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くらしく

北海道のくらしアンケート

第120回アンケート
モニター総数
調査方法

アンケートレポート

バレンタイン

アンケート実施期間 2012年1月24日〜2月27日
438名（男性73名 女性365名）
全国のくらしく登録モニターへインターネットアンケート

●アンケートまとめ
● バレンタインプレゼントを贈ったことがあるは全体の8割以上
● 贈る相手は恋人、家族、仕事や学校の関係
● 受け取った相手は、友人や知人
● 贈るものは「チョコレート お菓子」
● 買う場所は「百貨店か量販店」
● プレゼントの購入金額は「〜2000円未満」
● バレンタインは自宅で過ごす。7割以上
アンケート項目
2012年のバレンタインに関しての、実施意向や、購入意向など意見を聞きました。
バレンタインに関しては、女性から男性へ贈るという印象がありますが、最近は、プレゼントやギフトでのく
利用傾向が強なってきているため、このレポートでは男女合わせて集計しています。
⑤ 購入先
①   バレンタインの利用状況
⑥ プレゼント1つあたりの購入金額
②   バレンタインプレゼントを贈った相手
③   バレンタインプレゼントを受け取った相手
⑦   バレンタインを過ごす場所は？
④   どんなものを贈りますか？
⑧   自由意見

■質問１ 今までバレンタインで贈りものを贈ったこと、
受け取ったことがありますか？（複数回答 n=438)
82.42%

贈ったことがある
42.47%

受け取ったことがある
受け取ったことがない

3.20%

贈ったことがない

2.51%

わからない・覚えていない

1.83%
0%

バレンタインプレゼントを贈ったことがある人は、
全体の8割以上でした。今回回答いただいたモ
ニターさんの構成は女性が83％ですから、全員
が贈ったことがあるということになります。 受け
取ったことがあると答えたかたは、42％と男性回
答者（16％）の比率を大きく超えています。性別
問わず受け取っていることが分かりました。
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■質問２ どのような関係の方に贈りましたか？
（複数回答 n=438）
63%

恋人や親密な関係

57%

夫 息子
46%

仕事や学校の関係（本人または家族）

44%

友達 知り合い

41%

父母や兄弟
2%

その他
覚えていない

0%

わからない 興味がない

0%

贈った相手に関しては、
１位 「恋人・親密な方」63％
２位 「夫 息子」57％
３位 「本人または家族の仕事や学校関係」
46％
４位 「友達 知り合い」44％
５位 「父母や兄弟」41％ となっています。
バレンタインは、意中の人に贈るイベントとして
以外に、プレゼント・ギフトとしてのイベントとして
利用されているようです。
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贈ったことがない
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■質問３ どのような立場の方から受け取りましたか？
（複数回答 n=438）
33%

友達 知り合い
仕事や学校の関係（本人または家族…
18%
恋人や親密な関係
16%
父母や兄弟
10%
妻 娘
8%
その他
1%
覚えていない
1%
わからない 興味がない
0%
受け取ったことがない
0%

㈱オミセネット http://omisenet.com/

10%

20%

受け取った相手に関しては
１位 「友達 知り合い」33％
２位 「本人または家族の仕事や学校関係」
18％
3位 「恋人や親密な関係」16％
4位 「父母や兄弟」 となっています。
1位の友達 知り合いからのバレンタインプレゼ
ントが1位になるということで、バレンタインは男
女問わず贈られていることが分かります。
51%
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■質問４ 今年のバレンタインで、プレゼントを贈るとした
ら、
どのようなものを贈りますか？（複数回答 n=438)
74%

チョコレート
お菓子・スイーツ
衣料品など身につけるもの
手作りのもの
チョコレート・スイーツ以外の食品
腕時計などアクセサリー小物
日用品
現金 商品券
旅行などのサービス品
その他

37%
10%
8%
5%
4%
2%
0%
0%
1%

バレンタインで贈りたいものとして、
1位 「チョコ」74％と全体の7割
2位 「お菓子・スイーツ」37％
3位 「衣料品など身につけるもの」
となっています。
チョコレートやお菓子類が贈り物として多いよう
です。

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
●その他の意見

・娘と一緒に手作りのチョコを夫と息子に渡す予定です。 (３０代: 女性)
・夫の両親には今、せっせと子供の今までの写真集をフォトブックで作っています。バレンタインが姑の誕生日なのでそれも兼ねて
チョコと一緒に贈ります。 (３０代: 女性)
・ 父と義理父には、チョコレートではなく、衣類などをおくっています。 (４０代: 女性) 結婚してからは主人のネクタイや、下着など
普段よりも少しいい物を贈っています。 (３０代: 女性) チョコレートとお酒をかわいくラッピングして送ろうと思います (３０代: 女性)
・手作りのチョコ菓子と入浴剤や韓国コスメのシートパック。 (３０代: 女性) 祖父達には白い恋人など。主人は、糖分を控えて和菓子が
好きなので、人工甘味料入り小豆で羊羹を作ろうかと考えてます。 (３０代: 女性)
・ダンナが、ケーキ類が苦手なので、パンとかそういったものが良いかな☆と思っています。 (３０代: 女性)
・チョコにネクタイや靴下をセットしてメッセージを添えます。 (６０代: 女性)
・夫に、ベルギーのチョコとビールを贈る予定です。 三歳の息子には、あんぱんまんのチョコをあげます。 (３０代: 女性)

■質問５ ご自身が贈るとしたら、どこで購入しますか？
（複数回答 n=438)
39%

百貨店

37%

量販店
22%

専門店
17%

手作りを贈ったので購入していない
インターネットショッピング

12%

贈らない

11%

バレンタインプレゼントの購入先としては、
1位 「百貨店」39％
2位 「量販店」37％
3位 「ショップなどの専門店」22％
となっています。

4%

わからない 興味がない
0%

形のないものなので購入していない
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■質問６ バレンタインプレゼントを贈るとしたら
一つ当たりの費用はどれくらいですか？
（単一回答 n=438)
44%

１，０００円未満
38%

１，００１円〜２，０００円未満
15%

２，００１円〜４，０００円未満
5%

４，００１円〜６，０００円未満

4%

手作りを贈った

2%

８，００１円〜１万円未満
１万円以上

1%

６，００１円〜８，０００円未満

1%
13%

わからない 贈る予定がない
0%

㈱オミセネット http://omisenet.com/

バレンタインプレゼントの金額に関して
1位 「1000円未満」44％
2位 「1001〜2000円未満」38％となっています。
バレンタインプレゼントは2000円未満で多く送ら
れているようです。
※プレゼントは1つだけではないので、複数回答
になっています。

10%

20%

30%

40%

50%

2013/1/13 3/2 ページ

http://www.kurashic.com/

くらしく

北海道のくらしアンケート

第120回アンケート
モニター総数
調査方法

アンケートレポート

バレンタイン

アンケート実施期間 2012年1月24日〜2月27日
438名（男性73名 女性365名）
全国のくらしく登録モニターへインターネットアンケート

■質問７ 今年のバレンタインはどのような場所で過ごさ
れる予定ですか？（複数回答 n=438)
76%

自宅
友人や知人の家

4%

レストランや料理店

3%

バレンタインデーを過ごされる場所は、
自宅が全体の7割条となっています。

3%

酒を飲む目的の飲食店

2%

その他

16%

特に予定はない
5%

わからない 考えていない
0%
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■質問8 自由意見
・あこがれていた年上の女性からもらった事。その後、お礼のデートもできて幸せな20年前の事でした。 （４０代:男性:）
・うちの会社はバレンタインの朝は全員がそろって、おじいちゃんも若い子もソワソワとまっています。あげるとホッとした様子がほほえましいです。 （３０
代:女性）
・ここ数年は、必ず「自分用」を買っています。おいしいものが多くて毎年選びに行くのが楽しみです（自分用を…）。 （４０代:女性）
・この頃は自分の食べたいチョコレートを購入し、旦那様にあげて一緒に食べてます。 （４０代:女性）
・バレンタイン特設会場に行くといつもはないチョコレート専門店などがあるので、あげる相手がいなくても遊びにいきます。すごく楽しいです。 （３０代:
女性）
・メッセージカードがポイントですね♪ （５０代:男性:）
・遠距離なので、いつも居ないんです。今年もプレゼントは味気ないけど郵送です。 （４０代:女性）
・会社に勤めていたころ、無理して上司にチョコをあげてました。 安いチョコだと安っぽいと思われるし、高いものをあげるのももったいないし
、本命じゃないのになんでこんなに気をつかうんだ〜と思ってました。 義理チョコは、渡すのも気を使うし、あげないのも変だし、 困ってしまうもので
す。
できれば、なくしてほしい！ （５０代:女性）
・去年の2/14何も考えないで女子会してたら、周りはカップルだらけでした… （３０代:女性）
・去年のバレンタインデーは、仕事が休みだったので「会社の人にあげなくて済む〜ラッキー！！」と思って買わずに終わったのですが、ホワイトデーに
「いつもお世話になっているので・・・」と会社男性一同よりと書かれたお菓子をもらってしまったのです。。しまった・・（３０代:女性）
・妻からお酒とネクタイを貰い、感激しました （６０代:男性:）
・就職してはじめてのバレンタイン。 バレンタインやホワイトデーが職場の人付き合いの一手段になってしまった事に気付いたときの悲しさ。
それと同時に学生の会話がとても眩しく羨ましく感じ、もう学生の時みたいなドキドキ感は味わえないのかな…って寂しくなってしまったのを今でも覚え
ています。
（３０代:男性:）

たくさんのご意見ありがとうございました。
バレンタインは、意中の人に気持ちを伝える以外に、友人や家族へ、手軽に、プレゼントやギフトをする日として利用されているようで
す。
自由意見では、恋人やパートナーとのバレンタインの思い出の意見を多くいただきました。素敵ですね♪
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