　わずか数センチ角の商品を３０センチ角程の段ボールで送ってくる 男性 46 宮崎県 会社員(技術系)
どこの会社のどの商品も、私が購入した限りでは、問題に感じるほどのものはありませんでした。 男性 60 三重県 自営業
イマージュ：下着の通販。ひとつひとつ袋に入れられているが、ビニール製じゃなく、もっと簡便な物でもよいと思う。ダンボールだ
と、商品以外にカタログも入っているのでダンボールはかさばって困る。

女性 24 埼玉県 会社員(技術系)

店は覚えていないが、やたらと大きなダンボールが届き、何かと思ったら通販の品物（小さなもの）だった。
通販をするのなら、箱の大きさはいろいろとそろえておいてほしい。

女性 35 東京都 会社員(事務系)

通信販売はここ２～３年頻繁に利用しているが、自分が今まで買ってきた範囲では過剰梱包と思ったことは無い。
逆に梱包不足を感じる事は間々あったが…

男性 43 神奈川県 その他

とても小さい物なのに小さい箱に入ってクッションを入れてとても大きな箱に入っていた。　お店名は忘れました。 女性 56 埼玉県 会社員(事務系)
店の名前は忘れましたが、必要以上に大きいダンボールの中に、更にダンボールに入れた商品を受け取ったとき感じました。しか
も、緩衝材はない。

女性 32 三重県 専業主婦

アマゾンで本を一冊購入したが、少し大きなダンボール箱に入っていた。 女性 34 静岡県 専業主婦
店の名前を忘れたがプリザーブドフラワーを買い求めた時に周囲が新聞紙が一杯つまっていて手間でした 女性 59 東京都 自由業

アマゾンの本の梱包してある段ボールが大きすぎる。
もうちょっとなんとかならないかといつも思うし、アマゾンをたくさん利用しているので、箱がたまるし、もったいないような気がする。

女性 36 青森県 パート・アルバイト

アマゾン（本を購入）
中身に対してダンボールが大きすぎる

男性 29 島根県 学生

ハムのギフトセット 女性 52 愛知県 パート・アルバイト
名前は忘れたが、薔薇の植木を買ったときの箱がとてもおおきかった。 男性 41 千葉県 会社員(技術系)
アマゾンのマーケットプレイスでギターのエフェクターを買ったが（店名は忘れました）、モノに対して箱が大きく、ピンポン玉小の緩
衝材が山ほど入ってて処分に困った。

男性 28 兵庫県 会社員(技術系)

ドラえもんずベル。大きな箱に小さな箱、さらにその中にデジカメの箱が入っていた 女性 30 静岡県 会社員(その他)
ネットプライス。ダンボールが大きかった。 女性 53 埼玉県 パート・アルバイト
DHC，セシール、味の素、その他色々
商品の数が少ないのに、異常に大きな箱に緩衝材を沢山入れて送ってくる。小さい袋入り、たった一個なのに箱に入れて・・・おま
けに送料を5～600円取られたこともある。

女性 58 愛知県 自由業

店名は覚えていませんが、以前バックを買った時にやけに大きな
ダンボールに入っていてビックリした事があります。

女性 38 長野県 パート・アルバイト

大切に梱包してくれてあるので過剰とはおもいません。 女性 61 静岡県 自営業
おいしっくす＝＞　食品なので、各商品ごとに袋にいれるのは、りかいするが、さらに箱にも入っていて、無駄。さらに、毎回ダン
ボール箱での配送となるので、毎回捨てるのが無駄。

女性 44 東京都 会社員(事務系)
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どこの店かは忘れましたが、商品に比して明らかに大きい箱で送られてきた時は過剰梱包だと感じました。 男性 20 愛知県 学生
過剰梱包だと感じた事はありません。 女性 35 兵庫県 専業主婦
amazonで買ったとき、本をダンボールで固定してその上大きめな箱に入っている 男性 41 愛知県 会社員(技術系)
ジャパネトタカタでＰＣを購入した時、余りりも過剰包装で、ありました。 男性 69 兵庫県 その他
何社かありますが・・・「こんなに大きな箱でなくても良いのに」・・・と感じます。 女性 57 神奈川県 専業主婦
アマゾン：包装が商品に比べ大きすぎる 男性 46 東京都 会社員(技術系)
お店の名前を忘れたのですが、ミシンを買った時に過剰包装されて届いた。その時の包装は、まず、段ボールの二重包装で、その
中に発砲スチロールがあり、さらに、ミシンとその他の部品（足ふみペダル、プラグ、ミシン糸）が別々に袋に入っている。

女性 21 大阪府 学生

アマゾンからＣＤ１枚を送られたとき、ＣＤと比べてかなり大きな箱に出しにくい状態で入れてあった。 女性 67 千葉県 自由業
amazon.co.jp
ゲームソフト１つに段ボールは不要。Expackぐらいのもので十分。

男性 31 神奈川県 会社員(事務系)

普段利用している通販で、過剰包装と感じた覚えはない。かさばって困ると思った緩衝材も、その商品を保護するためには、仕方
がないと思えるものだった。

女性 36 東京都 会社員(事務系)

オールアバウトで購入したか、当選したキャンドル 男性 38 大阪府 会社員(事務系)
お店の名前は分からないが、過剰ともいえる包装。
商品に対し、梱包が大きく、箱の中にさらに箱・・・また紙で包んでさらにビニールに包まっていた事。
壊れやすいものでもなかったので無駄を感じた。

男性 40 愛知県 会社員(その他)

千趣会－箱の中に箱
糸満もずく産業－発泡スチロールの大きな箱が２つも送られてきたが、１つに詰められた

女性 39 東京都 会社員(事務系)

ゴルフダイジェストの梱包。ゴルフボール１ダースに大きな段ボール箱でくる。送料込みだから実害はないけどもう少し梱包を考え
てもいいかな。

男性 58 兵庫県 会社員(事務系)

楽天のペット用品で、段ボールの大きさに驚いた。無駄なきがする。梱包方法を考えるべきである。 女性 60 福岡県 専業主婦
店舗名は控えますが、段ボールを梱包するガムテープや透明ビニールテープの過剰使用が気になることがありました。 女性 44 東京都 専業主婦
サントリーの健康食品、外箱が大きすぎる。 女性 54 千葉県 会社員(技術系)
セシール　箱が大きいし希望しないチラシ等がたくさん入っておりそれもゴミになる。（紙としてリサイクルに出しているが） 女性 52 栃木県 専業主婦
Amazon
本１冊に対して箱が大きすぎる

男性 36 北海道 公務員

昔はよくあったが、今は見かけない。 男性 44 広島県 その他
一般的には小さな品物、例えばコンパクトフラッシュ、フラッシュメモリー、プリンター用インク、サプリメントなどは中身の大きさの割
りに梱包が大きい。ひと工夫欲しい。

男性 69 愛知県 その他

アマゾンで特殊な版型の本を注文した時に、非常に薄い本だったにも関わらず、高さのある段ボール箱だったのは無駄だと感じ
た。

男性 41 静岡県 会社員(その他)

amazon→商品に対し、ダンボールが大きい。書籍やCDなどは封筒でも良いと思う。 男性 36 埼玉県 会社員(技術系)
店名は忘れましたが、10Ｘ10㎝大の大きさなのに　Ａ４大の大きさの段ボールに入って送られてきた。
中身に衝撃緩和材とかも無い

男性 41 東京都 会社員(その他)

段ボールが大きすぎ無駄 男性 36 大阪府 その他
毎回ということではないがベルーナで何枚もの袋に入っていたことがありました。 女性 37 宮城県 専業主婦
通信販売で注文して、過剰棚乞だと感じたことはない 女性 50 大阪府 専業主婦
記憶に残るほどの過剰包装はない 女性 57 東京都 専業主婦
商品保護の為、過剰梱包のほうが助かる感じなので困ったことはないですし私が利用するお店は適度な感じで梱包してもらえてる
感じです。

男性 35 埼玉県 会社員(事務系)

ダンボールの中にダンボール
店名は覚えていない

男性 29 神奈川県 会社員(技術系)

化粧品会社全般。ほとんどの企業は、化粧品の箱が大きすぎます。 女性 51 東京都 パート・アルバイト
トレンドワンという店で、マイクロＳＤカードを購入した時、箱の中に箱がありさらに、新品の包装された商品が入っており、緩衝用
の素材もあったが如何にも厳重すぎて、何が送られてきたかとびっくりした。

男性 50 岐阜県 公務員

まだ、ごみの分別がうるさくないので、べつにないです。 女性 57 静岡県 パート・アルバイト
濱野のパックを購入すると、毎回商品よりかなり大きめの箱の中に、さらに箱に入って、おまけに頼みもしないのにリボンまでかけ
られて送られてくる。パックは上質で気に入っているのですが..

女性 50 東京都 会社員(事務系)

アマゾンが露骨にひどい。漫画本１冊を大きなダンボールを送ってくる。 男性 39 東京都 会社員(事務系)
電気製品の梱包材において、処分することを考えていない。
作り手側のコスト、作りやすさ重視。

男性 56 富山県 自営業
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千趣会 女性 40 神奈川県 専業主婦
オークションを利用した際。
三重の箱詰めだった事。

男性 53 宮城県 会社員(技術系)

コーヒーポッド（１００個以上）をダンボールに入れ、更に大きなダンボールに入れて送られてきたとき。 女性 33 宮城県 パート・アルバイト
基本的には適正でした 男性 24 山口県 学生
まだそのようなお店には出会ってません。 女性 37 北海道 専業主婦
お店は楽天のネットショップで魚介類を購入したとき、再利用できないクールアイスボックスのようなものがあって困ったのだが
ショップの名前は覚えていない

女性 40 千葉県 専業主婦

ソフマップでCD1枚買ったときでさえ段ボール箱にたくさんの紙緩衝材をつめて送られてきた 男性 32 東京都 会社員(技術系)
新星堂、ポスターつきの場合ポスターを丸めたのサイズに合わせてＣＤを梱包する 男性 34 宮城県 会社員(事務系)
商品が小さいわりに箱が大きい 男性 59 兵庫県 パート・アルバイト
環境に配慮したお店なので、そのように感じたことはない。 女性 27 群馬県 その他
個人で利用したものではありませんが、会社で利用してる事務用品通販のアスクル。紙が過剰に入ってこまっている。 男性 29 神奈川県 会社員(事務系)
アマゾンが本の大きさの割に大きな箱で送ってきた。
買ったものが小さくても捨てるのに苦労する。

男性 37 大阪府 会社員(事務系)

色々なお店を利用しているのでどの店と限定するのは難しいですが、過剰梱包だと感じることといえば箱の中にさらに箱が入って
いたり、新聞紙をくしゃくしゃとして緩衝材代わりに使われているときなどそういった風に感じます。

女性 27 熊本県 会社員(技術系)

過剰包装と感じるお店はありませんでした 女性 31 埼玉県 専業主婦
覚えてないが箱が大きいことが多い 女性 52 埼玉県 パート・アルバイト
箱の中に箱が入っており更に発泡スチロールが入っていたら最悪と感じる。 男性 58 東京都 会社員(その他)
箱の中に箱、その中にまた箱があったが店名は忘れた 女性 62 東京都 専業主婦
アマゾンの書籍。商品に対して大きすぎる時がある 女性 38 東京都 専業主婦
以前は商品より梱包材の方が多いような配送もあったが、最近は各社それぞれ商品に合わせて梱包方法を簡素化・多様化してお
り、段ボール箱の固定金具不使用や住所シールをはがしやすくする等の改善もされてきたと感じている。

女性 55 東京都 専業主婦

しいていうなら、果物の表面を保護しているとは思うけれど、
過剰梱包というと、ここを思い出しました。
「株式会社ジーエーピー」果物の品質は、抜群にいいです。

女性 61 京都府 パート・アルバイト

だんボールが大きすぎて、中身が小さい。店の名は忘れた。 男性 61 東京都 自営業
百貨店の通信販売。
商品をメーカーの紙で包んであるのに紙袋もついてくる。
必要な場合もあるが自宅使用の場合もついてくる。

男性 34 大阪府 会社員(事務系)

過剰柵包を受け取ったことはない。 女性 68 福岡県 専業主婦
特に過剰梱包ということで店の名前をあげる程の例はありません。
ダンボールの大きさがやや大きいと思うことは多々あります。
発泡スチロールは捨てにくいので困るときはありますが、
店が悪いのではなく捨てにくいゴミ収集システムが悪い。

男性 34 富山県 会社員(技術系)

amazon.co，jp
ＳＤカードを１つだけ買ったのに、雑誌が十数冊入りそうな段ボール箱で送られ、輸送効率がよくないと思った。

男性 24 北海道 自営業

商品により梱包の仕方は異なるが、過剰包装と感じたことは無い。 男性 61 愛知県 自営業
とにかく商品にたいして箱が大きいことが多い。
同じ日に頼んだものでも１日違いで箱をわけて送ってきたりするのも箱がもったいない。

女性 39 東京都 パート・アルバイト

店舗の名前は覚えていないが、楽天のショップです。小さなPCの部品に対して大きな箱とエアークッションが必要以上に詰め込ん
であった。一個一個潰して処分に時間がかかった。

女性 63 茨城県 専業主婦

お店の名前は忘れましたが、小さいものを購入したのに、ダンボールがやたら大きく資源の無駄遣いを感じました。 女性 24 兵庫県 専業主婦
ニッセン。ダンボールが中身よりもかなり大きい事が多い。注文した商品のほかに宣伝のチラシや試供品が大量に入っているのが
すごく資源の無駄使いだと思う。

女性 30 神奈川県 専業主婦

主人がすごく小さいものを頼んだときに、ダンボールに入っていたのにはビックリした。 女性 44 栃木県 専業主婦
箱の中にまた箱があるとき 男性 34 岐阜県 会社員(その他)
特に過剰包装とは感じないが。。。購入した商品がさらに無地の段ボールに入っていましたが中身が他人に知られずこれは店舗
側の気遣いですね。段ポールならリサイクルできるので問題ありません。

女性 68 東京都 専業主婦

強く思ったことはないが、中身に対して箱が大きいと思うことはあった。お店の名前は覚えていない。 女性 47 北海道 会社員(その他)
Amazonの場合、商品保護のためだと思うが箱が大きすぎると思う。CD1枚でも包装によってメール便で来る時と違う時がある。 女性 45 群馬県 専業主婦
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小さい商品なのに大きな箱でクッション材がいっぱいのとき 男性 35 滋賀県 会社員(技術系)
アマゾン
本の梱包にクション材が入っている｡

男性 59 静岡県 自営業

amazonで買うと商品よりでかすぎる箱に入って送られてくる 男性 26 広島県 パート・アルバイト
小林製薬、薬２袋なのにでかい箱できたこと 男性 60 千葉県 会社員(技術系)
特に思いださないが、商品にあった大きさで、送ってほしい 女性 59 兵庫県 専業主婦
我が家では今のところその様な過剰包装と言うか
処分に困った事は無い！

男性 67 大阪府 その他

最近か簡便なものが多いのでとくには気になった商品はないです。 女性 46 群馬県 会社員(事務系)
重要なのは再利用しやすい緩衝材なこと。、過剰梱包は歓迎、（運送会社さんとの契約上）大きくなるからと言って送料が変わるこ
ともなく特に不満は無い。

男性 33 兵庫県 会社員(技術系)

最近は簡易包装されている事が多い 女性 61 大阪府 専業主婦
名前は忘れたがサプリメント等の小物類でメール便でも充分だと思うがカタカタ音がする程大きな箱で送られて来た事あった。 女性 61 東京都 専業主婦
化粧品 女性 64 埼玉県 専業主婦
特に過剰梱包だと感じたことはありません。 女性 30 千葉県 専業主婦
ペットフードをよく買っているが特に過剰な梱包はされていない。 男性 55 愛知県 会社員(事務系)
DHCで少しの商品購入でものすごい大きな段ボールにエアクッションが4つも入り邪魔になった。 女性 43 兵庫県 公務員
必要以上に箱が大きい 女性 29 山形県 会社員(事務系)
頼んだ物に対してすごい大きい箱にたくさんのプチプチで送られてきたこと（靴） 女性 35 東京都 会社員(事務系)
ユニクロ
段ボール箱が大きすぎる

男性 54 東京都 自営業

自転車販売のジョイン 男性 61 東京都 経営者・役員
フェリシモ：服1着におおげさなダンボールはやめて欲しい 女性 44 愛知県 会社員(事務系)
極端な梱包はお目にかかった事がない 男性 36 東京都 その他
お店は覚えていないが、商品に対して箱が大きすぎる事はある。 女性 35 静岡県 会社員(事務系)
セシール
カタログと一緒に送られてくるので、商品が小さいのに、とんでもなく大きなダンボールで来たことがある。

女性 35 東京都 会社員(その他)

過剰梱包と認識した経験はありません 男性 57 千葉県 会社員(事務系)
小さな商品なのに、かなり大きい梱包 男性 58 北海道 会社員(技術系)
昔はともかく、最近はリサイクルの考えがが浸透してきたり、メメール便が普及してきたので、あまり過剰包装の商品はないように
思う。

女性 43 奈良県 専業主婦

ケンコウコム
ブラックジンガー１つなのに箱にはいってくる。
封筒でいい。送料が高くつく

女性 66 北海道 専業主婦

アマゾン：段ボールの中に本を１枚の段ボールにビニルで巻いて入れてある。 女性 42 三重県 専業主婦
色々な店を使っているので、特定しないが過剰包装がほとんどで空けるのも時間が掛かり、捨てるにも面倒、勿体無い。 女性 60 東京都 その他
薄い小さな物を頼んだのに大きめの段ボールで来たことがあった。コンビmini。 女性 27 宮城県 会社員(事務系)
どこかは忘れたが、商品に対してやたらと大きなダンボールで運ばれてくるところがあった。箱が大きい為、緩衝材も沢山入ってい
た。

女性 29 神奈川県 専業主婦

箱入りの商品が袋に入れてあり、さらに緩衝用の紙を入れたダンボールで届いた。店名は忘れた。 女性 30 富山県 会社員(技術系)
メモリーカードなど本当に小さいものなのに通常の梱包がされていて、商品に対して梱包が異常に大きすぎた。
Amazon

男性 29 東京都 会社員(技術系)

どこの通販でも、商品に対して、箱の大きさがあまりにもでかすぎます。 男性 25 岡山県 学生
よく覚えてないが確かアマゾンで本を購入したとき感じたような気もする。 女性 62 千葉県 パート・アルバイト
中の梱包材が多かったり、また箱が入っていたりした。 女性 44 福井県 専業主婦
ユニクロのオンラインストア。衣類のみの注文なのに大きいダンボールに商品が入れられて送られてきた。ダンボールのスペース
にまだ余裕もあったし、衣類だけなら厚めの袋に入れて送るので十分だと思う。その方が外の梱包（袋）の処分に手間がかからな
いので楽。

女性 26 大阪府 会社員(その他)

特に箇条梱包だと感じたお店はありません。が、再春かんの化粧品は梱包にタオルハンカチを使われていて、ゴミになる事もなく
利用できる点でいいと思います。

女性 45 滋賀県 専業主婦

しいて挙げるならば「amazon」のダンボール箱は商品に対しての箱の大きさが、若干大きすぎると感じる。 女性 23 東京都 会社員(事務系)
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楽天の書籍を送ってくれる梱包材は、外側が紙で、内側がプチプチなのですが、私の地域では紙と柔らかいプラスチックは分けて
出したいので、はがすのが大変。べったりくっつけず、他の方法はなかったのでしょうか。

女性 35 福島県 専業主婦

最近は、かなり、配慮されているので、特にはありません。 女性 45 東京都 専業主婦
アマゾン　CD一枚をダンボールに入れて送ってくる 男性 22 岐阜県 会社員(その他)
通販はどこで頼んでも基本的に過剰包装だと感じる。 女性 27 埼玉県 会社員(事務系)
オルビスで以前注文した時、商品よりだいぶ大きい箱でおくられてきたのが、もったいないと思いました。 女性 28 京都府 パート・アルバイト
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