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は、じつに 7 割以上が「ある」と回答。「太っているから」ではなく、「やせてない」から

ダイエットしなきゃ！という標準体型の人も多いようです。 

ダイエットのきっかけや理由としては「結婚式でウェディングドレスをキレイに着るため

（30 代・フルタイム）」「恋をした相手が細身の女性が好みだったから（30 代・フルタイム）」

という前向きなものから、「ショーウィンドウに映った自分が太っていてショックだった

（50 代・自営業）」「スタイルのいい友達に〈豚ちゃん〉って言われた（20 代・学生）」な

どネガティブな気持ちから一発奮起するケースなどさまざまのようです。 

 

 

Q どれくらいの期間、ダイエットをしましたか？（複数回答） 

 

 

栄光のゴールには長期戦が必須。成功と挫折の分かれ目は〈1 カ月〉 

目標を持ってダイエットを始めたものの、挫折してしまったという話もよく聞きますね。

成功と挫折の分かれ目はなんなのでしょうか。ダイエット成功組からは「長期プランで無

理なく」「1～2 カ月はとにかく我慢」という声が寄せられた一方、挫折組は「最初は頑張る

が続かない」「めんどうになった」と 1 カ月で早々にやめてしまった人が 7 割以上も。2 カ

月以上からは成功した人の割合が高くなり、半年以上かけた場合は、成功者が圧倒的多数

という結果になりました。ダイエットのがんばりどころは 1 カ月、そして、短くても 2 カ

月以上続ける覚悟が大切なようです。 
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●「オレンジページくらし予報」について 

オレンジページくらし予報とは、オレンジページ社のモニターのなかでもアクティブな会員 1 万人の声を

集めたリサーチ・コミュニティです。当社のモニターには、〈一般女性よりも「食意識」「生活全般に対す

る意識」が高い〉という特徴があります。くらし予報では、20 代後半から 50 代の生活者が感じているこ

とを引き出します。食意識を軸に対象者を 6 つのタイプに分類し、調査、比較検討することも可能です。 

WEB 上でのアンケート調査、キッチンスタジオ「オレンジページサロン」を利用した座談会など、ご相談

に応じて展開いたします。 

 

 

●『オレンジページ』について 

失敗なくおいしく作れるレシピ情報が支持され、今年創刊 30 周年を迎える生活情報誌。30 代～40 代の主

婦を中心に幅広い読者層を誇ります。発行部数＝348,980 部（2014 年印刷証明書付発行部数）。 
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