
 

デジタル一眼レフカメラ 「EOS 30D」に関するアンケート  

 

実施期間：2006年10月5日（木） ～ 10月16日（月） 
 
＜アンケートご協力のお願い＞ 
当社ではEOS 30Dをご購入・ご使用いただいている皆様のご意見を今後の製品
開発の参考とさせていただきたいと考えております。 
このアンケートはQ37まであり、回答時間の目安は20分程度と長いものではござ
いますが、ご協力いただければ幸いです。 
 
アンケートに最後までお答えいただいた方から抽選で、500名様にCANON 
iMAGE GATEWAY有料サービス利用クーポン券500円分をプレゼントいたします。 
＊このクーポンはCANON iMAGE GATEWAYでのご注文1回のみ有効です。 
 
当選者には10月下旬にクーポン番号の記載された電子メールをお送りいたしま
す。 
当選の発表は、この電子メールの配信をもってかえさせていただきます。ご了承
ください。 
 
＜ご回答にあたっての諸注意＞  
・このアンケートは、EOS 30D発売から2006年9月末までに、CANON iMAGE 
GATEWAYにEOS 30Dで会員登録されている方を対象に行なっております。 
・EOS 30Dユーザー以外の方がお答えいただいても景品プレゼントの対象にはな
りません。ご了承ください。 
・ご購入されたお客様が15歳以下の方は保護者の同意を得た上で、ご記入くださ
い。 
・質問を注意してお読みいただいた後、正しくお答えください。  
・最後までお答えの上、2006年10月16日までに送信してください。  
・お一人様1回のみお答えください。複数回お答えいただいても景品プレゼントの
対象にはなりません。ご了承ください。 
・お客様の個人情報のお取り扱いについては下記をご覧ください。 
・本アンケートにお答えいただいたお客様においては、下記個人情報のお取り扱
いについてご同意いただけたものとさせていただきます。 
 
<<<<<お客様の個人情報の取り扱いについて>>>>> 
・キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、本アンケートの最後に任意でご記
入いただきますお客さまの個人情報（お名前・ご住所）を、上記景品プレゼントの
抽選および配送の目的のみに利用致します。個人情報のご記入無き場合は、景
品プレゼント抽選の対象となりませんので予めご了承ください。 
・弊社は、お客様の個人情報を厳重に管理し、漏えい等の防止対策を講じます。 
・当該個人情報を、お客様の同意なく以下の場合を除き第三者に開示・提供致し
ません。 
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  ・法令に基づく場合 
  ・当選者への景品配送を配送業者に委託する場合 
・弊社は、抽選及び景品の配送の利用目的に利用した後、速やかにお客さまの
個人情報を削除致します。 
・本アンケート運営期間中における、お客様ご自身の個人情報の開示・訂正・削
除等を希望される場合には、下記宛てにご連絡ください。 
 
【個人情報に関するお問い合わせ窓口】 
キヤノンお客様相談センター TEL 050-555-90002  
 
・尚、アンケートの内容は個人が特定できないよう統計的な資料として分析・加工
した上で商品開発・マーケティング活動のための参考資料として活用させていた
だきます。  
 

 

§1 EOS 30D といっしょにお使いの撮影機材についておたずねします 

Q1 EOS 30D の他に、よくお使いのカメラはありますか。 (複数選択可) 必須 

      

 

 1. 併用カメラなし gfedc

 2. EOS 30D を2台以上使用している gfedc

 3. レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ gfedcb

 4. レンズ一体型デジタル一眼レフカメラ gfedc

 5. デジタルコンパクトカメラ gfedcb

 6. フィルム一眼レフカメラ gfedc

 7. フィルムコンパクトカメラ gfedc

 8. フィルム中・大判カメラ gfedc

 9. 中・大判カメラ＋デジタルカメラバックgfedc

 10. EOS 30D は使用していない gfedc

Q1 に、 3. レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ と回答された方に質問です。  

機種名 回答により必須 

        EOS 5D

Q1 に、 4. レンズ一体型デジタル一眼レフカメラ と回答された方に質問です。  

機種名 回答により必須 

        

Q1 に、 5. デジタルコンパクトカメラ と回答された方に質問です。  

機種名 回答により必須 

        Finepix F2

Q1 に、 6. フィルム一眼レフカメラ と回答された方に質問です。  

機種名 回答により必須 

        

Q1 に、 8. フィルム中・大判カメラ と回答された方に質問です。  

機種名 回答により必須 

        

Q2 現在お使いのEOS用レンズのなかで、EOS 30Dでよく使うレンズはなんですか。 (3 個まで
選択) 必須 

 EF-S10-22mmF3.5-4.5 USM gfedc
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 EF-S17-55mmF2.8 IS USM gfedc

 EF-S18-55mmF3.5-5.6 II USM gfedc

 EF-S17-85mmF4-5.6 IS USM gfedc

 EF-S60mmF2.8マクロ USM gfedc

 EF16-35mmF2.8L USM gfedc

 EF17-40mmF4L USM gfedc

 EF24-70mmF2.8L USM gfedcb

 EF24-85mmF3.5-4.5 USM gfedc

 EF24-105mmF4L IS USM gfedcb

 EF28-70mmF2.8L USM gfedc

 EF28-105mmF3.5-4.5 USM gfedc

 EF28-135mmF3.5-5.6 IS USM gfedc

 EF28-300mmF3.5-5.6L IS USM gfedc

 EF70-200mmF2.8L IS USM gfedcb

 EF70-200mmF4L USM gfedc

 EF70-300mmF4.5-5.6 DO IS USM gfedc

 EF75-300mmF4-5.6 IS USM gfedc

 EF90-300mmF4-5.6 USM gfedc

 EF100-400mmF4. 5-5.6L IS USM gfedc

 EF50mmF1.4 USM gfedc

 EF50mmF1.8 II gfedc

 EF100mmF2. 8マクロUSM gfedc

 その他キヤノンEFレンズ 機種名 

 

gfedc

 その他他社製レンズ gfedc

Q2 に、 その他他社製レンズ と回答された方に質問です。  

メーカー名機種名 
        

Q3 EOS 30D といっしょにお使いのアクセサリーはなんですか。 (複数選択可) 必須 

      

 1. 全く使っていない gfedc

 2. スピードライト580EX gfedcb

 3. スピードライト550EX gfedc

 4. スピードライト430EX gfedc

 5. スピードライト420EX gfedc

 6. スピードライト220EX gfedc

 7. マクロリングライトMR-14EX gfedc

 8. マクロツインライトMT-24EX gfedc

 9. リモートスイッチRS-80N3 gfedcb

 10. タイマーリモートコントローラーTC-80N3 gfedc

 11. ワイヤレスコントローラーLC-5 gfedc

 12. バッテリーグリップBG-E2 gfedcb

 13. ACアダプターキットACK-E2 gfedc

 14. アイピースエクステンダーEP-EX15 gfedc

 15. 視度補正レンズE gfedc
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 16. アングルファインダーC gfedcb

 17. ワイヤレストランスミッターWFT-E1 gfedc

 18. オリジナルデータ確認キット DVK-E2 gfedc

 19. その他 gfedc

次のページへ>> リセット
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§2 EOS 30D の用途に関しておたずねします 

Q4 EOS 30D を現在どのようにご使用ですか。 必須 

      

 

 1. 業務用 ⇒§2-1へ nmlkj

 2. プライベート用 ⇒§2-2へ nmlkji

 3. 業務とプライベートの両方 ⇒§2-1、§2-2 へnmlkj

次のページへ>> リセット
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§2-2 EOS 30D をプライベートでお使いになる方におたずねします 

Q7 現在プライベートで主に撮影なさっている用途はなんですか。 (2 個まで選択) 必須 

      

 

 1. 家族の記録用 gfedc

 2. 旅行の記録用 gfedc

 3. 作品作り用 gfedc

 4. 日常のスナップ用 gfedcb

 5. 趣味の記録用 gfedc

 6. アウトドアや運動会などのスポーツ用 gfedc

 7. 結婚式やパーティー用 gfedc

 8. ホームページ製作用 gfedcb

 9. その他 gfedc

Q8 現在プライベートで主に撮影なさっている被写体はなんですか。 (複数選択可) 必須 

      

 

 1. 日常のスナップ用として gfedcb

 2. 国内旅行で gfedcb

 3. 海外旅行で gfedc

 4. (家族の)記念撮影で gfedcb

 5. 仕事場で gfedc

 6. 展示会・イベント会場で gfedcb

 7. 学芸会・発表会で gfedcb

 8. 結婚式やパーティーで gfedc

 9. 運動会で gfedcb

 10. スキー・キャンプなどアウトドアで gfedc

 11. スポーツやレースなどで gfedc

 12. コンサートや美術館、博物館で gfedc

 13. 撮影会で gfedc

 14. 鉄道/航空/車の写真 gfedc

 15. 花などの撮影で gfedcb

 16. 風景の撮影で gfedcb

 17. 夜景の撮影で gfedc

 18. 水中の撮影で gfedc

 19. 天体写真の撮影で gfedc

 20. その他 gfedc

次のページへ>> リセット
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§3. EOS 30D で撮影する際の画像に関する設定についておたずねします 

Q9 EOS 30D での撮影時、よく設定するISO感度はなんですか。 (複数選択可) 必須 

      

 

 0. ISO感度の設定を特に意識していない gfedc

 1. ISO100 gfedcb

 2. ～ISO200 gfedcb

 3. ～ISO400 gfedcb

 4. ～ISO800 gfedc

 5. ～ISO1600 gfedc

 6. H（ISO3200に相当）＊[ISO感度拡張]を[1：する]に設定時gfedc

Q10 EOS 30D での撮影時、よく使用するピクチャースタイルはなんですか。 (複数選択可) 必須 

      

 

 1. スタンダード gfedc

 2. ポートレート gfedc

 3. 風景 gfedc

 4. ニュートラル gfedc

 5. 忠実設定 gfedc

 6. モノクロ gfedc

 7. ユーザー設定に登録gfedcb

 8. わからない gfedc

Q11 EOS 30D での撮影時、ピクチャースタイルはどこで設定しますか？ (複数選択可) 必須 

      

 

 1. カメラ本体で設定 gfedcb

 2. Rawで撮影してDigital Photo Professionalで設定 gfedc

 3. Rawで撮影してRaw Image Taskで設定 gfedc

 4. Rawで撮影して2と3以外のソフトで現像（ピクチャースタイルは使用していない）gfedc

 5. ピクチャースタイルの設定を特に意識していない gfedc

次のページへ>> リセット
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§4. EOS 30D での撮影系の機能・性能についておたずねします 

Q12 EOS 30D の以下の機能は、どのようにお使いでしょうか。●撮影モード 必須 

      

 
知らな

い 
使わない・使ったこ

とがない 
使ったこと

がある 
たまに
使う 

よく使
う 

1. 全自動 nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj

2. イメージゾーン nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj

3. プログラムAE nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji

4. シャッター優先AE nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

5. 絞り優先AE nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

6. マニュアル露出 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

7. 露出補正 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji

8. AEロック撮影 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

9. ストロボ調光補正 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

10. ホワイトバランスブラケッテ
ィングの設定 nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

EOS 30D の以下の機能は、どのようにお使いでしょうか。●オートフォーカスとピント合わせ 
必須 

      

 
知らな

い 
使わない・使った

ことがない 
使ったこと

がある 
たまに
使う 

よく使
う 

11. ワンショットAF nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji

12. AIサーボAF nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

13. AIフォーカスAF nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

14. AFフレームの自動選択 nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj

15. AFフレームの任意選択(マル
チコントローラーで) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji

16. AFフレームの任意選択(電子
ダイヤルで) nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

17. マニュアルフォーカス nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

EOS 30D の以下の機能は、どのようにお使いでしょうか。●測光方式 必須 

      

 
知らな

い 
使わない・使ったことが

ない 
使ったことが

ある 
たまに使

う 
よく使

う 

18. 評価測光 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji

19. 部分測光 nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

20. スポット測光 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

21. 中央部重点平均
測光 nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj
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Q13 EOS 30D のオートフォーカスについてどのような印象をお持ちになりましたか。 必須 

      

 
ぜんぜんよ

くない 
よくな

い 
あまりよく

ない 
どちらともい

えない 
まあよ

い 
よ
い 

大変よ
い 

1. AFフレームがカバ
ーする広さ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

2. AFフレームの選択
のしやすさ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

3. AFのスピード nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

4. AFの精度 nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. 動く被写体に対する
追従性能 nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. AFに対する総合評
価 nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Q14 EOS 30D のドライブモード・露出制御・その他についてどのような印象をお持ちになりまし
たか。 必須 

      

 
使ったこ
とがない 

ぜんぜ
んよくな

い 

よく
ない 

あまり
よくな

い 

どちらと
もいえな

い 

まあ
よい 

よ
い 

大変
よい 

1. 連続撮影約5コマ/秒 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

2. 連続撮影可能枚数 
JPEG（Large/Fine）:約30枚 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj

3. 連続撮影可能枚数 
RAW：約11枚 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj

4. 評価測光の露出レベル nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

5. 外部ストロボでのE-TTL
調光の露出レベル nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj

6. 測光モードの種類 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

7. ISO感度の設定（1/3段ス
テップ） nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

次のページへ>> リセット
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§5. EOS 30D をお使いになっての印象についておたずねします 

Q15 EOS 30D の撮影画像の再生についてどのような印象をお持ちになりましたか。●液晶モ
ニターについて 必須 

      

 
使ったこと

がない 
ぜんぜん
よくない 

よく
ない 

あまりよ
くない 

どちらとも
いえない 

まあ
よい 

よ
い 

大変
よい 

1. 大きさ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

2. 明るさ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

3. 屋外での見やす
さ nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. 広視野角 nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. 色の再現性 nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

6. 解像度 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

7. 液晶モニターに
ついての総合評価 nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

EOS 30D の撮影画像の再生についてどのような印象をお持ちになりましたか。●再生につい
て 必須 

      

 
使ったこと

がない 
ぜんぜん
よくない 

よくな
い 

あまりよ
くない 

どちらとも
いえない 

まあ
よい 

よ
い 

大変
よい 

8. 再生画像の表
示の速さ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

9. 拡大表示時の
操作のしやすさ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

10. メニュー表示
の文字の大きさ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

11. 再生に対する
総合評価 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

Q16 EOS 30D の操作性についてどのような印象をお持ちになりましたか。 必須 

      

 
ぜんぜんよ

くない 
よくな

い 
あまりよく

ない 
どちらともい

えない 
まあよ

い 
よ
い 

大変
よい 

1. バッテリーの寿命(撮
影枚数)の長さ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

2. バッテリーの充電時間
の長さ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

3. マルチコントローラー
の使いやすさ nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. 撮影時の持ちやすさ・
構えやすさ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

5. 作動音 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj
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6. 記録画像の書込みの
速さ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

7. 大きさ nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. 重さ nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. USB接続時の画像転
送の速さ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj

10. 操作性に対する総合
評価 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

Q17 EOS 30D のファインダーについてどのような印象をお持ちになりましたか。 必須 

      

 
ぜんぜんよ

くない 
よくな

い 
あまりよく

ない 
どちらともい

えない 
まあよ

い 
よ
い 

大変よ
い 

1. ファインダーの明るさ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

2. ファインダー倍率 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

3. ファインダー視野率 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

4. ファインダー像の大き
さ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

5. AFフレームの点灯表
示の見え nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

6. ピントの山のつかみ
やすさ nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

7. ファインダー内表示の
わかりやすさ nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. ファインダーに対する
総合評価 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj

Q18 EOS 30D のデザイン・外観についてどのような印象をお持ちになりましたか。 必須 

      

 
ぜんぜんよ

くない 
よくな

い 
あまりよく

ない 
どちらともい

えない 
まあよ

い 
よ
い 

大変よ
い 

1. 形 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

2. 仕上げ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

3. 素材・質感 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

4. 色 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

5. デザイン・外観に対す
る総合評価 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

Q19 EOS 30D で撮影した画像についてどのような印象をお持ちになりましたか。●撮像素子
について 必須 

      

 
ぜんぜんよく

ない 
よくな

い 
あまりよく

ない 
どちらともいえ

ない 
まあよ

い 
よ
い 

大変よ
い 

1. 画素数 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

2. 撮像素子の
大きさ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

3. ISO設定幅の
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広さ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

4. 解像力・階調
性 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

EOS 30D で撮影した画像についてどのような印象をお持ちになりましたか。●画質について 
必須 

      

 
ぜんぜんよく

ない 
よくな

い 
あまりよく

ない 
どちらともい

えない 
まあよ

い 
よ
い 

大変よ
い 

5. 色の再現性(発色
のよさ） nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

6. ノイズの少なさ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj

7. ホワイトバランス
の正確さ nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

8. ピントの正確さ nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

9. 露出の正確さ nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

10. 画質の総合評価 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj
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§6. EOS 30D で撮影した画像についておたずねします 

Q20 カメラに直接プリンタを接続してプリントする“カメラダイレクトプリント”をお使いでしょうか。 
必須 

      

 

 1. すでに使っている nmlkj

 2. 今後使ってみたい nmlkj

 3. 興味がない nmlkji

 4. 機能がよくわからない nmlkj

Q21 撮影後の画像の扱いについて、印象と実施状況をおたずねします。以下の項目それぞれ
について、当てはまるものをお選びください。【鑑賞】 

      

1. コンピュータ上で見る・鑑賞する (複数選択可) 必須 

      

 

 おもしろそう/やってみたいgfedc

 簡単/簡単そう gfedc

 むずかしい/むずかしそう gfedc

 面倒/面倒くさそう gfedc

 興味がない gfedc

 今でもよくやっている gfedcb

 失敗したことがある gfedc

2. プリントして見る・飾る (複数選択可) 必須 

      

 

 おもしろそう/やってみたいgfedc

 簡単/簡単そう gfedc

 むずかしい/むずかしそう gfedc

 面倒/面倒くさそう gfedc

 興味がない gfedc

 今でもよくやっている gfedcb

 失敗したことがある gfedc

3. TVで鑑賞する (複数選択可) 必須 

      

 

 おもしろそう/やってみたいgfedcb

 簡単/簡単そう gfedc

 むずかしい/むずかしそう gfedc

 面倒/面倒くさそう gfedc

 興味がない gfedc

 今でもよくやっている gfedc

 失敗したことがある gfedc

4. ポータブルフォトストレージ機器に画像を保存して鑑賞する (複数選択可) 必須 

 おもしろそう/やってみたいgfedcb

 簡単/簡単そう gfedc

 むずかしい/むずかしそう gfedc
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 面倒/面倒くさそう gfedc

 興味がない gfedc

 今でもよくやっている gfedc

 失敗したことがある gfedc

 わからない/知らない gfedc

【楽しみ】 

      

5. プリントした画像でのアルバム作成 (複数選択可) 必須 

      

 

 おもしろそう/やってみたいgfedc

 簡単/簡単そう gfedc

 むずかしい/むずかしそう gfedc

 面倒/面倒くさそう gfedc

 興味がない gfedcb

 今でもよくやっている gfedc

 失敗したことがある gfedc

6. 電子アルバムの作成 (複数選択可) 必須 

      

 

 おもしろそう/やってみたいgfedc

 簡単/簡単そう gfedc

 むずかしい/むずかしそう gfedc

 面倒/面倒くさそう gfedc

 興味がない gfedcb

 今でもよくやっている gfedc

 失敗したことがある gfedc

 わからない/知らない gfedc

7. 画像の編集 (複数選択可) 必須 

      

 

 おもしろそう/やってみたいgfedc

 簡単/簡単そう gfedc

 むずかしい/むずかしそう gfedc

 面倒/面倒くさそう gfedc

 興味がない gfedc

 今でもよくやっている gfedcb

 失敗したことがある gfedc

8. インターネット上のオンライン・フォトサイト(CANON iMAGE GATEWAYなど)での画像の
公開 (複数選択可) 必須 

      

 

 おもしろそう/やってみたいgfedc

 簡単/簡単そう gfedc

 むずかしい/むずかしそう gfedc

 面倒/面倒くさそう gfedc

 興味がない gfedc

 今でもよくやっている gfedcb

 失敗したことがある gfedc

9. 自分のホームページやブログでの画像の公開 (複数選択可) 必須 
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 おもしろそう/やってみたいgfedc

 簡単/簡単そう gfedc

 むずかしい/むずかしそう gfedc

 面倒/面倒くさそう gfedc

 興味がない gfedc

 今でもよくやっている gfedcb

 失敗したことがある gfedc

Q22 撮影後の画像の鑑賞やプリント、保存と管理について、気に入っている点、やってみたい
こと、ご不満な点などありましたらご記入ください。 
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§7. EOS 30D の使用説明書についておたずねします 

Q23 EOS 30D の使用説明書をお読みになりましたか。 必須 

      

 
読ん
だ 

必要なところだけ読ん
だ 

読まなかっ
た 

1. カメラの使用説明書 nmlkj nmlkji nmlkj

2. ソフトウェアの使用説明書 (CD-ROM/PDF
形式) nmlkj nmlkj nmlkji

3. ポケットガイド nmlkj nmlkji nmlkj

4. ソフトウェアガイド nmlkj nmlkj nmlkji

Q24 EOS 30D の使用説明書について、それぞれどのような印象をお持ちになりましたか。 
必須 

      

 
使ったこ
とがない 

ぜんぜ
んよくな

い 

よく
ない 

あまり
よくな

い 

どちらと
もいえな

い 

まあ
よい 

よ
い 

大変
よい 

1. カメラの説明書：操作手
順の説明のわかりやすさ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

2. カメラの説明書：見たい
項目の探しやすさ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

3. ソフトウェアの使用説明
書：操作手順の説明のわか
りやすさ 

nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

4. ソフトウェアの使用説明
書：見たい項目の探しやす
さ 

nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

5. ポケットガイドのわかりや
すさ nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj

6. ソフトウェアガイドのわか
りやすさ nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Q25 EOS 30D の使用説明書について、ご要望がありましたらご記入ください。 

      

ジャンル 
       カメラの使用説明書

内容 

      

  

索引の項目を増やして、知りたい事がどこにあるかすぐ解るように。
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§8. EOS 30D の総合満足度についておたずねします 

Q26 EOS 30D の総合評価はいかがですか。 必須 

      

 
ぜんぜんよく

ない 
よくな

い 
あまりよく

ない 
どちらともいえ

ない 
まあよ

い 
よ
い 

大変よ
い 

1. 総合評価 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

2. 購入価格に
対して nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkji nmlkj nmlkj

Q27 EOS 30D を使ってみて、気に入った点、不具合・不満な点、欲しい機能などありましたらご
記入ください。 

      

Q27-1 ジャンル 
       オートフォーカス

内容 

      

  

とにかく合わない。調整に出しても合わない。5Dと雲泥の差。ニコンの足元にも及ばな
い。AFポイント数とかは今のままでいいので、精度をよくして欲しい。

Q27-2 ジャンル 
       液晶モニター

内容 

      

  

屋外で見難い。色が滅茶苦茶。ニコンD200くらいにして欲しい。

Q27-3 ジャンル 
       選択してください

内容 
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§9. 今後、購入したいカメラについておたずねします 

Q28 以下のカメラのうち、どのタイプを購入したいと思いますか。 必須 

      

 

 1. レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ/高級(プロ用)クラス ⇒§9-1へ nmlkji

 2. レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ/中級クラス ⇒§9-1へ nmlkj

 3. レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ/普及クラス ⇒§9-1へ nmlkj

 4. レンズ一体型デジタル一眼レフカメラ ⇒§9-2へ nmlkj

 5. デジタルコンパクトカメラ ⇒§9-2へ nmlkj

 6. フィルム一眼レフカメラ ⇒§9-2へ nmlkj

 7. フィルム中・大判カメラ ⇒§10へ nmlkj

 8. その他 ⇒§10へ nmlkj

 9. わからない ⇒§10へ nmlkj
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§9-1 今後購入したいカメラで「レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ」をチェック
した方へおたずねします 

Q29 レンズ交換式デジタル一眼レフカメラを購入する際、重視する項目はなんですか。 (3 個
まで選択) 必須 

      

 

 1. 解像力・階調性 gfedc

 2. ノイズの少なさ gfedcb

 3. 撮像素子(CMOS)の大きさ gfedc

 4. 画素数が多い gfedc

 5. バッテリーの持ちがよい gfedc

 6. 記録メディア gfedc

 7. AFの速さ gfedc

 8. AFの精度 gfedcb

 9. AFエリアの広さ・測距点が多い gfedc

 10. 液晶モニターの大きさ gfedc

 11. 起動時間の速さ gfedc

 12. ファインダーの見やすさ gfedc

 13. 操作性のよさ gfedc

 14. 連続撮影コマ数 gfedc

 15. 連続撮影速度 gfedcb

 16. ホワイトバランス性能のよさ gfedc

 17. ISO感度設定幅の広さ gfedc

 18. 耐久性・信頼性 gfedc

 19. 防塵・防滴 gfedc

 20. センサーダスト対策 gfedc

 21. 手ぶれ補正機能 gfedc

 22. 携帯性のよさ（小型軽量） gfedc

 23. デザインのよさ gfedc

 24. メディアへの書込み速度の速さ gfedc

 25. システム(レンズ・アクセサリー)の充実 gfedc

 26. カメラダイレクトプリント対応 gfedc

 27. 付属のソフトウェアの使いやすさ gfedc

 28. キヤノン製品(EOS)であること gfedc

 29. 価格 gfedc

 30. その他 gfedc
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§9-2 今後購入したいカメラで「レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ」、「レンズ
一体型デジタル一眼レフカメラ」、「デジタルコンパクトカメラ」、「フィルム一眼レフ
カメラ」をチェックした方へおたずねします 

Q30 次回購入するカメラの予算はどの程度をお考えですか。 

      

1. レンズ交換式デジタル一眼レフカメラ 

      

 

50万円以内

2. レンズ一体型デジタル一眼レフカメラ 
       選択してください

3. デジタルコンパクトカメラ 
       5万円以内

4. フィルム一眼レフカメラ 
       選択してください
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§10. その他 EOS 30Dとともにご使用の機材についておたずねします 

Q31 携帯用画像ストレージ機器についておたずねします。購入される際の重視項目はなんで
しょうか。 (3 個まで選択) 必須 

      

 

 1. 興味がない gfedc

 2. 容量の大きさ gfedcb

 3. 本体の大きさ gfedcb

 4. 本体の重さ gfedc

 5. 扱えるメモリカードの種類 gfedc

 6. データの取込み/書込み速度gfedc

 7. プレビュー画面サイズ gfedcb

 8. パソコンへの転送速度 gfedc

 9. デザイン gfedc

 10. テレビとの接続 gfedc

 11. プリンターとの接続 gfedc

 12. 音楽の再生 gfedc

 13. 動画の再生 gfedc

 14. スライドショー gfedc

 15. プレビュー表示速度 gfedc

Q32 携帯用画像ストレージ機器をお使いになる場合、容量はどの程度をお考えですか。 

      

 

 1. ～10GB nmlkj

 2. ～50GB nmlkj

 3. ～100GB nmlkj

 4. 100GBを超える容量nmlkji

Q33 現在お持ちのメディアはなんでしょうか。 (複数選択可) 必須 

      

 1. CFカード 512MB未満 gfedc

 2. CFカード 512MB gfedc

 3. CFカード 1GB gfedcb

 4. CFカード 2GB gfedcb

 5. CFカード 4GB gfedcb

 6. CFカード 6GB gfedc

 7. CFカード 8GB以上 gfedc

 8. マイクロドライブ 2GB以下 gfedc

 9. マイクロドライブ 4GB gfedc

 10. マイクロドライブ 6GB以上 gfedc

 11. SDカード 512MB未満 gfedcb

 12. SDカード 512MB gfedcb

 13. SDカード 1GB gfedcb

 14. SDカード2GB gfedc
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 15. SDカード 4GB以上 gfedc

 16. ミニSDカード gfedcb

 17. マイクロSDカード gfedc

 18. メモリースティック gfedc

 19. xD-ピクチャーカード gfedcb

 20. スマートメディア gfedc

 21. その他 gfedc

Q34 バッテリーグリップBG-E2を使用の方におうかがいします。電源は何をお使いでしょうか。 
(複数選択可) 

      

 

 1.バッテリーパックBP-511A gfedcb

 2.単3形乾電池（アルカリ乾電池、ニッケル水素電池）gfedc

Q35 付属のストラップ ストラップEW-100DGRはご利用でしょうか。 必須 

      

 

 使用している nmlkj

 別のストラップを使用している nmlkji

 ストラップは何も使用していないnmlkj

Q36 ストラップEW-100DGRについてどのような印象を持たれましたでしょうか。 

      

Q36-1 形状・デザイン 必須 

       どちらともいえない

Q36-2 幅 必須 

       やや広い

Q36-3 柔らかさ 必須 

       やや硬い

Q37 ストラップについてご意見ご要望などありましたらご記入ください。 
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