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報道各位報道各位報道各位報道各位        
    
 

＜リスナーアンケート結果＞ 

「職場の上司＆部下にするなら・・・1 位は長友選手！」 

「コートジボワール戦で１番ゴールが見たいのは・・・大久保選手！」 
 

—TOKYO FM 『Skyrocket Company 週末会議 supported by いつもNAVI』 調べー 
    

    
TOKYO FMTOKYO FMTOKYO FMTOKYO FM で放送中ので放送中ので放送中ので放送中の働く若者を応援す働く若者を応援す働く若者を応援す働く若者を応援するるるるワイド番組ワイド番組ワイド番組ワイド番組『『『『Skyrocket CompanySkyrocket CompanySkyrocket CompanySkyrocket Company』』』』((((月～月～月～月～木曜木曜木曜木曜 17:0017:0017:0017:00～～～～19:00/19:00/19:00/19:00/    

TOKYOTOKYOTOKYOTOKYO    FMFMFMFM 渋谷スペイン坂スタジオから渋谷スペイン坂スタジオから渋谷スペイン坂スタジオから渋谷スペイン坂スタジオから公開公開公開公開生生生生放送放送放送放送))))ののののスピンオフ番組スピンオフ番組スピンオフ番組スピンオフ番組『『『『SkyrockeSkyrockeSkyrockeSkyrocketttt    CompanyCompanyCompanyCompany 週末週末週末週末会議会議会議会議    

supported by supported by supported by supported by いつもいつもいつもいつも NAVINAVINAVINAVI』（毎週金曜』（毎週金曜』（毎週金曜』（毎週金曜 16:3016:3016:3016:30～～～～16:5516:5516:5516:55////東京ローカル東京ローカル東京ローカル東京ローカル））））では、では、では、では、番組番組番組番組リスナーリスナーリスナーリスナー（社員）（社員）（社員）（社員）全世代を全世代を全世代を全世代をモニモニモニモニ

ターターターターに、毎週アンケートを実施。世代による違いに、毎週アンケートを実施。世代による違いに、毎週アンケートを実施。世代による違いに、毎週アンケートを実施。世代による違いやややや働く人たちのホンネと実態働く人たちのホンネと実態働く人たちのホンネと実態働く人たちのホンネと実態をををを、、、、番組独自の視点で番組独自の視点で番組独自の視点で番組独自の視点でリサーチリサーチリサーチリサーチし、し、し、し、

プレスリリースとして発表プレスリリースとして発表プレスリリースとして発表プレスリリースとして発表ししししていていていています。ます。ます。ます。    

    

◆◆◆◆2014201420142014 年年年年 6666 月の月の月の月のアンケートアンケートアンケートアンケート・・・・テーマテーマテーマテーマ            

『世代別、サッカー日本代表選手に感じる魅力とは…『世代別、サッカー日本代表選手に感じる魅力とは…『世代別、サッカー日本代表選手に感じる魅力とは…『世代別、サッカー日本代表選手に感じる魅力とは…!?!?!?!?』』』』    
6666 月月月月 15151515 日は日は日は日は、サッカー日本代表戦！そこで「スカロケ」ならではの３つの質問をアンケート、サッカー日本代表戦！そこで「スカロケ」ならではの３つの質問をアンケート、サッカー日本代表戦！そこで「スカロケ」ならではの３つの質問をアンケート、サッカー日本代表戦！そこで「スカロケ」ならではの３つの質問をアンケート調査調査調査調査！！！！    

そのそのそのその結果、結果、結果、結果、下記の結果とな下記の結果とな下記の結果とな下記の結果となりました。りました。りました。りました。    

        Ｑ１．Ｑ１．Ｑ１．Ｑ１．    「「「「上司にするなら上司にするなら上司にするなら上司にするなら、和を重んじる、和を重んじる、和を重んじる、和を重んじる長友選手長友選手長友選手長友選手が圧倒的人気！が圧倒的人気！が圧倒的人気！が圧倒的人気！」」」」    

Ｑ２．Ｑ２．Ｑ２．Ｑ２．    「「「「部下にするなら、素直さが受ける部下にするなら、素直さが受ける部下にするなら、素直さが受ける部下にするなら、素直さが受ける香川選手香川選手香川選手香川選手や、や、や、や、    

本田選手本田選手本田選手本田選手の頼もしさにも支持が！の頼もしさにも支持が！の頼もしさにも支持が！の頼もしさにも支持が！」」」」    

    Ｑ３．Ｑ３．Ｑ３．Ｑ３．    「「「「コートジボワール戦でのゴールが見たいのは、コートジボワール戦でのゴールが見たいのは、コートジボワール戦でのゴールが見たいのは、コートジボワール戦でのゴールが見たいのは、大久保選手大久保選手大久保選手大久保選手！！！！！！！！」」」」    

「「「「サッカー人気が浸透しサッカー人気が浸透しサッカー人気が浸透しサッカー人気が浸透し代表代表代表代表選手の選手の選手の選手の人間性も人間性も人間性も人間性も身近に感じながら応援し身近に感じながら応援し身近に感じながら応援し身近に感じながら応援している！ている！ている！ている！」傾向がわ」傾向がわ」傾向がわ」傾向がわかかかかりました。りました。りました。りました。        

    

    

【【【【Q1.Q1.Q1.Q1.】】】】    「サッカー日本代表で職場の上司にするなら誰？」「サッカー日本代表で職場の上司にするなら誰？」「サッカー日本代表で職場の上司にするなら誰？」「サッカー日本代表で職場の上司にするなら誰？」    

（有効回答数：（有効回答数：（有効回答数：（有効回答数：    197197197197 人人人人／／／／2014201420142014 年年年年 5555 月月月月 30303030 日放送分日放送分日放送分日放送分））））    

    

 
    

    

    

    

 

 

 

 
 

 

■全体の 60％が長友選手推し!! 
  長友選手を選択した人が 60％、香川選手が 25％、本田選手は 15％という結果になりました。 

  上司としての人気はダントツで長友選手でした。 
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■■■■40404040 代代代代ではではではでは 70707070％が％が％が％が長友選手長友選手長友選手長友選手を支持を支持を支持を支持！！！！ 

  世代別に見ると 40 代で 70％と圧倒的な長友人気！「一番話しかけやすそう」「チームメイトとお辞儀で 

  挨拶するほど和を大切にしていると思うので、ぜひ上司になってもらいたい」という意見がありました。 
 

■■■■10101010 代では代では代では代では香川選手香川選手香川選手香川選手ががががトップ！トップ！トップ！トップ！ 

   20 代以上の全世代で長友選手が 1 位の中、10 代では香川選手が 1 位となりました。「クールに指導 

   しながら、上下関係を大切にしそう」「一緒に仕事ができたら楽しいと思う」といった意見がありました。 

 

■本田選手を上司として支持する意見は？■本田選手を上司として支持する意見は？■本田選手を上司として支持する意見は？■本田選手を上司として支持する意見は？ 

   「ズバリ、かっこいいから！」「奇抜なファッションといい、超名門チームのミランで 10 番を希望するなど、   

  日本人らしくない自己主張に興味津々」 「仕事に関してはかなり厳しそうだけど、身近で影響を受けれ 

  ば自分の伸びシロを引き上げてもらえそう」…といった長友選手、香川選手にはない意見がありました。 

 

■スカロケ的・世代別の特徴■スカロケ的・世代別の特徴■スカロケ的・世代別の特徴■スカロケ的・世代別の特徴 

 10 代：香川派・・・楽しく仕事ができる上司に魅力を感じる世代。 

 20 代：長友派・・・仕事のできる上司に魅力を感じる世代。 

 30 代：長友派・・・香川よりは本田を支持。より自分を成長させてくれる上司を求めているようです。 

 40 代：圧倒的に長友派・・・本田支持はわずか一桁。礼儀正しく和を重んじる上司を求めています。 

 50 代：長友派が半数・・・他の選手も含め様々な個性を持った上司も受け入れられる世代。 

 
 

【【【【QQQQ２２２２....】】】】    「サッカー日本代表で職場の部下にするなら誰？」 
（有効回答数：（有効回答数：（有効回答数：（有効回答数：    329329329329 人人人人／／／／2014201420142014 年年年年 6666 月月月月 6666 日放送日放送日放送日放送分）分）分）分）    

    

    

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

■全体的に長友選手推しだが、香川選手・本田選手も健闘！■全体的に長友選手推しだが、香川選手・本田選手も健闘！■全体的に長友選手推しだが、香川選手・本田選手も健闘！■全体的に長友選手推しだが、香川選手・本田選手も健闘！ 

  長友選手 39％ 香川選手 35％ 本田選手 26％・・・と、「上司にするなら誰？」と比べると、香川選 

  手も本田選手も健闘した結果になりました。ちなみに、３選手に対する男女差というのは特にみら 

  れませんでした。 

 

■■■■30303030 代、代、代、代、40404040 代で長友選手は人気！代で長友選手は人気！代で長友選手は人気！代で長友選手は人気！ 

  世代別の結果を見ると、特に 30 代・40 代で長友選手は人気。30 代では、「ムードメーカーになり 

  そう」、40 代では「フットワークが軽そう」…といった意見がありました。 

 

 



 

 

PRESS RELEASE 

                                                                                                      2014201420142014 年年年年 6666 月月月月 13131313 日日日日    

    

■■■■10101010 代と代と代と代と 50505050 代以上は、香川選手推し！代以上は、香川選手推し！代以上は、香川選手推し！代以上は、香川選手推し！ 

  香川選手は全体では 2 位でしたが、10 代では 45％、50 代では 55％の方に支持され、1 位でした。 

  ちなみに、「上司にするなら誰？」でも香川選手は 10 代で１位でした。 

 

■本田選手は、■本田選手は、■本田選手は、■本田選手は、20202020 代・代・代・代・50505050 代では第２位！代では第２位！代では第２位！代では第２位！ 

  本田選手は上司・部下ともに１位にはならなかったものの、 「自分がしっかりしなきゃと思う」「有言 

  実行タイプがいい！チームで結果を出すためには必要不可欠な存在！」といった意見がありました。 

 

■スカロケ的・世代別の特徴■スカロケ的・世代別の特徴■スカロケ的・世代別の特徴■スカロケ的・世代別の特徴 

  10 代：香川派・・・仕事には楽しさを求める世代。 

  20 代：僅差で本田支持派も多い・・・部下には心強さを求める世代。 

  30 代：部下でも長友派が多数・・・ムードメーカー的な存在を大事にする世代。 

  40 代：部下なら本田・香川もアリ・・・部下として的確な動きに期待する世代。 

  50 代：半数以上が香川派・・・部下らしい素直さが受けているようです。 

    

【【【【Q3.Q3.Q3.Q3.】】】】    「「「「サッカー日本代表、コートジボワール戦で、誰のゴールが見たい？」サッカー日本代表、コートジボワール戦で、誰のゴールが見たい？」サッカー日本代表、コートジボワール戦で、誰のゴールが見たい？」サッカー日本代表、コートジボワール戦で、誰のゴールが見たい？」    
（有効回答数：（有効回答数：（有効回答数：（有効回答数：    397397397397 人人人人／／／／2014201420142014 年年年年 6666 月月月月 13131313 日放送分）日放送分）日放送分）日放送分）    
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■大久保選手に期待する人が全体の３割！■大久保選手に期待する人が全体の３割！■大久保選手に期待する人が全体の３割！■大久保選手に期待する人が全体の３割！    
全世代を総合した結果は・・・ 

              第１位第１位第１位第１位                        「大久保嘉人選手」「大久保嘉人選手」「大久保嘉人選手」「大久保嘉人選手」        

第２位第２位第２位第２位                        「それ以外の選手」「それ以外の選手」「それ以外の選手」「それ以外の選手」    

        同率同率同率同率    第３位第３位第３位第３位                        「本田圭佑選手」「香川真司選手」「本田圭佑選手」「香川真司選手」「本田圭佑選手」「香川真司選手」「本田圭佑選手」「香川真司選手」    

                            第５位第５位第５位第５位                        「柿谷曜一朗選手」「柿谷曜一朗選手」「柿谷曜一朗選手」「柿谷曜一朗選手」    
大久保選手のゴールを観たい人は 29％と全体のおよそ３割が期待。特に 20 代が一番多く 33％！ 

  本田選手、香川選手は全体の 20％、柿谷選手は、6％。それ以外の選手は、25％という結果でした。 

 

■「■「■「■「50505050 歳以上は圧倒的な香川人気！」歳以上は圧倒的な香川人気！」歳以上は圧倒的な香川人気！」歳以上は圧倒的な香川人気！」    
 10 代〜40 代までの世代で香川選手を選んだのは 10％台なのですが、 

  50 歳以上になると、香川選手を選んだ人が 42％と圧倒的な人気。 

  ちなみに、これまで調査した、部下や上司にするならでも 

  50 歳以上の世代では、香川選手の人気が高かったです。 
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■「■「■「■「30303030 代・代・代・代・40404040 代は、それ以外の選手が１位！」代は、それ以外の選手が１位！」代は、それ以外の選手が１位！」代は、それ以外の選手が１位！」    
30 代・40 代では、ほとんど結果が同じで「それ以外の選手」が 1 位。 

30 代に人気のある遠藤選手は、現在 34 歳。 

自分と同世代の選手が頑張る姿は、期待せずにはいられないようです。 

40 代では、岡崎選手も人気。「岡崎の泥臭いゴールがないと日本は勝てないと思う」などの声が。 

また、10代の 1 位は本田選手。全体では 5位だった柿谷選手にも「金髪かっこいい！」などの声が寄せ

られ、2 位となりました。  

  

■スカロケ的・世代別の特徴■スカロケ的・世代別の特徴■スカロケ的・世代別の特徴■スカロケ的・世代別の特徴            

      

10 代：本田＆柿谷派・・・金髪でちょっと派手な見た目を好む世代。 

  20 代：大久保派が多数！・・・ラストサムライに期待する世代。 

  30 代：その他の選手に期待！・・・同世代の遠藤選手に期待を集める世代         

  40 代：その他の選手を応援！・・・岡崎選手のような泥臭さに魅力を感じる世代 

  50 代：香川派！！・・・どんな時でも香川選手に期待を集める世代 

 

 
 

以上の結果となりました。がんばれ、ニッポン！！ 
 

 

 

    
◆◆◆◆番組番組番組番組『『『『Skyrocket CompanySkyrocket CompanySkyrocket CompanySkyrocket Company』』』』      

  月月月月曜曜曜曜----木木木木曜曜曜曜    11117777:00:00:00:00----11119999::::00000000（（（（東京ローカル東京ローカル東京ローカル東京ローカル））））    http://www.tfm.co.jp/sky/http://www.tfm.co.jp/sky/http://www.tfm.co.jp/sky/http://www.tfm.co.jp/sky/    

◆番組『Skyrocket Company 週末会議 supported by いつもNAVI』』』』        

金曜金曜金曜金曜    11116666::::30303030----11116666::::55555555（（（（東京ローカル東京ローカル東京ローカル東京ローカル））））        http://www.tfm.cohttp://www.tfm.cohttp://www.tfm.cohttp://www.tfm.co.jp/sky/friday/.jp/sky/friday/.jp/sky/friday/.jp/sky/friday/    

2013年4月設立のラジオの中の会社、「スカイロケット・カンパニー」。この会社の本部長は、マンボウやしろ、秘書

は浜崎美保。番組は“ラジオの中の会社で行われる夕方のミーティング”という設定で、リスナーが社員となり、ラ

ジオ、スマートフォン用番組オリジナルアプリ、PCで会議に自由に参加してもらい、番組とリスナー、そしてリスナ

ー同士がつながっていきます。2014年4月からは毎週金曜日にスピンオフ番組「Skyrocket Company 週末会議 supported 

by いつもNAVI」がスタート。リスナー社員全世代へ毎週アンケートを実施。世代間の違いなどを比較しながら働くリ

スナー社員の皆様のホンネと実態を調査していく「週末会議」です。 

 

◆◆◆◆「いつも「いつも「いつも「いつもNAVINAVINAVINAVI」」」」とは・・・とは・・・とは・・・とは・・・    

「いつもNAVI」は、地図・ナビゲーションのサービスです。スマートフォン・携帯電話向けには、周辺情報やルート検

索・渋滞情報や乗換案内等、お出かけを支援する様々な機能を搭載したナビゲーションアプリを提供しています。 

http://www.zenrin-datacom.net/service/ 

 
 

 


