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推奨環境 

Qwantzはデバイス毎に以下のブラウザに対応します。 

※推奨環境外からのアクセスについては、動作保証しておりません。 

・JavaScriptを有効にして下さい。 

・Cookieを有効（受け入れる）にして下さい。 

 

●WindowsPC 

・Google Chrome(最新版) 

https://www.google.com/intl/ja/chrome/browser/ 

 

・Mozilla Firefox(最新版) 

http://www.mozilla.jp/firefox/ 

 

・Internet Explorer 11.x 

http://windows.microsoft.com/ja-jp/internet-explorer/download-ie 

 

● MAC 

・safari(最新版) 

https://support.apple.com/ja-jp/safari 

 

●スマートフォン／タブレット 

・iOS／AndroidOSの標準ブラウザ（最新版）   

 

 ※アンケート作成画面は利用できません、ダッシュボード 

 のみ利用可能です。 

 ※フィーチャーフォン（ガラケー）では回答できません。 

 ※すべての機種での動作を保証するものではありません。 
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アンケート作成 
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ログイン 
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ログインURL 

https://console.qwantz.jp/login 

アカウント登録されたメールアドレスを入力 

アカウント登録時に発行されたパスワードを入力 
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アンケートの配信対象者について 
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 アンケートの配信対象者を選択 

① Qwantzパネル：基本属性（性別、未既婚、年齢、都道府県）でアンケート 

② Qwantzスペシャルパネル：基本属性に加え、年収、職業、自動車、金融などの属性でアンケート 

③ Qwantz提携パートナー：提携パートナーが持つユーザーに対し、アンケート 

④ ユーザー保有リスト：貴社がお持ちのユーザーに対し、アンケート   

① ② 

③ 

④ 
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アイコンについて 
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 アイコンの見方 

• Qwantzのパネル、提携パートナーへ配信するアンケートです。 

• メール・SNSなど貴社にて回答者を集めるアンケートです。 

• 作成したアンケートの回答画面を配信前に確認することができます。 

• 回収したアンケートの集計を見ることができます。（ダッシュボード) 

• アンケートの編集ができます。 

• 作成したアンケートの配信設定ができます。 

• 公開前のアンケートを削除することができます。 

• 作成したアンケートの設問内容と設定内容を一覧でみることができます。 

• アンケートの複製ができます。 

• 回収したアンケートのローデータをダウンロードすることができます。 
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新規アンケートの作成・編集開始 
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 アンケートの新規作成 

 アンケートタイトルの入力 

• 画面右上の「アンケート新規作成ボタン」をクリックするとアンケートタイトル入力フォームが
表示されます。 

• フォームにアンケートタイトルを入力する。 

• アンケートタイトルは回答者に表示されるアンケート名となります。どういった内容のアンケー

トかわかりやすく記入することをお勧めします。40文字以内で設定をお願い致します。 

 アンケート編集開始 

• 画面右の鉛筆のアイコンをクリックするとアンケート内容の編集ページに移動します。 
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ウェルカムページの作成 

9 

 「Welcome」ページ用の鉛筆のアイコンをクリック 

 アンケートタイトル（回答者表示）、補足文章を入力 

• 画面右上の鉛筆のアイコンをクリックするとウェルカムページの編集フォームが表示されます。 
• Welcomeページには、回答者に表示するアンケートタイトル、アンケートの趣旨、回答の 
    お願いなどを記載します。 

• 画面左側の編集フォームの「タイトル」を記入。ここで記入されたタイトルが回答者に 
    表示されます（アンケート作成者側のプロジェクト管理は下記）。 
• 「補足」にアンケート回答者への説明や依頼事項などを記載します。 
• 記入が済んだら画面右下の「保存」ボタンをクリック。 

※作成者用のアンケートタイトルの編集について 

 ・編集画面の左上のタイトルをクリックすると編集ができます。 
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設問の追加 
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 設問を追加（ドラッグアンドドロップ） 

• 画面左から利用したい「設問タイプ」をドラッグアンドドロップし設問を作成します。 

• ドラッグアンドドロップする場所を指定したり、設問を設定した後に移動することで設問の 

    順番を入れ替えることが可能です。 

• アンケート設問一覧で各設問の編集ボタン（鉛筆のアイコン）をクリックすると、「設問編集」

のダイアログが開き、その設問の設問文や選択肢、その他の各種設定を編集することができます。

（設問タイプによって編集できる設定の内容は異なります） 

• この作業を繰り返し必要な設問を追加してアンケートを作成していきます。 

• 設問一覧のフィールドをクリックすることでも 

    設問を追加できます。 

• その際には編集画面で設問タイプを選択します。 

 

 設問を作成（クリックして設問を追加） 

 設問編集を開始 



Copyright ©  D&M, Inc. All Right Reserved 

設問の編集 ― 設問タイプの一覧 
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• アンケートを構成する設問にはさまざまなタイプ（種類）があります。 

• 質問したい内容によって適切な設問タイプは異なりますので、用途に応じて使い分けてください。 

• Qwantzで作成できる設問タイプは以下の通りです。詳しい操作方法は次ページ以降を 

 ご参照ください。 

 

 

■「単一選択」 

選択肢の中からひとつだけ選んでもらう設問タイプです。 

性別、年齢、居住地、一番〇〇なもの（例：一番好きな果物）等。 

 

■「複数選択」 

選択肢の中から複数を同時に選んでもらう設問タイプです。 

知っているブランドや、過去に訪れたことがある観光地など。 

 

■「ランク付け」 

いくつかの項目の順位を回答してもらう設問タイプです。曜日別によく外食する順番など。 

 

■「NPS（推奨意向）」 

ある商品やサービスなどについて、他人にどのくらい推奨できるかを回答してもらう 

設問タイプです。 

 

■「自由入力：単一行」 

選択式ではなく、自由に入力してもらう設問タイプです。 

よく買う銘柄を思い出して回答してもらう、など。 

単一行は商品名や単語など、文字数がそれほど多くない回答が想定される場合に適しています。 

 

■「自由入力：複数行」 

選択式ではなく、自由に入力してもらう設問タイプです。ある映画を観た感想を回答して 

もらう、など。複数行は文章など、文字数が多い回答が想定される場合に適しています。 

 

■「数値入力」 

数値を回答してもらう設問タイプです。過去に購入した個数や、家族の人数、予算の金額など。 

 

■画像／動画選択 

 

選択肢に画像や動画を提示し、選択してもらう設問タイプです。 

単一選択、複数選択の両方に対応しています。 
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設問の編集 ― 設問タイプ共通の操作方法 
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設問文を補足する文章を編集します。ここで 

入力した文章はアンケートの回答者には表示 
されますが、回収後のダッシュボードには表示
されません。 

設問の選択肢を編集します。テキストを入力 

すると自動的に選択肢が生成され、改行する 

ごとに選択肢の数が増えます。 

設問タイプによって選択肢の形式・回答数 

などが変わります（後述の設問別の特徴参照）。 

アンケート集計結果をダッシュボードで表示す
る際に、この設問の回答データをどのような
チャート（グラフ）で表示するかを選択します。 

バーチャート・・・横棒グラフ 

パイチャート・・・円グラフ 

設問タイプをプルダウンから選択し、変更する
ことができます。設問タイプを変更すると、 

編集中の内容は破棄されます。 

質問の文章を編集します。 

例)あなたの好きな食べ物をお答えください。等 

自由入力が付帯した選択肢を作成します。 

選択肢の文章は、初期状態では「その他 
（具体的に入力ください）」となっております
が変更できます。 

保存ボタンを押すと、編集した内容が保存され
アンケート画面に反映されます。 

キャンセルボタンを押すと、編集した内容を 

破棄してアンケート設問一覧に戻ります。 

設問表示条件についてはP23～P24を 

ご覧ください 

画像または動画の表示サイズを選ぶことができ
ます 

【回答必須】 
ここにチェックを入れると、回答しなければ先
に進めない性質の設問になります。 

回答必須は初期状態ではオンになっています。 

ここにチェックを入れると、サイズ指定された 

表示余白がなくなるまで拡大して表示します。 

このとき、縦横比によっては画像の上下はカット 

されます。初期状態ではオフになっています。 

画像または動画をアップロードすることができ
ます。 
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【例】 
 
Q1  あなたの性別をお知らせください。 
          男性 
          女性 
 
 
Q2  以下のフルーツの中で、あなたが最も 
  お好きなものをひとつだけ選んで 
  お答えください。 
   みかん 
   バナナ 
   いちご 
   りんご 
   この中に好きなフルーツはない 

設問の編集 ― 単一選択 
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単一選択の場合、ここで作成した選択肢の中から 

ひとつだけ選んで回答してもらう形式となります。 

【プルダウン形式】 
単一回答の設問をプルダウン形式で提示することが
できます。 
たくさんの選択肢がある設問を作成する場合などに
アンケート画面をみやすく、答えやすくすることが
できます。 

プルダウン形式は初期状態ではオフになっています。 

【回答者によって選択肢の順番をランダム表示】 

選択肢の提示順を回答者ごとにランダムな順番に 

並び替えます。これにより、順位効果（いちばん 
上の選択肢が選択されやすくなる傾向）を低減する
ことができます。 

なお、選択肢ランダムは自由入力選択肢には影響 

しません。自由入力選択肢はそれ以外の選択肢の 

次に表示されます。 

初期状態ではオフになっています。 

選択肢の中からひとつだけ選んでもらう設問タイプです。 

性別、年齢、居住地、一番〇〇なもの（例：一番好きな食べ物）など。 

編集パネル（画面の左側）で設問の設定を変更すると、プレビュー 

（画面の右側）の設問の内容が更新されます。 
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【例】 
 
Q1  あなたが高級だと思うブランドを下記の 
  中からいくつでもお選びください。 
          ルイ・ヴィトン 
          エルメス 
          プラダ 
          シャネル 
          ブルガリ 
          ティファニー 
          カルティエ 
          あてはまるものはない 
 
Q2  以下のフルーツの中で、あなたが食べた 
  ことがあるものをすべてお答えください。 
          みかん 
          バナナ 
          いちご 
          パイナップル 
          りんご 
          これらのフルーツは食べたことがない 

設問の編集 ― 複数選択 
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複数選択の場合、ここで作成した選択肢の中から 
複数の選択肢を選んで回答してもらう形式となりま
す。 

同時に選択できる選択肢の数について最少選択数
（下限）と最大選択数（上限）を設定します。最小
選択数、最大選択数には1以上の数が設定できます。
選択肢の総数よりも大きな数は設定できません。 

排他的な性質をもった選択肢を作成します。選択肢
の文章は初期状態では「あてはまるものはない」と
なっていますが変更できます。 
設問タイプが複数選択の場合、回答者は複数の選択
肢を同時に選択することができますが、排他選択肢
を選択した場合については他の選択肢は同時に選択
できないよう制御されます。 

一般的には「あてはまるものはない」など「他の 
選択肢を選択することができない回答者」が選択で
きるような文言で作成します。 

選択肢の中からあてはまるものを複数選んでもらう設問タイプです。
知っているブランドや、過去に訪れたことがある観光地など。 

編集パネル（画面の左側）で設問の設定を変更すると、プレビュー 

（画面の右側）の設問の内容が更新されます。 
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【例】 
 
Q1  下記ブランド群に対し、あなたが高級だと 
  思う順位を教えてください。 
  最も高級だと思うブランドを「1位」として 
  ください。 
          ルイ・ヴィトン 
          エルメス 
          グッチ 
          プラダ 
          シャネル 
          ブルガリ 
          ティファニー 
          カルティエ 
 
Q2  あなたがよく外食で食べる食べ物の順番を 
  教えてください。食べたことが無いもの 
  については今後食べそうだと思う想定で 
  順位をつけてください。 
          牛丼 
          天丼 
          親子丼 
          カツ丼 
          海鮮丼 

設問の編集 ― ランク付け 
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提示した選択肢に対して順位をつけてもらう設問タイプです。 

各選択肢にそれぞれプルダウンが表示され、「1位」から作成した選択肢
の数と同じだけの順位が選択可能となります。編集パネル（画面の左側）
で設問の設定を変更すると、プレビュー（画面の右側）の設問の内容が 

更新されます。 

ランク付けの場合、ここで作成した選択肢のすべて
にプルダウンで順位を回答する形式になります。 

チェックを外すと、一部の順位のみの回答（虫食い
状態）でも次の設問に進むことができます。この場
合、ダッシュボード上では順位ごとに母数が違う状
態になる可能性があります。 

最小選択数を指定すると、設定数の数だけ上位ラン
キングを選んでもらう形式の設問が作成できます。 
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【例】 
 
Q1  インターネットでのアンケート調査を 
  どの程度他人に薦めたいと思いますか？ 
        ←強く薦めたい        薦めたくない→ 
 
Q2  この映画を誰かに薦めたいと思いますか？ 
        ←強く薦めたい        薦めたくない→ 

 
 

設問の編集 ― NPS（推奨意向） 

16 

ネット・プロモーター・スコア（NPS）を調査するための設問タイプです。 

推奨意向を10を強く推奨、0を非推奨として11段階で回答してもらい、 

9、10点を推奨者、0～6点を批判者、7、8点を中立者とし、推奨者の 

割合から批判者の割合を引いた数値を元に－100から100の間で推奨度や
顧客ロイヤルティを数値化します。 
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【例】 
 
Q1  あなたが過去に購入したことがある 
  ペットボトルの緑茶飲料の商品名を、 
  三つまでお答えください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q2  2012年～2016年の5年間での国内旅行での 
  訪問先のうち、また行きたいと思う場所を 
  教えてください。 
 
 

設問の編集 ― 自由入力：単一行 
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回答を回答者が自由に入力する設問タイプです。 

自由入力では選択肢に影響されない回答者の純粋想起による回答を調査 

します。 
自由入力：単一行は改行を含まない回答を入力できますので、一行程度の
短い文章や、単語・名称などの回答が想定される質問に適しています。 

設問文に対する回答を入力してもらう回答欄です。 
回答欄には回答欄ごとに付帯文章や補足、記入例を
設定することができます。 

※複数の回答欄を作成し、最初のひとつだけは必須
にして、残りは任意回答とすることはできません。 
こういった構成のアンケートを作成したい場合は、
まず回答欄ひとつだけの設問を回答必須で作成し、
続いて回答必須ではない設問を作成してください。 

このボタンをクリックすると、ひとつの設問に対し、
回答欄を複数作成することができます。 
回答欄はそれぞれに付帯文章や補足、記入例を独立
して設定することができます。 
２つめ以降の回答欄は、右側にある削除ボタンより
削除することができます。 

回答欄を増やした場合、必須回答数を設定すること
ができます。回答欄は指定できません。 
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【例】 
 
Q1  今回のイベントについてのあなたの感想を、 
  どのような内容でも構いませんので 
  ご自由にお書きください。 
 
 
Q2  当店のサービスにおいて改善すべき 
  ポイントをご記入下さい。      

設問の編集 ― 自由入力：複数行 
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回答を回答者が自由に入力する設問タイプです。 

自由入力では選択肢に影響されない回答者の純粋想起による回答を調査 

します。 

自由入力：複数行は改行を含む文章を入力できますので、長文の回答が 

想定される質問に適しています。 

設問文に対する回答を入力してもらう回答欄です。 
回答欄には回答欄ごとに付帯文章や補足、記入例を
設定することができます。 

回答必須は初期状態ではオンになっています。 

※複数の回答欄を作成し、最初のひとつだけは必須
にして、残りは任意回答とすることはできません。 
こういった構成のアンケートを作成したい場合は、
まず回答欄ひとつだけの設問を回答必須で作成し、
続いて回答必須ではない設問を作成してください。 

このボタンをクリックすると、ひとつの設問に対し、
回答欄を複数作成することができます。 
回答欄はそれぞれに付帯文章や補足、記入例を独立
して設定することができます。 
２つめ以降の回答欄は、右側にある削除ボタンより
削除することができます。 

回答欄を増やした場合、必須回答数を設定すること
ができます。回答欄は指定できません。 
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【例】 
 
Q1  あなたの年齢をお知らせください。 
 
 
 
Q２  この映画に点数をつけて下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

設問の編集 ― 数値入力 

19 

数値での回答を自由に入力する設問タイプです。 

数値入力は数値のみ入力可能な自由入力です。 

年齢や個数、人数、価格など、数字のみで回答できる質問に使用します。 

設問文に対する回答を入力してもらう回答欄です。 

最大９桁まで入力ができます。 
回答欄には回答欄ごとに付帯文章や補足、記入例、
単位、最小値、最大値を設定することができます。 

最小値、最大値を設定すると、回答はその範囲の 

数値のみを受け付けます。 

このボタンをクリックするとひとつの設問に対し 

回答欄を複数作成することができます。 
２つめ以降の回答欄は、右側にある削除ボタンより
削除することができます。 

※複数の回答欄を作成し、最初のひとつだけは必須
にして、残りは任意回答とすることはできません。 
こういった構成のアンケートを作成したい場合は、
まず回答欄ひとつだけの設問を回答必須で作成し、
続いて回答必須ではない設問を作成してください。 

回答欄を増やした場合、必須回答数を設定すること
ができます。回答欄は指定できません。 
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【例】 

設問の編集 ― 画像／動画選択 

20 

画像や動画を選択肢として選択してもらう設問タイプです。 

初期状態では単一選択と同様に、選択肢をひとつだけ選んで回答できる 

設問タイプです。 

選択対象になる画像や動画を指定します。 
画像・動画のタイトルを設定すると、選択肢の素材
の下に設定したタイトルが付帯して表示されます。 

※アップロードできるファイルの最大サイズは、
200MBまでとなります 

選択肢として提示する画像や動画の表示サイズを 

選択します。 
初期状態では、各画像や動画はサイズで指定された
表示領域の中で最大の大きさとなるよう調整して 

表示されます。 

サイズは大・中・小の3パターンから選択でき、 
同じ設問の中の全ての素材に対して共通のサイズが
適用されます。 

このボタンをクリックすると、ひとつの設問に対し、
選択肢を複数作成することができます。 
選択肢はそれぞれに画像や動画、タイトルを独立し
て設定することができます。２つめ以降の回答欄は、
右側にある削除ボタンより削除することができます。 

ここにチェックを入れると、サイズ指定された 

表示余白がなくなるまで拡大して表示します。 

このとき、縦横比によっては画像の上下はカット 

されます。初期状態ではオフになっています。 
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設問表示条件の設定 ― 設問タイプ共通の操作方法 

21 

 設問表示条件を追加 

• 各設問に対し表示条件を設定することができます。 

• 「設問編集」のダイアログで「設問表示条件」のタブに切り替えて設定します。 

• 「条件を追加」ボタンをクリックすることで条件を設定できます。 

  条件は複数作成することもできます。 

※設問表示条件は、条件によって表示／非表示を切り替えたい設問に対して設定します。 

 条件となる設問に設定するものではありません。 

 設問表示条件の共通の操作 

設問編集と設問表示条件を切り替えます。 

追加した表示条件を削除します。 

複数の条件がある場合、上の条件と下の条件の関係
を設定します。 

ANDを選択すると両方の条件を満たす場合に設問を
表示します。 

ORを選択するとどちらか一方でも条件を満たせば
設問を表示します。 

条件を複数追加したとき、初期状態ではANDに 

なっています。 

新しい条件を追加します。 

保存ボタンを押すと、編集した内容が保存され 

アンケート画面に反映されます。 

キャンセルボタンを押すと、編集した内容を 

破棄してアンケート設問一覧に戻ります。 
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設問表示条件の設定 ― 設問タイプごとの設定方法 
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 設問表示条件を設定 

（条件となる設問が単一選択、複数選択、ランク付け、 NPS(推奨意向)、画像/動画選択の場合） 

 設問表示条件を設定 

（条件となる設問が自由入力：単一行、自由入力：複数行、数値入力の場合） 

プルダウンから条件となる設問を選択します。 

自由入力や数値入力の場合、条件となる回答欄を 

選択します。 

回答内容をどのように判定するか選択します。 

ここで選択した判定方式で、回答欄の回答と下の 

入力欄の内容を比較して条件を判定します。 

判定方式は以下の通りです。 

回答欄の入力と比較する具体的な内容を入力します。 
「回答」で選択した判定方式で、回答欄の回答とこ
の入力欄の内容を比較して条件を判定します。 

「 < 」・・・回答欄の内容が入力欄の内容よりも小
さければ設問を表示します。 

「 <= 」・・・回答欄の内容が入力欄の内容以下で
あれば設問を表示します。 

「 > 」・・・回答欄の内容が入力欄の内容よりも大
きければ設問を表示します。 

「 >= 」・・・回答欄の内容が入力欄の内容以上で
あれば設問を表示します。 

プルダウンから条件となる設問を選択します。 

回答内容をどのように判定するか選択します。 
「いずれか」の場合、ここでチェックした選択肢を
ひとつでも選択した回答者には設問を表示します。 

「以外」の場合、ここでチェックした選択肢を 

ひとつでも選択した回答者には設問を表示しません。 

「  = 」・・・回答欄の内容と入力欄の内容が同じ
であれば設問を表示します。 

「 != 」・・・回答欄の内容と入力欄の内容が異な
れば設問を表示します。 
「含む」・・・回答欄の内容が入力欄の内容を含め
ば設問を表示します。 
「始まる」・・・回答欄の内容が入力欄の内容から
始まるものであれば設問を表示します。 
「終わる」・・・回答欄の内容が入力欄の内容で終
わるものであれば設問を表示します。 
「空白」・・・回答欄の内容が空白であれば設問を
表示します。 

数値入力の場合は上記に加え下記の設定が可能 

自由入力の場合 
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アンケートの複製 
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 アンケートを複製する。 

 配信先を選択する。 

アンケートの複製アイコンをクリックする。 

配信方法を選んで、複製を選択します。 

配信方法は選択後、変更はできません。 

 

アンケート編集画面にてアンケート名をク
リックするとアンケート名の編集が可能です。 
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アンケート告知 

24 
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アンケートの公開 
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 アンケートステータスを「公開」に変更し、告知できる状態にします 

• アンケート画面が完成しましたらアンケートのステータスを「作成中」→「公開」に変更します

（フォームタブの設問一覧画面の右上にあるプルダウンより選択）。 

• ※まれにステータスを公開にしても反映されない場合がございます。 

  そのような場合、一度ブラウザのキャッシュを削除をお試しください。 

• ステータスを「公開中」にすることでアンケートを告知し回答を収集することができます。 

 

※ 一度公開したアンケートを作成中に戻すことはできませんのでご注意ください。 

※ 公開していないアンケートに対する回答データは時間の経過により消去される可能性があります。 

※ アンケートを公開すると作成中に入力した回答データはすべて消去され、ダッシュボードにも 

    表示されません。 

 

・公開すると下記の画面が表示されるので公開ボタンを押してください。 
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アンケート告知：Qwantzパネル 
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 アンケート告知画面を開く 

• アンケートの公開後、アンケートの告知から配信の設定をします。 

 アンケート配信の依頼をする 

配信設定の編集をします 

●Qwantz提携パネルへ配信する場合、 

• 営業日15時までに配信依頼をしたアンケートは内容に問題がなければ当日22時まで

に配信いたします。 

• 万が一アンケート内容が利用規約にそぐわない場合は内容調整のご相談をさせて頂き、

配信依頼をし直していただきます。その場合にも15:00が審査の締切、審査終了日の

22:00までの配信となります。 
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アンケート告知：Qwantzパネル 
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 配信の設定をする 

配信する対象を選択する。 
「性別」「年代」「居住地」「未婚既婚」
が選択可能 

配信依頼をする 

回収目標数を設定する。回収目標に達す
るとアンケートは自動的に終了します。 
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アンケート告知：Qwantzパネル 
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 配信の設定をする 

利用規約に同意し、配信依頼をする 

 
※配信依頼を行うためには最大金額が10,000円以上
必要となります 

配信依頼をしたアンケートは表記が「配信
依頼済」となります 
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アンケート告知：Qwantzパネルの再配信依頼 
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 再配信の設定をする 

・回収数が目標数に達しない場合と当初の予定よりも回収数を増やしたい場合に再配信を行うことができます。 

・再配信は初回配信日の22:00を起点に、その後48時間後から実行可能となります（月曜日14:00の配信依頼

→月曜日22:00に配信→再配信可能になるのは水曜日22:00） 

※ 最初の回収目標数に達している場合、アンケートは自動的に終了するため、再配信依頼はできません。 

再配信する対象を設定します。 

現在の回収数を含む、 

全回収希望数を入力します。 

1度目の配信の設定内容を確認するこ
とができます。 

現在の回収数が表示されます 
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アンケート告知：Qwantzパネルの再配信依頼 

30 

同意して依頼する 
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アンケート告知：Qwantzスペシャルパネル 
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 アンケート告知画面を開く 

• アンケートの公開後、アンケートの告知から配信の設定をします。 

 アンケート配信の依頼をする 

配信設定の編集をします 

●Qwantz提携パネルへ配信する場合、 

• 営業日15時までに配信依頼をしたアンケートは内容に問題がなければ当日22時まで

に配信いたします。 

• 万が一アンケート内容が利用規約にそぐわない場合は内容調整のご相談をさせて頂き、

配信依頼をし直していただきます。その場合にも15:00が審査の締切、審査終了日の

22:00までの配信となります。 
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アンケート告知：Qwantzスペシャルパネル 
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 配信の設定をする 

「性別」「年代」「居住地」「未婚既婚」
および、データカタログより指定の条件を
記載してください。 

配信依頼をする 
回収目標数を設定する。回収目標に達す
るとアンケートは自動的に終了します。 
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アンケート告知：Qwantzスペシャルパネル 
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 配信の設定をする 

利用規約に同意し、配信依頼をする 

 
※配信依頼を行うためには最大金額が10,000円以上
必要となります 

配信依頼をしたアンケートは表記が「配信
依頼済」となります 
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アンケート告知：Qwantzスペシャルパネルの再配信依頼 
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 再配信の設定をする 

・回収数が目標数に達しない場合と当初の予定よりも回収数を増やしたい場合に再配信を行うことができます。 

・再配信は初回配信日の22:00を起点に、その後48時間後から実行可能となります（月曜日14:00の配信依頼

→月曜日22:00に配信→再配信可能になるのは水曜日22:00） 

※ 最初の回収目標数に達している場合、アンケートは自動的に終了するため、再配信依頼はできません。 

再配信する対象を設定します。 

現在の回収数を含む、 

全回収希望数を入力します。 

1度目の配信の設定内容を確認するこ
とができます。 

現在の回収数が表示されます。 



Copyright ©  D&M, Inc. All Right Reserved 

アンケート告知：Qwantzスペシャルパネルの再配信依頼 

35 

同意して依頼する 
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アンケート告知：Qwantz提携パートナー 

36 

• アンケートの公開後、アンケートの告知から配信の設定をします。 

 アンケート配信の依頼をする 

配信設定の編集をします 

●Qwantz提携パートナーへ配信する場合、 

• 営業日15時までに配信依頼をしたアンケートは内容に問題がなければ当日22時まで

に配信いたします。 

• 万が一アンケート内容が利用規約にそぐわない場合は内容調整のご相談をさせて頂き、

配信依頼をし直していただきます。その場合にも15:00が審査の締切、審査終了日の

22:00までの配信となります。 
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アンケート告知：Qwantz提携パートナー 
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 配信の設定をする 

対象のファイルをアップロードする 

配信依頼をする 
回収目標数を設定する。回収目標に達す
るとアンケートは自動的に終了します。 
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アンケート告知：Qwantz提携パートナー 
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利用規約に同意し、配信依頼をする 

 
※配信依頼を行うためには最大金額が10,000円以上
必要となります 

配信依頼をしたアンケートは表記が「配信
依頼済」となります 
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アンケート告知：Qwantz提携パートナーの再配信依頼 
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 再配信の設定をする 

・回収数が目標数に達しない場合と当初の予定よりも回収数を増やしたい場合に再配信を行うことができます。 

・再配信は初回配信日の22:00を起点に、その後48時間後から実行可能となります（月曜日14:00の配信依頼

→月曜日22:00に配信→再配信可能になるのは水曜日22:00） 

※ 最初の回収目標数に達している場合、アンケートは自動的に終了するため、再配信依頼はできません。 

再配信する対象を設定します。 

現在の回収数を含む、 

全回収希望数を入力します。 

1度目の配信の設定内容を確認するこ
とができます。 

現在の回収数が表示されます 

対象のファイルをアップロードする 
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アンケート告知：Qwantz提携パートナーの再配信依頼 

同意して依頼する 
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アンケート告知：ユーザー保有リスト 

41 

 アンケート告知画面を開く 

• アンケート一覧画面の「アンケート告知」のアイコンをクリックし、告知画面を開きます。 

• 右上に表示される「新規リスト配信」をクリック 

• この画面でアンケート案内メールを作成し、お手持ちのリストにアンケートを送信します。 

• アンケート編集画面の「アンケート告知」からもアクセスできます。 

 案内メールの編集・送信 

案内メールの差出人の名前を設定します。 

ここに入力した名義を差出人（From）として
案内メールを送信します。この欄にメール 

アドレスを入力しても送信元メールアドレス 

としては設定されません。 

※案内メールは返信できないメールアドレス 

より送信されます。 

送信対象者のメールアドレスを入力します。
メールアドレスごとにカンマ（,）で区切って
入力下さい。同じ形式で記述されたテキスト
ファイル（CSVファイル）によるメールアド
レスの一括取り込みも可能です。CSV取込ボ
タンを押し対象のCSVファイルを指定してく
ださい。※リスト配信でメール送信された場
合、ローデータに回答者のアドレスが項目に
追加されます。 

案内メールの件名（Subject）を設定します。 
ここに入力した件名で案内メールが送信され
ます。 

案内メールの本文を設定します。 
ここに入力した内容で案内メールが送信され
ますので、初期状態を参考にご自由に文面を
修正下さい。 
初期状態ではヘッダー部分に「○○○○○に
関するアンケート」という記述がありますが、
送信内容／件名を変更してもこの部分が連動
して変更されるわけではありませんのでそれ
ぞれを変更してください。 

必要事項を全て入力されましたら「送信」 

ボタンを押してください。通常、数分で 
アンケート案内メールが対象者へ送信されま
す。 

回収の上限が設定できます。目標数に達する
と自動的にアンケートは終了します。 
上限数を入力後、回収目標ボタンを押下して
下さい 

アンケートのURLです。 

WEBページに貼り付けたり、QRコードの作成
に御利用頂けます。 

「___ENQUETE_URL___」は修正しないよう
ご注意下さい 
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アンケート告知：ユーザー保有リスト 
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 リスト配信の依頼をする 

回収目標数に満たない場合は設問数×回答
人数×10円がご利用料金となります。 

利用規約に同意し、配信依頼をする 
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ダッシュボード 
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ダッシュボードの表示とフィルター機能について 

44 

「ダッシュボード > 集計」より 

アンケートの回答結果を各設問単位で集計したグラフで確認できます。 

※フィルタ機能でクロス集計を行うことができます。 

 フィルター機能（クロス集計） 

フィルター機能に表示されている各設問の「▶」ボタンをクリックすると 

各設問の選択肢が表示されます。 

クロス集計の軸と対象の選択肢をクリックすると、全てのグラフに集計結果が 

反映される為、性別、年齢など様々な軸ごとの回答結果を確認することができます。 

例：男女合計の年齢分布 例：男性に限定した際の年齢分布 

 集計画面の表示方法 

「▶」ボタンをクリック フィルターする項目を選択 
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 グラフ形式について 

ダッシュボードに表示されるグラフ形式は、設問タイプに応じて異なります。 

 

「パイチャート」、「バーチャート」の2種類から 

選択可能で設問編集画面の「ダッシュボード集計形式」より 

変更可能です。 

例：単一選択での編集画面にて赤枠のプルダウンにて選択。 

 パイチャート 

設問編集画面の「ダッシュボード集計形式」で『パイチャート』を選択すると 

下記グラフ形式で確認する事ができます。 

単一選択での母数は、回答者数となりますが 

複数選択での母数は、選択肢の回答数となります。 
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 バーチャート 

 
設問編集画面の「ダッシュボード集計形式」で『バーチャート』を選択すると 

下記グラフ形式で確認する事ができます。 

 自由入力選択肢の回答データ 

 
設問編集画面の「自由入力選択肢」を有効にしたアンケートで、回答者が「自由入力選択肢」

を選択（コメントあり）した回答データは、ダッシュボード画面の該当設問右側の 

「上記以外（FA）」欄に「回答日時、入力コメント」が表示されます。 

【例：設問編集-設定画面】 

【例：ダッシュボード画面】 
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各設問タイプ毎のグラフ形式は固定です。 

 

 ランク付け 

 
集計形式：スタックバーチャート 

ランク付けの設問については、各順位ごとに各選択肢の選択数を確認することができます。 

 グラフ形式について 
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 NPS（推奨意向） 

集計形式：NPSバーチャート 

NPSは9、10点を推奨者、0～6点を批判者、7、8点を中立者とし、 

推奨者の割合から批判者の割合を引いた数値を元に推奨度を確認する事ができます。 

 自由入力（単一行、複数行）、数値入力 

 

集計形式：表形式表示 

自由入力の設問については、「回答時間、回答データ」が確認できます。 
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ローデータの活用 

49 
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アンケート一覧画面からダウンロードしたいアンケートのダウンロードアイコンをクリックし、 

保存します。 

①ローデータダウンロード 
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利用状況の確認 
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利用状況より 

アンケート毎に年月別の「設問数、回答数、小計、税、請求額」 を確認することが 

できます。 

 

 利用状況画面の表示方法 
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よくあるご質問 
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Q：パソコン以外のデバイスでは利用できますか？ 

A：回答はパソコン、スマートフォン、タブレットにてご利用頂けます（対応OS、バージョ
ンなどはマニュアルに記載されております）。アンケート作成はパソコンでの作成を推
奨しております。 

 

Q：どのように回答者を集めることができますか？ 

A：下記のようなパターンがございます（詳細はマニュアル確認）。 

① Qwantzのパネルから集める 

② Qwantzのスペシャルパネルから集める 

③ Qwantzの提携パートナーから集める 

④ メール、SNS投稿などにアンケートURLを記載して集める。 

 

Q：性別・年代等で属性を分け、属性ごとにそれぞれ同じ人数分の回答を集める割付機能は
ありますか？（例：20代：1000人、30代：1000人、40代：1000人など） 

A：機能としてはご用意ございません。属性ごとで同一人数づつ回答を集めるには、属性の
数だけアンケートをコピーし別々に回収する方法がございます（ダッシュボードが別々
になるためローデータを統合して集計・分析下さい）。 

 

Q：配信対象者の指定はできますか？（Qwantzのパネル、スペシャルパネルに配信する場
合） 

A：アンケート配信対象者を以下の条件で指定できます。 

 ・性別（男女） 

 ・年齢（10歳刻み） 

 ・都道府県（47都道府県） 

 ・未既婚 

 上記以外の条件（例えば職業の指定など）も加えて配信対象者を指定する場合は、
「Qwantzスペシャルパネル」をご利用ください。 

 

Q：アンケート回収の終了日は決められますか？ 

A：事前に設定しておくことはできませんが、手動でステータスを「公開終了」することで
アンケートを終了できます。また、目標回収数に達した時点で自動的にアンケートが終
了します。 

 

Q：サンプル（アンケート回収人数）の回収数は保障してくれるのですか？ 

A：消費者パネルの存在数や回答率などにより回収数は変動しますので、サンプルの回収数
は保障しておりません。配信後2日経過後に追加配信を行うことは可能です。 

アンケート作成・配信について 
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Q：配信依頼をしてから最短でどのくらいで配信・回収していただけますか？ 

A：【配信】毎営業日15時までの配信依頼案件を審査し不備がなければ当日22時までに配信
いたします。審査で差し戻しになった場合には翌営業日15:00以降の審査、22:00の配
信となります。 

【回収】回答人数、対象者、アンケート内容により回収期間が異なります。一般的なア
ンケートは数千人規模でも配信から2日程度で回収しているケースが大半です。 

※配信対象者のパターンにより、変更が生じる場合がございます。 

 

Q：アンケート内で質問してはいけないことはありますか？ 

A：ございます。下記の内容が含まれる場合には配信審査にて差戻しとなり修正を依頼させ
ていただきます。 

• 個人情報もしくはそれに値する情報を取得する設問 

• 公序良俗に反する内容の表現 

• 宗教や社会的差別等の機微情報の取得 

• 回答者が回答困難な矛盾点や不備 

• その他、利用規約11条に記載があるもの 

 

Q：回答数が伸びません。モニターに督促を掛けることは可能ですか？ 

A：可能です。１アンケートにつき１回「再配信」を行うことができます。再配信は、配信
日の翌々日の22:00時点で回収目標総数に達していない場合に依頼下さい。「アンケー
ト告知」の画面に再配信ボタンがございますのでご確認ください。 

 

Q：アンケート配信したメールアドレスはQwantzのサーバーに残りますか？ 

A：Qwantzの配信機能をご利用いただく場合には履歴が残ります。お客様のメーラーでア
ンケートURLを配信される場合にはアドレス履歴は残りません。 

 

Q：設問数、回収数に上限はありますか？ 

A：初期設定は月間100,000レコードを上限としております（1レコード＝1問×1人）。月
間ご利用料が100,000レコードを超えることが想定される場合には事前にQwantz事務
局（info@qwantz.jp）へご相談ください。 

 

Q：回収完了したアンケートの回答データはいつまで保管されますか？ 

A：アカウントをお持ちの期間であれば無期限です（退会時に削除されます）。 

 

Q：謝礼を渡すために個人情報を聞いてもいいですか？ 

A：回答者をご自身で集める場合には利用者の責任のもとで聴取可能です。Qwantz提携パ
ネルに配信する場合には個人情報取得は行えません。 
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お支払いについて 

Q：料金の支払い方法は？ 

A：前月のご利用分を月末までに現金にてお振込みをお願い致します。月初にメールにて請求書をお
送りさせて頂きます。月をまたいだアンケートの場合には、各月で回収されたレコード数に応
じて月末で締めて請求いたします。 

 

Q：請求書は郵送されますか？ 

A：請求書はメールにてお送りさせて頂きます。メールに記載されたURLで表示いただき、その請求
書を印刷いただけます（弊社の印鑑も表示されています）。 

 

Q：支払い金額は事前にわかりますか？ 

A：ダッシュボードにて当月のご利用料金をご確認いただけます。 

Q：パスワードを変更することはできますか？ 

A：管理画面の右上「アカウント情報」から変更いただけます。 

 

Q：同一社内で複数人がアカウント開設をすることは可能ですか？ 

A：可能です。 

 

Q：ログインIDとパスワードを忘れた場合は？ 

A：Qwantz事務局（info@qwantz.jp）へお問い合わせください。 

 

Q：アカウント情報（会社情報、請求先情報）の変更、退会の手続きはどのようにおこなえ
ばよいでしょうか？ 

A：Qwantz事務局（info@qwantz.jp）へお問い合わせください。 

 

Q：IDは複数人で利用していいですか？また、同時に編集できますか？ 

A：ユーザーID/パスワードは、ご登録の方専用のものとして発行しています。そのため、
同時にログイン・編集するといった動作を想定しておりません。 

 

Q：他者のアカウントのアンケートや回収データを共有することはできますか？ 

A：アカウントをまたいでのデータの共有はできません。 

 

アカウントについて 
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Qwantzに関するお問い合わせは 
info@qwantz.jp 

Qwantzサービス事務局までお願い致します。 

mailto:info@qiqumo.jp

