
商品名 はなまる健康茶 万能茶 博多三十茶 発芽黒豆茶 ゴマぺプ茶 十八健草茶 十六薬養茶 特選杜仲茶 ヤーコン 蕃爽麗茶

ブレンド数 23種類 20種類 30種類 1種類 5種類 18種類 16種類 1種類 3種類 1種類

送料

・初回無料

・定期購入無料（※4

か月コース）

初回のみ送

料無料

5000円以上で無料

・3,150円以上は

送料500円

・7,560円以上で

送料無料

5000円以上で無料

5000円以上

で無料

3,150円以

上の場合は

送料無料

無料

5000円以上

で無料

別途必要

1日当たりの価格 ¥80 ¥42 ¥115 ¥26 ¥210 ¥66 ¥70 ¥157 ¥140 ¥435

販売年数 40年 30年 16年 10年 6年 10年 10年 20年 10年 14年

定期購入時の特典数

①10％割引

②7日間増量セットプ

レゼント

③送料無料

④ペア旅行or血圧

計毎月抽選プレゼン

ト

①送料無料

②8％割引

10％割引

①10％割引

②便箋、せんべ

いなどノベル

ティー同梱

①10％割引

②他商品も10％割引

無し 無し 無し 無し 無し

商品名 はなまる健康茶 万能茶 博多三十茶 発芽黒豆茶 ゴマぺプ茶 十八健草茶 十六薬養茶 特選杜仲茶 ヤーコン 蕃爽麗茶

ブレンド数 9 8 10 3 5 7 6 3 4 3

送料 9 6 7 8 7 7 8 10 7 5

1日当たりの価格 6 9 5 10 2 8 7 3 4 1

販売年数 10 9 7 5 4 5 5 8 5 6

定期購入時の特典数 10 7 6 8 9 0 0 0 0 0

合計ポイント 44444444 39393939 35353535 34343434 27272727 27272727 26262626 24242424 20202020 15151515

商品名 はなまる健康茶 万能茶 博多三十茶 発芽黒豆茶 ゴマぺプ茶 十八健草茶 十六薬養茶 特選杜仲茶 ヤーコン 蕃爽麗茶

ブレンド数 ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★

送料 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★

1日当たりの価格 ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★

販売年数 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★

定期購入時の特典数 ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★ ★ ★ ★

評点計算表

各項目毎の★の数

評点計算に必要な各種データ



調査企画・設計者

調査目的

調査方法

母集団

調査対象地域

調査対象者 及び 対象サイト

有効回答数

調査実施期間 2012年2月1日　～　2012年2月29日

有限会社ドットイメージ　自社調査

調査基準について

塩分が気になる方におススメの健康茶を、価格やサービスの面から総合

的に判断し、お買い得な健康茶を探せるよう、各項目別に点数を付け、

合計得点の高い順番に紹介することを目的としています。

調査期間中に対象サイトをインターネットで閲覧し、当社で指定した5項

目に対して一定の評価基準を設け、レーダーチャート形式にて得点を記

載しております。

下記、対象サイト5サイトにおいて対象期間内のサイト内の情報、及び電

話によるヒアリング調査により、データを算出しております。

インターネット上による調査のため、調査対象エリアはございません。

はなまる健康茶　http://www.hnmr.jp/lp/o/10/

博多三十茶　http://www.yazuya.com/items/natural/hakata/index.html

発芽黒豆茶　http://www.kuromamecha.com/

万能茶

http://www.murataen.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPa

th=12&products_id=908

ゴマぺプ茶　http://www.suntory-

kenko.com/supplement/tokuho/45001/

十八健草茶　http://j1foods.cart.fc2.com/ca1/2/p-r1-s/

十六薬養茶　http://www.kohketsuatsu.com/products/jyuroku

特選杜仲茶　http://www2.kobayashi.co.jp/seihin/lt/tochu_cp/

ヤーコン　http://www.yaconcha.com/

蕃爽麗茶　http://www.yakult.co.jp/bansoreicha/

アンケート形式ではなく、自社調査により対象サイト10サイトに一定の評

価基準を設けて採点を行っています。



①ブレンド数

点数

10

9

8

7

6

5

③1日当たりの価格

④販売年数

⑤定期購入時の特典数

点数 星の数

1～2 ★

3～4 ★★

5～6 ★★★

7～8 ★★★★

9～10 ★★★★★

免責事項

当サイトは塩分が気になる方向けの健康茶を比較し紹介する情報サイトです。

商品の販売は行っていませんので、各商品に関するご注文、お問い合わせは直接各販売サイトへご

連絡をお願いいたします。

各項目の★の評点基準

送料の加点方法

上記5項目の評点を右記点数表

に基づき加点し、その合計値を各

商品の評点として記載する。

定期購入をした際の特典が最も多い順に10～6点を加点する。特典数が

同じ場合は、割引率の高い、または特典の市場価格が高いと予測される

ものを上位とする。ただし、何も無い場合は０点とする。

販売年数が最も長い順に10～5点を加点する。

評点基準について

配合されている茶葉の数量が多い順に10～1点を加点する。

購入価格ごとの送料比較し、以下の基準を定めて加点する。

1日に推奨される量を飲んだ時の1日当たりの価格が最も安い順に、10

～1点を加点する。※量は統一せず、メーカーが推奨する1日当たりの量

に対し採点する。

・各商品のレーダーチャートの点数は、以下の基準により算出しています。

・各項目に対して1～10点が加点され、5項目の合計値は最大50点満点となります。

条件

全て無料

初回無料

定期購入者無料

3000円以上は無料

5000円以上は無料

初回のみ無料

別途必要

②送料


