
「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

年代 性別 回答

1 40代 男性 直す時間無いんだろーナ、ドラッグとかフリックとか出来るのか

しら？

2 30代 男性 がさつで適当な人なのか、お金を持っておらず仕事をしていない

人だという印象を持ちます。

3 20代 女性 直しに行く時間がない人だと思います。私の場合はネットショッ

ピングをよくするので、画像を見るときに画面が割れていると不

便なのでもし割れてしまったらすぐに直しに行きます。

4 40代 男性 今どきめずらしく、ものを大事にしていると好印象を持ちます。

見た目よりも内実を取るタイプの人なのかな、と邪推ながら思い

ます。ただし、水にぬれるとすぐに壊れそうではあると思いま

5 30代 男性 あんなバキバキでよく使えるなと思うし修理しろよと思う。何か

汚らしい

6 20代 女性 あまり細かいことは気にしない人なのかな、と思います。また画

面保護などの対策をしてなかったり、ものに無頓着な人なのかな

という印象です。

7 40代 女性 フリック入力する時に、指をケガするおそれがあるのではないか

と思ってしまいます。

8 40代 男性 自分がもし画面を割ってしまったら修理するか買い替えると思う

ので、あまり細かいことを気にしない人なのかなと思う。

9 50代 男性 どうせすぐに新しいのに買い替えるからとか、保証切れで修理費

かけて直すほどでもないとか、人それぞれだから良いと思う。

10 20代 男性 画面の割れ具合にもよりますが、バキバキに割れてるのに使って

るのを見るとなんでも雑に扱ったりしてそうな印象を持ちます

11 40代 男性 画面が見にくいだろうし、見栄えも悪いので、早く修理しないの

かな。

12 20代 女性 物を大切にする人では無い印象を受ける。また、修理に出す時間

や余裕が無く、スケジュール管理が得意では無い印象。

13 30代 女性 画面が割れたままのiPhoneを使用している方を見ると

モノを大切にできない、だらしがない印象を受けます。

14 20代 男性 普通に使っていれば画面が割れる事なんて、ほとんどないのでガ

サツなんだと思う。

2018年3月にiPhone救急車が行ったアンケート「画面が割れたiPhoneを使っている人

の印象」の全300回答一覧です。該当記事はこちら「【アンケート調査】画面が割れた

iPhoneを使っている人の印象TOP10」です。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

15 20代 男性 私のまわりでiPhoneを持っている人はだいたい画面を割ってし

まった経験があるようです。あまり頑丈にできてないのかなと

思ってしまいます。

16 30代 女性 あまり細かいことは気にしないずぼらなタイプなのかと思う反

面、修理に出すのはお金かかるし面倒だと共感できるので悪い印

象はありません。

17 20代 女性 まず、画面が見づらくないのかなと思います。

自分も何回か落としたりして、割ったことがあるので、分かりま

すが、変えるのにお金もかかるので、なかなか難しいですよね。

割りたてなのか数週間経っているのかわかりませんが、早く変え

られるといいですねと思います。

18 30代 女性 ものを大切に扱っていない印象を受けるので、あまり好ましく思

えない。

19 20代 女性 ケースをつけずにそのまま使っていて凄いなと思う。保険に入っ

ていないのか、保障の内容をしらないのかなと感じる。

20 20代 女性 見た目がとても悪いのでだらしが無く感じるし、データの破損も

いつかしてしまう可能性があるので危機感が無いのかなと思う

21 20代 女性 社会人の人が割れたままだと、少しだらしない印象を持ったり見

た目が悪いから直したらいいのに。とすごく思ってしまうと思い

ます。

22 20代 女性 使いずらくないのか、更に不具合が生じるのではないのかと思

う。

以前、割れた時にそのままにしていたら、更に接触が悪くなって

画面が反応しなくなったりして大変だった。

貧乏くさいから早く直せとも言われた。確かにそう思ってすぐ直

23 40代 女性 画面を修理するお金がないと言うのに、実際は飲食や化粧品代遊

びのお金に使いまくりようなだらしないタイプの人という印象

24 20代 女性 何事にも気にしなくて、自由奔放で適当なイメージをもつ。

買うお金がないのかなとも思う。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

25 20代 女性 画面の割れを直しにいかないのは貧乏なのかなと思う。もしくは

物に無頓着というか大事にしない人だと思う。使っている本人が

使用感が悪いと感じないかと疑問になる。

iPhoneは画面が割れたら直ぐに直した方がいいと聞いたことがあ

るので、放ったらかしにしていたらバッテリーから火災が起こら

ないかと心配になるし、そういう危険性を軽く捉えていると思う

とちょっと不快感を抱く。

26 40代 男性 使用者本人の性格同様、無頓着なイメージを持ちます。iphoneに

たいして、かわいそうですね。

27 20代 女性 ルーズな人なのかな、と思う。画面が割れたままでも使っている

事で細かい事は気にしない人なのかな、という印象を抱く。

28 30代 男性 普通にスマホ新しいものに変えないのかなって思ったりします

し、僕だったらなかなか外で堂々とラインしたりしないですね。

すぐにSHOPに相談に行きます。

29 40代 女性 あまり好印象は持たない。流行りのものに飛びつくわりには、物

の扱いが雑でいい加減、整理整頓が苦手そう、仕事もいい加減そ

うなどと感じる。

30 10代 女性 社会人の場合は、直す時間がない忙しい人なんだなあと感じる。

学生で時間がある人の場合は汚らしい人だなあと感じる。

31 20代 女性 画面が割れているのが気にならないのか、無頓着な印象を持ちま

す。

32 30代 女性 物を大切にしなくてだらしなさそうだけど、あまり細かい事にこ

だわらないおおらかそうな性格の人

33 20代 女性 私はiPhoneの画面が割れたまま使っている人を見るとまず直した

方がいいのでは？と思います。例えば営業などの仕事をしている

人であれば私がお客様の立場だったら、この人お金が無いのか

な？や貧乏くさいな、仕事が出来なさそうだなとゆう悪い印象を

持ちます。異性で画面を割れたままの人を見る時もお金がなさそ

うでガサツそうだなと思ってしまいます。画面が割れているだけ

でいい印象を持たないので画面が割れたままの人は修理をした方

がいいと思います。

34 30代 男性 別イイと、思います。全然操作できれば。まともに操作出来ない

通話出来ない状態じゃなければ
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

35 20代 女性 何らかの理由で割れてしまった画面をそのままにして使用してい

るのは、本人自身気にならないんだろうなと思うし、物を大切に

しないという印象もある。しかし、頻繁に割れてしまったりする

と何度も画面を交換しなければいけないので最初のうちはいい

が、次第に面倒くさい、お金がかかるなどの問題点も出てくるの

で、大々的に割れていたり、使用するのに支障が出ていなければ

そのままでもいいと思う。むしろ多少壊れていても中身が無事で

あれば使い続ける方が、割れたら替えるという人より物を大切に

しているのかもしれない。

36 30代 女性 直したり買い替えたりする意志がないことから、いいかげんだっ

たりだらしなかったりする印象です。また、あまりお金を持って

いないのかなと思います。

37 40代 女性 だらしがない人のように思える。落としてしまう事は誰でもある

かもしれないけど、画面が見えづらいだろうし、それをそのまま

使っているのは、よく言えば小さい事を気にしない人かもしれな

いけど、ガサツな印象を受ける。

38 50代 女性 画面が割れているだけでは判断は難しい。修理に全くお金が要ら

ないわけではないので、頑張って使い倒すのかな、と考える。ま

た、元気よさそうな子供がいる人なら大変だな、と思うし、その

ままカバーもつけず、荒れた感じで使っているようなら生活にか

まわない人だと思う。

39 20代 女性 画面の割れたiPhoneを使っている人を見かけるたびに思うこと

は、金銭的に変える余裕がないのかや、やたらと自分の使ってい

る物に愛着があるのか、または変えるのがめんどくさいのか、た

だ単にだらしないだけなのかといった印象を持ちます。

40 30代 男性 「画面が見にくくないのかな、操作しにくいのでは、直さないの

かな」と思います。

41 20代 女性 ものの扱い方が雑そうだ、画面保護のフィルムを買うなど対策を

軽んじる人だろうか、スマホを買い換えるお金がない人なのだろ

うか、などと言う印象を持ちます。

42 30代 女性 直しに行く時間が無い位忙しい人、直しに行くのがめんどくさい

人、直すお金が無い人、割れてても気にならない人。iPhoneの画

面修理は結構お金がかかるイメージがあるので金銭的に、時間に

余裕がある時でないと直せないのかなと思います。

43 20代 女性 フィルムにお金をかけたくない、画面が酷く割れていても恥ずか

しくない、壊れたら修理すれば良いという思いの人。などという
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44 20代 女性 どうやってiPhoneを割ったのか、物を大事に扱うことができない

人なのかなと思う。

45 40代 男性 神経疑ってしまいます。自分の身につける物に無関心なのか、

よっぽどずぼらなのか。生活が乱れている感じがします。

46 30代 女性 物を大切にしない人なんだなと感じるとともに、そのままの状態

だとスマホが悪くなるのではと心配にもなりますし、見た目も悪

いと感じます。

47 50代 男性 いくつかありますので箇条書きします。㈰修理するお金がないん

だな。かわいそうに、と思っちゃいます。㈪割れたガラス危なく

ないのかな。気にしないんだ、と思っちゃいます。㈫割れてしま

うような使い方してる人なんだ。物を大切にしない人なんだな、

と思っちゃいます。㈬スマホの画面を割るって、不注意すぎるん

じゃないかな、と思っちゃいます。　こんなとこですかね。。。

48 40代 女性 ある意味､ものを大事に使う人だと思う。でも､単なるケチにも思

える。見ているこちらが気になって仕方なくなりそうなので､早く

買い替えてほしい､と思う。

49 30代 男性 細かいことは気にしないタイプかなって思います。あまり部屋の

掃除をしていなさそうに見えます。

50 20代 女性 まず、画面が割れてしまう程の高さから落としてしまったことに

対して「不用心だな」と思いますし、いつまでも修理屋機種変更

をせず使い続けることに対して「だらしない人だな」と言う印象

を持ちます。

51 30代 女性 物を大切にしない人なのかな、と思います。iPhoneを投げたり落

としたりぶつけたりしていると思うからです。

もしくは、暴力癖があるのかと思います。

お金がなくて、修理に出せないのかな、とも思います。

または、画面が割れているのを笑いのネタにしているのかもしれ

ないと思います。

52 20代 女性 私自身画面が割れたままです。ガラスフィルムが高いし、液晶に

そこまで影響しない割れ方なので気にしないです。他人の携帯が

どうであれ、個人的には関係ないのでなんとも思いません。

53 50代 男性 すぐに買い換えないで使い続けていることは同感しますが、もっ

と丁寧に扱ってほしいと感じます。
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54 30代 女性 若い子のiPhoneって印象。画面が割れてても使えるから大丈夫み

たいな考えなんだろーなーって思います。私なら、気になりすぎ

て無理です。

55 20代 女性 男性だとあまり気になりませんが、女性だと少々残念な印象を持

ちます。

10代くらいの若い子ならいいと思いますが、大人の女性のスマホ

画面が割れているとガサツな印象を抱いてしまいます。

56 50代 女性 マナー違反と感じます!割れている画面で、人や衣類等に傷がつい

たり、怪我しない様にせめて薄い透明のフィルムを貼る等補修す

る配慮があって然るべきですよね。

57 40代 男性 ガサツだと思います。

普通に使っていれば割れることはないとおもいます。

58 30代 女性 どうして割れたままでも平気なのかと不思議に思います。

自分だったら気になってしょうがないので。

おおざっぱな人か、お金がない人か、めんどくさがりかなと思い

ます。

59 30代 男性 iPhoneはAppleストアなど修理できるお店が複数あるので早く修理

すればいいのにと思います。学生ならともかく、社会人だと少し

貧乏臭く見えてしまいます。

60 30代 女性 自分の部屋は散らかっていて、目の前にある解決しなければいけ

ない問題は先送りにする、面倒くさがり屋で、だらしない性格な

人の印象を持ちます。
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61 30代 男性 正直、あまり印象は持ちません。

電車に乗ってて、iphoneのガラスが割れたまま、操作している女

性を見ると、高確率で爪が長くて化粧が濃いです。

これは偏見とか先入観とかではなく、実際ちらっと顔を見たら、

みんなそういったビジュアルでした。

爪が長い女性は好きじゃないので、近づきたくないです。

ちなみに男性でガラスが割れてる人はほとんど見た事がありませ

ん。

62 40代 男性 だらしないなぁって思うのが一番最初ですかね。その方の性格等

はのちに、解るので初対面ならばです。

63 50代 男性 自分は割れた事がないのですが画面が割れたまま使っている人を

見たら恥ずかしいし格好悪いと思う何ですぐに直さないのかと思

64 30代 女性 不便じゃないのかな、そのまま壊れたりしないのかなと心配に

なってしまいます。

65 20代 男性 あまり細かいことは気にしない性格なのかなと思います。良い印

象は受けません。

66 30代 女性 修理するのが面倒なのか、費用が掛かるのを気にしてるのかなあ

と感じます。

67 20代 女性 お金が無いのかなぁとかガサツでだらしない人なのかなぁ、など

マイナスな印象を持ちます。

68 20代 男性 画面が見づらくないのかと気になる。

修理に出すことが面倒な性格の人が多い印象。

69 40代 女性 自分なら気になるので、そういうことに無頓着な人なのかな、使

いづらくないのかなと思いますが、別にマイナスな印象ではない

です(プラスでもないです)。

70 40代 女性 iPhoneは保険サービスみたいなものも高いので、ケチって入らな

かったんだなぁと思ってしまいます。

71 50代 女性 画面が割れたままiPhoneを使っている人を実際にみたが、危なげ

でだらしない印象を持ちました。

72 40代 女性 機能的に問題がなければ買い替えるのももったいないと考えてい

るのかなと思うが、ただやはり少しだらしない印象も受ける。
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73 40代 男性 私はアンドロイドを使っていますが、二つ折り式のカバーをつけ

ているので画面は割れていませんが、よく落とします。なにも保

護が無い状態だと、簡単に割れてしまうのは仕方ないとおもいま

す。ただ、二つ折り式のカバーをつけているとガラホよりかなり

大きく厚みもあるので、ちっともスマートじゃありません。付け

たがらない気持ちもわかります。

74 40代 女性 画面が割れたまま使っている人が身近に二人います。まず一番に

思うのは『早く機種変なりすればいいのに！』の一言に尽きま

す。

一部の文字や写真が見づらくても、iPhoneの機能は生きてるので

なんとかなっているようですが、かわいい子供さんの顔写真にヒ

ビが入っているのを見た時、なんとなくいたたまれない気持ちに

なりました。

お金がないわけではなく、本体のローンが終わるまでの2年間、解

約するともったいない事になるそうです。

あんな頑丈な画面が割れてりまうなんて、恐らく普段から落ち着

75 20代 女性 使いづらそうだから、iPhoneを修理に出せばいいと思う。画面が

割れたままだと、指を怪我するので危ない。

76 20代 女性 割れた画面を修理するか、新しいものを買ったほうがいいと思

う。その上、画面が割れた状態のiPhoneを使う神経が理解できな

77 10代 女性 修理に出す時間がない程忙しい人なのか金銭的な事情なのかは分

からないけどよっぽど余裕のない人なんだなと思います

78 20代 男性 iPhoneの画面が割れているとどうしても雑な印象を持ってしまい

ます。

79 50代 女性 私自身も以前短期間ですが使ってました。割れていても十分使え

ていたという事も理由のひとつですが、主な理由は買い替えの予

算がなかったからです。きちんと買い替えるとパッと出せる金額

でないので、使ってる方に対しては仕方がないとしか印象を受け

80 10代 女性 なんで割れたまま使ってるんだろう、と疑問に思いますがその人

の自由なのでとてもどうでもいいと思います。指が切れないか心

配になります。

81 50代 男性 物に対して無頓着で、人にも優しくないんだろうというような印

象を持っています。そもそも割れているということは、カバー等

もしていない状態で落としたりしたのだろうからと推測してしま
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82 20代 女性 直す時間やお金が無いのかなと思ってしまいます。あるいはダラ

しない人だなと思います。

83 30代 女性 物を大切にできない人だと判断するため印象は最悪です。

日頃からスマホを雑に扱っているんだろうなと思います。

84 40代 男性 若者なら元気な感じがあって微笑ましいけど、ある程度年齢が高

い人だと経済的に苦しそうでかわいそうになる。

85 40代 男性 先ずガラスを割ったこと自体に対して、物を大切に扱わない乱暴

なイメージを受ける。それを修理もせずに使っているのは、更に

だらしないような印象を受ける。

86 40代 女性 単純ですが、画面を見づらくないのかなぁと思います。また失礼

かもしれませんが、よれよれの破れた服を着ているようで、だら

しなく見えてしまいます。

87 40代 男性 あまりに見た目割れがひどく、操作に支障をきたすのであれば、

どんな形であれ交換すべきかと思いますが、割れが目立った場所

になく、その後の管理に気をつけられるのであれば、本体支払い

中は変えずに支払い終了まで気をつけて使えばいいかと思いま

88 20代 女性 男女関係なくガサツな印象をもちます。ケータイを割るというこ

とは物を雑に扱う人だと思うし、それをそのまま使っている人は

割れていることを気にしない人間なんだなと思います。

89 40代 女性 携帯をフル活用で、人生楽しんでいるんだなって思います。た

だ、写真や動画は見にくいだろうと想像します。

90 50代 女性 画面が見えにくいでしょうし、使いづらそうだけど事情があって

その状態で使っているのでしょうから他人があれこれ詮索するの

はよくないかなぁと思います。

91 30代 男性 工事現場で作業をしているとよく見かけるし、私自身何度も経験

があるので画面が割れたままの人を見ると親近感がわきます。上

司から顎でこき使われている印象です。

92 30代 女性 自分も割れたまま使っていたことがあるので、交換しに行くの面

倒くさいし値段もかかるから直ぐには直さないよねと共感してし

93 20代 女性 買い換えるか、修理な出したほうがいいのでは。と、つい言って

しまいたくなります。また、使っている姿を見るのも、なんだが

不憫な気がして仕方ないです、

94 20代 女性 激しく落としたのかな？ちゃんと保護フィルム貼ってるのかな？

と思います。

自分も画面が割れているので、親近感を持つかも、、
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

95 40代 女性 嫌悪感は持たないが、画面が割れていて不便ではないかと思うく

らい。

相手にとって思い入れがあるのかもしれないし、自分は気にしな

い。

96 20代 女性 使いにくくはないのかと、心配になります。

また、気にならない性格なのかな。ということは他の面でも細か

いことには気付きにくい性格なのかな。と思ってしまいます。

97 30代 女性 物をを雑に扱うイメージがあるので、性格も雑なのかなと思いま

す。

また、割れた状態を気にせず使い続けるところから、細かいこと

を気にしない人なのかな感じます。

直すことをすぐにしないことからめんどくさがりの印象を持ちま

す。

98 40代 男性 iPhoneを持っていて、新しいものを取り入れている方だなと思い

つつも、貧乏くさくて、それならガラケーの方がましだなと思い

ます。

99 40代 男性 修理に出すか、買い替えるかすればいいのにと思います。

また、お金がないのかな、そこまでしてiphoneを持たなくとも

もっと安い携帯あるのにと思ってしまいます。

100 30代 男性 iPhoneの管理と扱いが雑で、すぐに修理に出す気がないほどもの

ぐさな人のという印象。

101 30代 女性 たまに居てますよね。そういう人・・使えたらいいと割り切って

いるのか

周りがどう思っても自分は自分という考えの人なのかなと思いま

す。

102 30代 女性 金銭的、時間にも余裕がなくて、修理している暇が全くない。ま

た忙しい人に多く見られると思う

103 30代 女性 ものすごく忙しいか面倒ぐさがりなのかなという印象を持ってし

まうと思う。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

104 30代 女性 画面が割れているiPhoneを使っている人を見ると、いくらきれい

にお化粧をしてかわいい服装をしていても、だらしなくいい加減

な人だという印象を受けます。

きっと家は散らかっていて、なんでも後回しにする人だと感じて

しまいます。

105 30代 女性 あまり、色んな事を気にしない方なんだなと思います。使えてる

ならそれで良いと思います。ただ、細かく割れているのは、う

わー、と思います。

106 40代 女性 30代以上がそうならだらしない印象を持ちます。20代以下ならお

金がないんだろうなと不憫に感じます。

107 20代 女性 修理するお金が無いのかな、時間が無いのかな、と邪推してしま

います。破片でケガをする恐れもあるし、落ちる可能性もあるの

で、修理した方が良いと思います。修理、又は交換できるものを

放置しているので、少しだらしない人に感じます。

108 20代 女性 修理しないのかな？修理代金が高額だから我慢して使ってるのか

な？扱いが雑な人なのかな？といった印象を持ちます。

109 40代 男性 ・iPhone買えるお金はあるのに、画面修理するお金は無いのか

な。

・Apple Storeや系列店(修理が出来るところ)を知らないのかな。

・ちゃんと画面にタッチしても反応するのかな、不便じゃないの

かな。

・画面が割れてるのを格好悪いと思わないのかな。

110 30代 男性 物を大切に長く使おうとしている印象を持ちます。とても実直で

真面目な性格なのだろうと考えます。

111 40代 女性 手放せないくらい大切なものなはずなのに、なぜ直さないのだろ

うと不思議に思います。

112 40代 女性 ガサツな印象。割れていても気にせず使っていたりするのは

ちょっと信じられません。

113 20代 女性 なかなか忙しく修理に出す時間がないのかなと思います。もう１

つは、お金がないのかな…とも思ってしまいます。

114 20代 女性 年齢にもよりますが、社会人のiPhoneの画面が割れていたらだら

しない印象を持ってしまいます。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

115 20代 女性 自分は割れたことがなく、使い勝手等は分からないが、使いづら

くないのか、見にくそうなど、マイナスな意見を持つ。いいイ

メージはない。

116 20代 男性 物の扱いが雑で、大雑把な印象を受けます。特に整理整頓、身の

回りの管理ができないだらしない方なのかと思います。

117 30代 女性 お金がないんだなと思います。学生とか若い人で使っていると、

若いからお金がないのはしょうがないなぁとは思いますが、社会

人が使っているのを見ると、とてもだらしなく思います。それ

と、短気なのかなとか、怒ると物に当たる人なのかなとも思いま

118 20代 男性 画面が割れているiPhoneを使っている人には、まずだらしない人

という印象を持ちます。全体的に物の扱いが雑なのではないかと

思ってしまうためです。

あとは、お金が無いのかなという印象もあります。

マイナスの印象が多いですが、一方で大らかそうなイメージも

ちょっと感じます。

119 30代 女性 iPhoneの画面を修理に行く時間なんて、どんなに忙しくても一、

二時間あればできるわけだし、その時間を取らないのはズボラな

のかなと思う。それに、iPhoneはいつも身につけているものだ

し、そういった自分の身近なものを大切にしていないのは、自分

や周りの人間に対してあまり大切に扱ってない傾向があるのかな

と想像してしまう。

120 20代 男性 割れている度合いにもよるが、何度も落としている事が伺える

iPhoneを持っている人に対しては、ものを大切にする事ができな

い人という印象を受けます。

121 30代 女性 修理に出す時間がないのか、ケチっているのか、それともデータ

の以降の仕方が分からなくてためらっているのかわかりかねま

す。

122 30代 女性 少しおおざっぱかな？とは思います。でも貧乏性とは思わず、愛

着を持ってるのかなと感じます。

123 20代 女性 物持ちがいいなと思う反面、物の扱いが雑な人だなと思う。割れ

ていれば使いにくいだろうし見た目も悪い。大雑把な人だという

印象です。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

124 30代 女性 画面割れしたまま使い続けている知人のiPhoneを初めて見た時は

衝撃でした。

これまで自分の画面は割れたことがないですし、割れたとしたら

焦ってすぐに修理もしくは買い替えをするタイプなので、使い続

けるという選択肢があるのかと。

それ以来、画面が割れたまま使い続けている方に何人か出会いま

したが、画面が見えづらそうですし、申し訳ないけれど少しだら

しなく感じてしまいます。

AppleCareやキャリアの保証オプションに入っていないと、修理も

ある程度高額になるので仕方がないのかもしれません。

125 10代 女性 結構日常茶飯事当たり前のような出来事なので割れていてもそん

なに何も感じることはありません。

むしろ、私自身も割れたまま使っていたこともありますし、割れ

ていることに関して何かを思ったことは一度もございません。

126 40代 女性 若い子なら修理するお金が無いのかと納得できるのですが、いい

大人が割れたまま使用しているのはだらしない感じで嫌いです。

少なくとも1ヶ月以内に修理してもらいたいです。

127 30代 女性 たとえ不測の事態で壊れてしまっているにしても、物の扱いが雑

な人なんだろうなと思ってしまい、いい印象ではないです。

128 20代 女性 我慢強い人なのかな、って思います。私だったらひび割れたとこ

ろをついぺりぺり剥がしてどんどん壊してしまいそうだからで

す。その衝動を我慢できるのは純粋にすごいと思います。

129 30代 女性 修理に出したらいいのにというのが率直な感想です。

画面見にくくて嫌じゃないのかなと。

130 40代 男性 忙しくて直せない、変える時間が無いのかなと言う印象。後は保

証制度を知らないのかなと。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

131 40代 女性 まず最初の印象は、自分はまだガラケーなので、体感的なことが

わからない故の印象ですが、指を怪我したりすることはないのだ

ろうかと思います。

怪我まではいかなくても、操作しているときに何か引っかかりみ

たいな感じがあったりすることはないのだろうかと、痛そうだと

感じてしまいます。

あとは、画面が見づらくないのかとか、なぜそのままにしておく

のかとか当たり前の印象です。

そして、そのまま使い続けている人に対しての印象は、いろんな

ことを気にしない人なのだろうという印象です。

132 50代 男性 画面が割れているiPhoneを使っている人に対して、全く理解に苦

しむ。私生活やあらゆることにルーズなんだろうなと考えてしま

133 20代 女性 端の方や少しのひび割れは特に気にしませんが、あまりにも広範

囲で酷い割れ方をしている状態なのはあまり良い印象は持ちませ

134 50代 男性 画面が割れていても機能は問題なく作動出来て、画面の文字も読

み取れるくらいなら問題ないと思います。

自分の携帯なら、他人がどう思うが良いと思います。

135 50代 女性 壊れたら修理代が高くて大変なんだろうな、と思います。

常に持って歩く物ですから、壊したくて壊したわけでないでしょ

うし、見づらくないかなとは思います。

136 40代 女性 だらしない印象に感じます。

交換するにもお金がかかるし使えないこともないので気持ちはわ

かりますが、身だしなみの一つだと思うので、いい印象はないで

137 20代 男性 iphoneを使っているのに、画面を直す余裕がないくらいお金がな

いのかな、という印象を持ちます。

また、物の使い方が荒いのだろうという印象を持ちます。

138 30代 男性 若い世代の１０代〜２５歳ぐらいまでなら、割れているのを見か

けてもきになることはありませんが、３０代から年齢を重ねてい

くにつれて、割れているのをみると金銭的に厳しいのかな、など

の印象をもってしまいます。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

139 20代 女性 画面くらいなら使える、、という気持ちはわかるが、いつデータ

が消えてもおかしくないので不安

140 40代 女性 めんどくさがりな人なのかな、と思ってしまいます。また、大雑

把でがさつな性格なのかなとも思います。

141 20代 女性 画面を治しに行くのが面倒だったり、忙しくて時間がとれないの

かなと思う。

142 40代 男性 画面補修や新規交換となると微妙に高額な出費となります。それ

が出来てないとなると、この人はお金に困ってるのか、次の

iPhoneが出るまで粘ってるのかなと思ってしまう。

143 40代 男性 自分の画面が割れていたら、恥ずかしいので人前では使いずら

い。個人的な印象は強い愛着を持っているのかなと想うし、大事

に使っていると感じるので印象は悪くない。

144 40代 男性 修理するお金がないからそのまま使っている印象と、使えれば問

題なしといったさばさばした性格の方という印象と、家庭内暴力

やＤＶ（いずれも被害者側）がありそうという印象を持ちます。

145 20代 女性 少ししか割れていない状態なら、特になにも思わない。真ん中ま

でバキバキに割れている人は、ずぼらか貧乏かどちらかだろうと

思う。

146 40代 男性 まず画面を割ってしまうという状況が理解できないので割れてい

る人を見たらがさつな性格なんだろうなと思ってしまいます。

147 20代 男性 細かいことを気にしないタイプの性格であり、落ち着きがないイ

メージです

148 30代 女性 あまりいい印象ではありません。少しの傷なら良いですが、見る

からに割れているのがわかるような物を使っているのはみっとも

ない気がします。

149 40代 男性 なぜ、保険でなおさないのか？割れる前にガラスフィルムを使わ

ないのか？手帳型カバーを使わないのか？人の液晶が割れている

のを見て自分のが割れないようにガードしようとしない、自分に

は変な人種に思います。

150 20代 女性 あまりいい印象はない。お金がないひとやだらしない人のように

感じます。

151 30代 女性 急に割れてしまって、忙しくて交換に行けないのかなとは思いま

すが、ずっと画面が割れたまま使っていると分かると少しだらし

ないかもという印象を持ってしまいます。

152 40代 男性 なぜだろうと疑問に思います。機種変する時間がないのか、携帯

保障サービスに加入していないのかと思います。また、身なりが

ちゃんとしている人なら、運がなかったと思います。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

153 20代 女性 自分のスマホがもし割れたら、心配で絶対にすぐに修理に出すと

思うので、他の方が割れてるのを見ると、気になるというか大丈

夫かな？と心配になります

154 20代 女性 修理するのが億劫なのかな、と思う。

また操作するのに邪魔じゃないのかな、と思う。

とりあえずズボラだと思うし、近づきたくない。

155 10代 女性 修理に出しにいけない程忙しい人なのかなという印象。バキバキ

のままずっといる人は雑な人なのかなという印象。

156 20代 女性 よほどお金がないのか面倒くさがりなのかなという印象を持ちま

す。

157 30代 女性 思い入れのあるiPhoneなのかもしれないが、指をケガしないか心

配になります。

158 20代 女性 今や一つのファッションとして「あえて割る、割れたままにす

る」という人もいるようなので、その人が良いと思うならそれで

良いと思う。

159 30代 女性 無理してiPhoneを使っているのかな？と思います。可哀想に感じ

たりもします。

160 30代 女性 画面が見にくくて使いづらいだろうなと思う。機種変するのがめ

んどくさいのかそれとも使っているiPhoneによほどの愛着がある

のだろうなも思う。

161 20代 女性 直すための金銭的余裕がないのか、あるいは単純に面倒くさがり

なのかと思います。画面が割れていようとも問題なくiPhoneの機

能を利用できるとは聞きますが、たとえば通話のために顔のそば

に持っていく様子を見ると、破片が頬を引っ掛けてしまうのでは

ないかと危なっかしく感じてしまいます。

162 30代 女性 どちらでも良いですが、よく割れたましたまま使ってるなと思い

ます。どちらかというと、あまり良い印象は持たないかもしれま

せん。

163 20代 女性 あまりスマホに依存、重要だと思っていなくて、小さいことは気

にしない大らかな人、少しズボラな人という印象です。

164 30代 女性 お金がないのか、何でも先延ばしにするだらしないタイプの人な

んだろうなぁという印象です。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

165 30代 男性 だらしない印象を持ちます。

特に服装などに気を使っている方の携帯がボロボロだった時など

は、

「ソトヅラが良い人なのかな。」と、若干見る目が変わります。

166 30代 女性 だらしがない。忙しい。ひび割れに合う待ち受け画面を気に入り

使い続けている。修理するお金がない。修理の際のデータの移し

替えが面倒。

167 30代 女性 iPhoneを修理するお金もないくらい財政的に切羽詰まっている人

という印象を持つ。

168 20代 女性 物持ちが悪くて、ずぼらな人なんだなあ、という印象を受けま

169 40代 男性 身なりをビシッとキメているのにスマートフォンの画面が割れて

いる人をみると、とりあえず画面が割れた理由を聞いてみたい欲

求にかられます。知り合いなら、割れたまま使っているのも危険

ですし、格好悪いので修理を促します。ほとんどの人が修理に出

す時間や、修理費を理由にそのままにしていると思うので、お気

の毒としかいいようがありません。

170 20代 女性 画面が割れてると使いづらくないのかなと思ってしまう。変えに

行くのがめんどくさいのかなという印象。

171 40代 女性 よく、そのままでいられるなぁ。iPhoneは、新しく買うのは高い

けど、契約時に故障などで新しいものと交換できるシステムがあ

るのにな、それを使わないの？と思います。

172 30代 女性 スマホは貴重品だと思っているので、大切な物を雑に扱う人なの

かなと思います。またずっと直していないとお金がないのかな？

とも思います。

173 50代 男性 自分もiphoneを使っているが画面を割ってしまったことがないの

で、どのような使い方をしたら画面が割れるのか不思議に感じ
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

174 30代 女性 大学事務仕事をしていた時、学生のiPhoneの画面の8割が割れてい

ました。

おそらく、学生なので、スマホの扱いが荒く、割れてしまっても

お金がなくて修理できないからだと思います。

ただ、多少画面が割れていても問題なく操作はできるので、慣れ

てしまえば平気なのかなと感じてしまいました。

なので画面が割れているiPhoneを使っている人を見るとお金がな

くて修理できないのか、もしくはあまりそういうことを気にしな

い人なのかな、という印象を持ってしまいます。

175 20代 女性 無精な人なんだなといった印象を持ちます。キャリア携帯であれ

ば補償に大半の人が加入しているはずなので、ショップに持って

いくかインターネットで手続きすれば、すぐに修理出来ます。

176 60代 男性 iPhoneの画面にかなりのヒビが入っている携帯を操作している人

に共通して感じることは、姿勢が悪いということです。どうもく

ねくねしたり、真直な姿勢で歩けない人が多いように思います。

このような人は、周囲に気をくばることができない人の典型だと

思っています。また、そんなにすぐに割れるような携帯画面では

ないので、画面が割れているのは、何度も頻繁に携帯を落として

いる証拠でしょうし、注意不足な人です。こういう人は、まわり

にも無頓着です。総じて、画面が割れたiPhoneを使っている人

は、人に対する配慮ができない人ではないでしょうか。

177 30代 女性 少し割れているくらいならあまり考えませんが、バキバキで画面

が見にくくなっていると、だらしない印象を持ちます。

178 30代 男性 修理するお金が無いのか、修理に出すのが面倒なのかもしれませ

んが、

見た目がよくないので、修理した方がいいと思います。

179 20代 男性 モノを大事にしないし、周りの目を気にしない人なのかな？とい

う印象を受ける

180 30代 男性 割れ方によっても違いますが、少しだらしない人なのかなという

印象を持ちます。

181 40代 男性 画面が割れたiPhoneを使っていて、使いづらくないのかな？買い

替えるお金と暇がないのかな？と思う。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

182 40代 女性 「ちょっと不便だろうな」と思います。

スマホを持っていれば誰にでも起こり得ることですし、特に

iPhoneの修理代だのあとの事を考えると正直「まぁいいか」思う

気持ちも所持者としてわかるので当人を斜めに見るような気持ち

は全く起こりません。

183 30代 女性 iPhoneの2年契約の関係で新しいのと交換出来ないのかな？指とか

切らないのか？と不思議に思う。

184 20代 女性 修理しに行く暇がないのか、手間なのか…。

ずぼらなのかなという印象です。

185 30代 男性 修理や買い替えもせず割れたまま使っているということはまた割

るからかお金がないかのどちらかだと考えます。また割るからが

理由だとすれば普段から物の扱いが非常に悪く周囲に気を使えな

い性格なのかと思ってしまうし、お金がないが理由であれば貧し

いのかなと距離を置きたくなります。

186 40代 男性 やはり修理に出せない、出さないのはズボラなのかと思います。

また、修理に出したくないなら予め、フィルムなり強化ガラスな

りで対策しておけばいいのにとの思いもあります。

これも面倒くさがりの印象が強いでしょうか。

187 20代 男性 落とした後、修理に出すのが面倒くさいし費用が高いからそのま

まなんだろうなぐらいの印象です。

188 40代 男性 周りの評価に必要以上に左右されず、自分の価値観を持っている

人なのかと思う。

189 30代 女性 iPhoneの画面が割れている人は私の周りにはたくさんいます。そ

れだけ落としやすく簡単に割れてしまうのかなという印象です。

iPhoneを修理に出す場所が3代キャリアのようにたくさん無い地域

なので、預ける時間と取りに行く時間を考えると画面が割れたま

ま我慢している人が多いと聞いたことがあるので、全然気になり

ません。

190 20代 女性 だらしがない。お金ないのかな？そそっかしいのかな？と思う。

あまり良いイメージではない。

191 30代 男性 画面も見づらいだろうし、使い方づらいんじゃないか。早く交換

するべき
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

192 30代 女性 割れたまま使っている人は、割れてても全然使えるからって平気

でいう人が多いと思います。でも見た感じもよくないし、使える

からといって割れたまま、そのままにして使っているのはどうか

と思います。早くなおすか買いかえなよって思います。なおすの

が大変ならiPhoneなんて使わなきゃいいのにと思ってしまいま

193 40代 男性 印象についてはそれほど悪い印象はありません。なぜなら自分も

初日にひびが入ってしまったことがあり、そのまま２年ほど使っ

ていました。割れてしまった理由は人それぞれでしょうが、保証

対象外だった場合はそれなりの金額になってしまいます。そし

て、直せばそれ以降割れないという保証もないです。何度も割れ

たら何度も修理となり大変ですから、よほどひどい状態になるま

ではそのままでも仕方が無いと思っていますので、割れている人

がいたとしても程度が軽ければ、まだまだいけると応援したくな

るほどです。もう完全にアウトと思えるレベルまで割れてる人だ

と、さすがに周りの目が気にならないメンタルの強い人だなと思

194 30代 女性 新しいiPhoneを買うお金がないかだらしない印象を持ちます

195 40代 女性 物に無頓着でやらなければならない事を先延ばしにするタイプな

のかなと思います。

ちなみにうちの旦那がしばらく画面が割れたままのスマホを使っ

ていました。上記のタイプです。

196 20代 女性 いちばんは、物の扱い方雑そうだな?と思います。

毎日使うものだから気にならないのかな？よく言えば気にしない

性格なのかもしれません。画面を直すにもお金はかかるからそれ

をケチってるのかなとも思います。

197 20代 女性 新しいのを買うお金がない人だと思います。または、物に対して

の愛着が強いのかなと思います。

198 20代 男性 よく言えば細かいことを気にしない人、悪く言えば身だしなみな

どがきちんとしない人、という印象

199 30代 女性 お金がないのかな？と思ってしまいます。

あと、直しに行くのも面倒なくらい面倒くさがり屋さんなのかな

という印象です。

200 40代 男性 バリバリに割れた画面でも記載内容がちゃんと見えているんだな

あ、とおおらかな印象を持ちます。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

201 30代 女性 可愛そうだなと感じますしなぜ直さないのか不思議に思います。

貧乏くさいです。

202 40代 女性 もしいたらだらしない人だとは思う。

ラインやメールが煩わしくてわざとそのままにしてるのかな、と

も思う。

203 40代 女性 物を大切にしないだらしがない無頓着な人という印象を受けま

204 30代 女性 ものを乱暴に扱ったり、粗雑な印象です。修理や交換をしないこ

とも無頓着な印象を受けます。

205 40代 男性 うっかり落としてしまっての破損なのか、扱いが荒いために破損

したのかで印象が変わってきますね。

前者であれば「大らかで細かいことを気にしない人」という印象

で、使うのに支障がなければ次に新しいのが出てからで良いやと

思っているのでは？と感じます。

後者ならば「せっかちで無頓着な人」という印象になり、ただ買

い換えたり修理に出すのげ面倒だと思っているのだなと感じま

206 40代 男性 自分は画面に1度も傷がついたことはないので、モノの扱い方が雑

な人間なんだろうなと感じる

207 30代 女性 危機管理ができない、ケチな人だという印象を持つ。本体の価格

に比べたら、いくらでもない保証制度も付けず、挙句、画面が割

れないような工夫もしていないのだろうという、マイナスな印象

しかない。

208 30代 女性 変えればいいのに、とは思いますが、ショップに行くのも面倒な

のもわかるので特に何も思いません。

209 30代 女性 画面が割れていても気にならない、何事も気にしない人。

面倒くさがりで直すのが面倒だと言う人。

携帯電話を重要視していない人。

210 30代 女性 まずは治せばいいのに。見づらいし画面に触れる時もガサガサし

ないのかなと思います。

211 40代 女性 そんな画面で見えるのか不思議で手を怪我したりしないか心配に

なります。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

212 40代 男性 画面が割れているiPhoneを使っている人が仕事中らしく見えた

ら、その人は、もしかしたら、仕事が忙しいのでなかなか休暇を

取ることができず、そのために修理するために店舗に行く時間的

余裕がないのではないか、と思うでしょう。

というのも、私も過去に似たようなことがあったからです。

対照の物はiPhoneではなく、財布だったのですが、あるとき、財

布が破れ裂けてしまったのです。

でも、代わりの財布は家にあるわけではなく、また、仕事がとて

つもなく忙しかったために、なかなか休暇をとることができませ

んでした。

また、連日遅くまで残業でしたから、仕事が終わってから財布を

買いに行くこともできませんでした。

なので、私は応急措置として、破れ裂けた財布をテープで応急処

置をして使っていたのです。

そして、私という人が、少々見た目がどうなっていようが、最低

213 30代 女性 買いに行く時間がないのか、今は金欠で買えないだけだと理解す

るだけです。

214 20代 女性 長期間割れたまま使っていると、だらしない、みっともないとい

う印象を持ってしまいます。次に、使い辛くないのかなと疑問に

思います。

215 30代 女性 若い人のiPhoneだったら「お金ないだろうし、買えないんだろう

なー」とか「物持ちが良いな」とは思いますが、

20代後半以上の方のiPhoneが割れていたら、少しみっともない、

と思ってしまいます。

でも、子持ちの主婦とかだったら「物を大事にして、子供にお金

かけてるのかな？」と感じます。

持っている人によって印象が変わるかも。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

216 20代 女性 10代、20代くらいなら遊んでて落として割れてしまったけど、金

銭的に買い替えが厳しいのかなと思いますが、30代くらいでサラ

リーマンの方がそのまま放置しているのは少し疑問に思います。

もしこの方が営業の方で、先方に割れた画面を見られたら、など

少し不安に感じてしまいます。

217 50代 女性 画面が見難いのではないかと思うのに そのまま使っているのは 修

理代を惜しんでるのかな？と思ってしまいます。

218 30代 女性 正直だらしないと思います。でも学生とか20代前半ぐらいまでは

仕方ないなかな？と思います。中年層になってくるとだらしなく

感じます。

219 40代 男性 結構近くにいますね。

私はガラスフィルム貼ってますが

彼らは、そのままだったり、これ以上ひどくならないように割れ

た上からフィルム貼ってます。

愛着があってずっと使っていたいみたいなので凄いと思う。

220 20代 女性 忙しい人なのかな？それともすぐ落としちゃうからなのかな？も

しくは面倒くさがり屋でだらしがないのかどれかかな…と考えて

しまいます。

割れたままの使用は危ないから、早く修理してもらって〜！と心

配になります。

221 20代 女性 わたしは割れたままだと怖くて使えないので、単純に良く我慢で

きるなと感じます。特別な感情は持ちません。

222 20代 女性 割れたままだと怪我するかもしれないし、他の不具合にも繋がる

かもしれないという考えがないのか、または修理するが面倒だか

らかわかりませんが、割れたまま使っている人には面倒くさがり

なのかな？自分の持ち物ぐらい管理出来ないのかな？と悪い印象

を持ちます。

223 40代 男性 余計なお世話かもしれないがやはり操作する際にいずれ手に怪我

をするのではという心配と修理する費用が無くて経済的に苦しい

のかなあという心配をしてしまいます。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

224 30代 女性 iPhoneは高い機種なので、何かが原因で割れたまま使っていて

も、使えるのであれば、もったいないから使っているのかなと思

うので、あまりマイナスな印象はないです。いずれ機種変更はす

るんだろうなと思います。

225 20代 男性 あまり悪い印象は持ちませゆが、少しだけだらしないと感じま

226 20代 男性 うっかり落として割ってしまったんだなという印象しか持ちませ

ん。

227 50代 女性 危険ですし、とてもだらしなく感じます。そういう人はほとんど

が、荷物が多く身なりもだらしない人が多い気がします。

228 30代 女性 なぜ割れたままなのか不思議です。壊れた状態のまま使っている

と、大雑把で雑、物を大切に扱わない人のような印象を受けま

229 30代 女性 収入が少なくて変えるお金が無いのかな？

面倒くさがりなのかな？携帯の保証に入ってなかったのかな？？

230 20代 男性 「ちゃんと自分自身を持っている」印象です。

画面が割れていても交換しないで使っているということはあまり

人の目を気にしないで生きていける人だと思うし、ある意味羨ま

しいです。

231 20代 男性 モノの扱い方が雑で、性格はおそらくO型だろうと予想したり、修

理に行くのもめんどさがり屋さんで、几帳面な人ではないのだろ

うなあという印象を持ちます。

232 30代 女性 割らないように気をつけたりすぐ修理をしたりしない、だらしな

い人だと思ってしまいます。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

233 30代 女性 私も画面が割れたまま1年間使っていたことがあります。

本人としては使用ができるのであまり気にしていないのかもしれ

ませんが、現在画面が割れていない状態になってからは「見にく

くないのかな？」とか「操作しにくくないのかな？」という印象

が強いです。私自身がそういう感想を持って使用していたので、

そういう印象です。

私が1年間画面を割れたまま使用していたのは、買い換えてすぐに

割れてしまい、携帯保障も効かなくなっていて、iphoneのサービ

スも受けるのに時間がかかってしまったり、データの移行も大変

なイメージがあったのでそのようになっていました。

そのため、割れたままで使用している方に否定的なイメージはあ

まりなく、「使えているからそのままなのだろうな。」というく

らいの印象です。

234 20代 女性 スマホを始めとしたデジタル機器にあまり拘りがない人なのかな

と思う。稀にパンク・ファッションの一部として画面を割れたま

まにしている人がおり、そういうオシャレで似合っている場合は

例外だが、それ以外のほとんどの場合では無頓着さなどマイナス

の印象を感じる。

235 30代 女性 バキバキに割れているのに使っている人には、だらしない性格な

のかなと感じます。

236 40代 男性 ケースを付けて使用するかどうかは、その人の好みであって、

iphoneを裸で使うことは個人的にはアリだと思います。

しかし、落として画面を割ったりしたて、そのまま使用している

人は、だらしない印象ですし、貧乏臭いです。

画面が割れて交換していない言い訳として、「また。落として

割っちゃうかもしれないし、普通に使えるから・・・」と言って

いる女子を見ると幻滅します。

落として画面を割ったなら、新しく買い替えるか、または画面交

換できないくらいなら、いかつい耐衝撃ケースにでも入れてろ！

と思っています。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

237 50代 女性 なんだかだらしなく感じるし、荒んで感じます。せめて人に見え

ないように工夫すればいいのにとも思います。

238 20代 男性 大雑把でガサツで物を大事に扱わない人。

お金がなさそう。

仕事とかも適当そう。

239 20代 女性 修理するお金がない人なのか、面倒くさがりやでそのままにして

るのかなと思ってしまう。

240 20代 女性 不注意な人、だらしない人といった印象を持ちます。もしかし

て、修理代が出せないのかな、とも思います。

241 20代 女性 画面が割れているiPhoneを使っているのは持ち物を大切に扱わな

い人という感じがして印象が悪いです。

242 20代 男性 私がiphoneの画面割れを見かけて思うことは、iphoneの画面割れ

を直すお金がないのかなと思うことと画面割れを直しに行く時間

がないのかなという印象を持ちます。

243 20代 女性 だらしなく整理整頓が苦手で、掃除もあまりしなくて部屋が汚そ

うなイメージ。

244 20代 女性 ・使いにくくないのか

・修理にいかないのか？

・割れている画面を見ると、この人は学生なのかと思う。

→画面修理にお金かかるイメージなので、金銭的余裕がないのか

と感じる。

245 20代 女性 修理代も出せなくらい貧しい人なのかなと思う。また、他人から

どう思われるかを考えたこともないんだろうなと思う。

246 10代 男性 単純にだらしがないと思ってしまいます。周りにも画面が割れて

る女の子がいますが、彼女らは割れてる方がオシャレでかっこい

いと言います。しかし私は画面がキレイな方がかっこいいと思う

し、オシャレだとも思わないです。考えが違うと言われればそれ

までですが、理解できないです。

247 20代 女性 iPhoneの操作しにくくないのかなとは思います。その一方で新し

いiPhoneに替えるのもお金がかかるしそのまま使っていても仕方

がないのかなとも思います。まあなにより、使っている本人がそ

れでよければ十分ではないですかね。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

248 30代 女性 お金、ないのかなって思います。扱いが雑なのかなとも。人に対

してもそうなんじゃないかと考えると、自分が身に着けているも

のの印象って大事ですよね。

249 20代 女性 ちゃんと見えているのか、機能しているのか（タッチなど）、怪

我しないのかなどが積み重なって何故？という印象しか残らない

と思います。

250 30代 女性 あまり良い印象はありません。

画面が見えにくい、読みにくいのに何故買えないのか疑問に思い

ます。

もしくは、割れてからまだ数日なのか、、、

効率が悪くて仕方ありません。

251 40代 女性 私自身は画面が割れているiPhoneを使うなんて絶対に考えられま

せん。ですので画面が割れたまま使っている人に対しては、正直

いい印象は持ちません。割れているのに修理しないのだろうか？

なぜ新しいiPhoneに変えないのだろう？面倒なのかな？その

iPhoneを余程気に入っているのかな？と色々考えたりはします。

きっと割れているiPhoneを操作している姿を見て私のように

「ん？」と思う人もいることだと思います。でもそういうことを

気にしない人なんだからきっと性格的に変わった人なんだろうと

も思います。それくらい私はネガティブな印象を持ちます。

252 20代 女性 だらしがなく、お金もない印象を持ちます。

忙しくて修理に出す暇がないのなら分かりますが、ずっとそのま

ま使い続けている人にあまりいい印象はありません。

253 50代 女性 良い印象ではないです。金銭的な余裕がない方なのかなとか、生

活自体が雑な印象をもったりします。あまり関わりを持ちたくな

いタイプの方だと思ってしまうと思います。

254 40代 女性 だらしなくて、なんとなく不潔なイメージです。

それと、悪い意味で楽観的で、深刻な事態になってから初めて事

の重大さに気付くような人だと思います。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

255 40代 女性 ポジティブにとらえる場合、あまり細かいことは気にしないタイ

プなのかな？忙しくてショップに行く時間がないのかな？給料日

前とかで買い替える余裕がないのかも・・・などがあります。

ネガティブな印象としては、ちょっとルーズ、だらしない、いい

加減・・・といった感じです。

256 40代 男性 単純に、何で割れたまま使っているんだろうと思います。でも相

手からすれば、結構慣れていて割れたまま使うコツがあるんだろ

うなあ。

257 30代 女性 画面が割れていることが気にならない性格なのかお金に余裕が無

いから修理をしないのか。

どちらにしろ、だらしない人なのだと思ってしまいます。

258 40代 女性 iPhoneを持つまでは「割れたままでみっともない」と感じていま

した。が、iPhoneユーザーになってからはアップルショップが近

くになく受付だけで3時間待ちで更には修理代が高額なのを知り、

割れたままでも使えるならそのまま使っていても無理ないなと思

いました。

ただ、激しく割れている人は画面も視難いでしょうからさすがに

修理に出すか機種変すれば良いのにと思ってしまいますね。

259 20代 女性 物持ちがいい人なのかなと思います。会話で変えたいと聞こえた

りか、割れかたがもういつ崩れてもおかしくない時は、変える時

間やお金がないのかなと思います。

260 30代 女性 一度見ただけであれば早く直せばいいのにと思うくらいですが、

よく顔を合わせる人でずっと割れたままだとズボラな印象を受け

ます。

261 20代 女性 よほど困窮しているのか、人に言えない後ろめたいことがあって

修理に出せないのかと勘ぐってしまい、いい印象は残らないで

262 40代 女性 画面が割れているiPhoneをそのまま使っている人を見ると、「だ

らしがない」印象を受ける。学生や若年層であれば、使用頻度も

高い事が想像出来るし修理する費用を捻出するのは難しと思うの

でまだ我慢できるが、中年世代以降の人達だと「この人は他の事

に関してもだらしがない人なのだろうな」という印象が強くな

る。また、どうしてカバーをつけるなどの対策を事前にしないの

だろうか？と疑問に思う。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

263 30代 女性 iPhoneは高いので割れていても仕方ないのかなーとは思います。

直しに行くのもめんどくさいまたは時間ないのかな。

ただ割れたまま使っていて使いにくくないのかなとは思います。

264 30代 男性 使い方が荒いのかな?忙しくて修理に行く時間がないのかと思いま

す。

265 20代 女性 あんまりいい印象ではありません。使いづらそうだし、見た目に

も良くないので事情がない限りはちょっとだらしない人なのか

なぁと思ってしまいます。

266 50代 女性 なぜすぐになおさないのだろうか。使っていても危ないし、人に

見られて恥ずかしくないのかと思います。なおすお金がないの

か、時間がないのか、ただ面倒なのか、理解しがたいです。

267 30代 女性 とても貧乏くさい印象をもちます。何でそんな見にくい物をその

まま使っているのか理解できません。相当お金がないのかなと思

います。

268 60代 男性 iPhone所有者は一応それなりに知的意識が高い人が多いが、割れ

たまま使っている人を見ると、高いもの持っているのに修理も出

来ないの・・・と思ってしまう。

269 30代 女性 まだ機種変する時期ではないんだな、やっぱりカバーしていない

と危ないなと思います。

270 60代 男性 画面が見辛いだろうし、使い辛い。にも関わらず使っているのは

鈍感か、買い換えできないくらいお金がなく貧乏くさい感じ。

271 20代 女性 現在付き合っている彼が、画面の割れたiPhoneを使っています。

最初見た時は、割れた画面がまるで銃弾を受けたかのようで、

「戦場行ってきた？」なんて笑ってました。よくそれで使える

なぁとは思いますが、本人が良ければ良いのではないかと思いま

す。今でもたまに、電車などで割れた画面のiPhoneを使っている

人を見ると、「戦場行ってきたんだな...」と思ってしまいます。

272 40代 男性 Apple公式経由での修理だと確かに割高に感じますが、街のiPhone

修理たと1万かからず、1時間程度で直してくれるので、さっさと

直せばいいのにと思います。またそうゆうサービスを知らないの

かなとも思います。
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

273 30代 女性 画面が割れている人を見ると、知り合いなら治しに行く時間がな

いのかなぁと思います。アップルストアだと、予約を取ってもあ

る程度時間が喰われるし。会社ケータイだと自腹で治しに行くの

もめんどくさいなぁと思うかも。

思うかも。知り合いじゃない場合は治すお金がないのかなぁと

思ってしまいます。

第一印象としてはあんまり良くないです。

274 20代 男性 まず指に液晶ガラスの破片が刺さらないのかな？と心配になる。

あとは修理するお金がないんだろう=貧乏なんだろうな。という印

象を持ちます。

275 60代 女性 良い印象は持ちません。私生活もだらしない人、お金の管理も、

お部屋の掃除も、身の回りの清潔もなっていない人だと思ってし

まいます。たとえ超ベッピンさんでも、高価なバックを持ってい

ても、信用できないと思ってしまいます。

276 20代 女性 修理の出し方がわからない、面倒と

感じているのだなと思い

携帯の修理もしないだなんて

だらしないなと感じます。

277 30代 女性 おおらかな性格で、画面が割れていても使えるから大丈夫と気に

しない人なんだな、という印象です。他は、倹約家なのかなとい

う印象です。

278 30代 女性 男女問わず『だらしない』というのが第一印象です。修理や買い

換えるのが高いのもあるのですが。。。いつまでも使っていると

見ていていい気持ちはしません。それと、アンダーグラウンドな

イメージがあります。割る＝割れるような事があった。みたい

に、ケンカをしたとか、揉め事が多そうな人なのかな？関わらな

い方がいいかもと思います。

279 40代 女性 学生っぽい人だと治すお金がなくてかわいそうと思います。社会

人ぽい人だと治す時間がないと思います。主婦だと忙しくて自分

のことが後回しになったんだなと思います。いずれにしてもお金

時間心の余裕がない人という印象です
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

280 30代 女性 乱暴・ガサツ・ずぼら、などあまりよい印象ではなく、ちょっと

残念な人なんだなという印象です。

281 20代 女性 なぜ画面が割れたまま使用しているのか理解ができない。使いに

くいし危ないからお金がかかっても新しいものに変えるべきだと

思う。あまりいい印象は持てない。落としやすいなら強化ガラス

とかを自分でつけるなど努力すべきだと思う。

282 40代 女性 自己管理ができなくだらしない、お金に対しても不自由してそう

な悪い印象を持ちます。

283 30代 女性 修理するお金がないのかなと思います。あとは画面が見にくくな

いのかなということや操作しづらくないのかなということも思い

ますが、やっぱりちょっとだらしない人なのかなという印象を抱

いてしまうことも多いです。

284 30代 女性 ダサい人という印象です。身の回りに対してだらしないイメージ

があります。

285 20代 女性 お金がないのか、時間がないのかはわからないがあまり良い印象

ではない。

学生ならまだわかるが、社会人が割れた画面を使っているのは良

くないと思う。

286 30代 女性 iPhoneは画面が割れやすいと聞くので、破損した時の保険に入っ

ていた方がいいと思うが、この人は入ってなかったのかな、お金

がないのかな、可哀想に思います。新しいものを交換するお金の

余裕がないのね、と思ってしまいます。

287 50代 男性 ヘビーデューティーという感じでかっこいいのではないでしょう

か。

288 30代 女性 非常に見にくかったり使いにくい状態でも買い換えないなんて、

そんなに物に執着しない人なのかな、という印象を持ちます

289 30代 男性 ヒビに指が引っ掛かってケガをしそうだし、画面が見にくいまま

使っていてストレスが溜まらないのかなと思います。自分なら割

れたら即交換等の処置をします。

290 20代 男性 どうして修理しないのだろうと思います。明らかに使いにくいと

思うし、画面も見にくいです。修理したほうが作業効率は上がる

はずなので、わざわざ使い続ける理由がよく分かりません。

291 20代 女性 気にしない人なのか、見にくくないのか、大雑把な人な印象を持

292 30代 女性 見た目も悪いし、ガラスがさらにひび割れする可能性もあるの

で、何故買い換えないのか不思議で、だらしが無い印象を持ちま
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「画面が割れたiPhoneを使っている人の印象」アンケート全回答

293 20代 女性 割れていてもタップの動作に影響が無かったり、見るサイトが特

にひび割れの影響を受けないものであれば自分も修理代が惜しく

てそのまま放置しそうだと思うので特に悪い印象はなし。

294 30代 女性 特に悪い印象は持ちません。よく割れた人を見ますし、そんなに

耐久性が良いものだとも思ってないので、だらしがないとも思い

ません。逆にワイルドだと思います。

295 30代 女性 買い替えに行く時間もない忙しい人か、めんどくさがりで欠陥を

見過ごしていられる性格の人のどちらかだという印象です。どっ

ちにしろ、仕事はできなさそうな感じを受けてしまいます。

296 30代 女性 忙しい人なのかなという印象です。割れていて使いにくいはずな

のに、修理に出す時間がとりにくいのかなと。

297 20代 女性 だらしない。身近にも居たが修理にだしなよと言っても面倒だと

いっていつまでもそのままだったから。

298 30代 男性 悪い事ではありませんが、少しだらしない印象があります。

所持品のリペアも身だしなみの一つだと思います。

299 30代 女性 携帯を投げたりする使い方が乱暴な人なのか、飲酒をして酔った

時に勢いよく落としたのかなどあまりいい印象はないかもしれな

いです。

300 20代 男性 自分自身で割れているのでなんとも言えないですが、やはり変え

た方がいいのかなと。

みっともないというのが印象です。
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