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くらしく

北海道のくらしアンケート

第149回アンケート
アンケート実施期間
モニター総数
調査方法

アンケートレポート
バレンタインデー

2013年1月27日～2月28日

399名（男性80名 女性319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
●プレゼントを贈ったことがある79％ 受け取ったことがある43％
●贈った相手は「恋人：59％」「夫・息子：57％」「会社や学校関係（家族含む）：42％」(複数選択）
●受け取った相手は「友たち・知り合い：36％」「会社や学校関係（家族含む）：18％」「恋人：18％」(複数選択）
●バレンタインで贈る物は「チョコレート：70％」(複数選択）
●購入先は「スーパー41％」「百貨店：38％」(複数選択）
●バレンタインプレゼントの価格は「１０００円未満：39％」「１０００～２０００円未：30％」(複数選択）
アンケート項目
登録モニターの皆さんに、バレンタインプレゼントについてアンケートを行いました。

①今までバレンタインで贈りものを 贈ったことがありますか？
②どのような関係の方に贈りましたか？
③どのような関係の方から受け取りましたか？
④プレゼントを贈るとしたら どんなものを 贈りますか？

⑤どこで購入しますか？
⑥プレゼントを贈るとしたら費用はどれくらいですか
⑦贈る際にしたいこと、受け取る際にされたいことは？
⑧今までのバレンタインで思い出に残っていること

■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=399）
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贈ったことがある

今までのバレンタインで贈り物を贈った
ことがあると答えた方は全体の79％
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贈ったことがない

受け取ったことがあると答えた方は
43％でした。
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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=399）
恋人や親密な関係

59%

夫 息子

57%
42%

仕事や学校の関係（本人または家族…
友達 知り合い

39%

父母や兄弟

37%

その他

2%

わからない 興味がない

2%

１位から３位までの質問では、
全体の５割以上の方が答えています。

17%

贈ったことがない
0%
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＜贈った＞
１位：恋人（59％）
２位：夫・息子（57％）
３位：会社や学校の関係（42％）
４位：友達や知り合い（39％）
となりました。

50%

100%
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■質問３ どのような関係の方から受け取りました
か？（複数回答 n=399)
友達 知り合い

36%

仕事や学校の関係（本人または家族
の）

18%

恋人や親密な関係

18%

父母や兄弟

12%

妻 娘

11%

その他

＜受け取った＞
１位：友たち、知り合い（36％）
２位：会社や学校の関係（18％）
2位：恋人（18％）
3位：父母や兄弟（12％）
となりました。
くらしくのモニターさんは女性が多いた
め受け取ったことが無いという返事が
48％あります。
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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？（複数選択 n=399）

チョコレート

70%

お菓子・スイーツ

31%

衣料品など身につけるもの

9%

上記以外の食品

6%

手作りのもの

5%

腕時計などアクセサリー小物

5%

日用品・電化製品

2%

その他

2%

現金・商品券

1%

旅行などのサービス品
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贈る予定がない・贈らない
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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？（自由回答）

・毎年主人に手作りお菓子をプレゼントしています。今年は息子も色々食べれるようになったので二人にチョコケーキを焼こうと
思っています。（２０代:女性）
・娘とチョコレートを作り、一人でチョコレートパンを焼くつもり 旦那に最近あげてなかったブランド物のネクタイを贈るつもりです。
（３０代:女性）
・ご飯をおごります(^-^)/（２０代:女性）
・主人からリクエストされるごはんを取り入れたコース料理を作ります。たいていはビーフシチューなどのようなものすごく手の
込んだごはんを要求されます。それに加えて、おいしいチョコレートを厳選して購入しています。
去年はダスカリデスのトリュフセットを贈りました。（２０代:女性）
・主人は甘い物が苦手なので、毎年お菓子以外の物を贈ります。 今年は趣味の釣りのルアーをプレゼントします。（３０代:女性）
・電気髭剃り器…今あるものが古くなってきているので（３０代:女性）
・南アフリカ産イセエビ， 2011年2月までに生産製造瓶詰め完了した焼酎。（４０代:女性）
・夫には靴。 ほしがってたリーガルの靴を買う予定。 子供には大きな大きな手作りのハート形のチョコを贈ります＾＾（３０代:女性）
・夫へ子供と一緒に手作りのチョコを贈ると思います。（４０代:女性）
・父・義理父には、毎年靴下。夫などは、今年はアップルパイを作る。（４０代:女性）

今年のバレンタインで贈るとしたら何を贈りますかと言う質問で、多かった答えは、
１位：チョコレート（70％）
２位：お菓子・スイーツ（31％） ３位：衣料品など身に着けるもの（9％）
となっています。チョコレートが全体の７割という結果でした。
甘い物やチョコレートが苦手という人は、チョコレート以外のモノを贈っているようです。
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■質問５ ご自身が贈るとしたら、どこで購入しますか？
（複数選択 n=399）
スーパーマーケット

41%

百貨店

38%

手作りを贈る

19%

専門店（家電・ホームセンター・衣料専門店等も含みます）

14%

インターネットショッピング

11%

コンビニ

4%

カタログギフト・通信販売

2%

その他

2%

形のないものなので購入していない

1%

わからない 興味がない

3%

贈らない

16%
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バレンタインのプレゼントの購入先についてお聞きしました。
１位：スーパーマーケット（41％）
２位：百貨店（38％）
３位：手作りを贈る（19％）
となっています。インターネットでの購入は５位（11％）でした。手作りが３位に入っています。

■質問６ バレンタインプレゼントを贈るとしたら費用はどれくらいですか？
（複数選択 n=399）
45%
40%

39%

35%

30%

30%
25%
20%
15%
10%
5%

19%
12%
7%
1%

3%

1%

4%

0%

バレンタインのプレゼントの価格に関してについてお聞きしました。
１位：１０００円未満（39％）
２位：１０００～２０００円未満（30％）
３位：２０００円～４０００円未満（12％）
となっています。
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■質問７ プレゼントを贈る際にしたいこと、受け取る際にされるとうれしいこ
とはどれですか？（複数選択 n-399）
直接会って渡すこと

72%

贈りものに手書きのメッセージカードを入れること

30%

当日に集まって食事会やパーティを行うこと

6%

その他

2%

特に何もしない
わからない

8%

贈らない

14%
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プレゼントを贈る際にしたいこと、されると嬉しいことをお聞きしました。
１位：直接会って渡す（72％）
２位：手書きのメッセージカードを入れる（30％）
が上位でした。７割以上の方が、バレンタインプレゼントは直接会って渡したい。受け取ると嬉しいといっています。
■質問８

今までのバレンタインで思い出に残っていること（自由回答

一部抜粋）

【義理チョコや友人へ】
・“義理です”とハッキリ言いながら、チョコレートを渡され、がっかりしたことがあります。 （４０代:男性)
・バブルの時代は義理チョコを２０個位配ったのを覚えている。今では義理チョコと言う言葉もほとんど聞かれないのでは。 （５０代:女性)
・会社での義理チョコ渡しが大変だった。 （４０代:女性)
・会社などで義理チョコを贈る風習は徐々になくしていきましたが、以前は面倒に思っていました。 （４０代:女性)
・職場の上司にバレンタインの時だけに御世話になっている感謝の気持ちをこめて贈りたいと考えています 子供には 男の子なので
毎年プレゼントしています （４０代:女性)
・働いてる時頑張って職場の男性全員に一つづつチョコレートをあげたのに、お返しが全員まとめて全く趣味にあわない折りたたみ
傘をもらった。 （４０代:女性)
・毎年、好きな友人に贈っていたが、送るのや手紙を同封したりするのが大変になり、今年からお休みすることにしました。 （３０代:女性)
・大学時代，同じゼミの女友達で近所のスーパーに行き，同期の男子たちに上げるチョコを買ったこと． （２０代:女性)
・贈る相手によりメッセージを書くのが大変だった。文章を書くのが苦手なので時間がかかった。 （６０代:女性)
【チョコレート】
・４２歳の主人の希望はあま～いチョコケーキ。１２歳の息子の希望はビターで甘くないチョコ。。。今年は２種類作ります。 （３０代:女性)
・今の彼氏との初めてのバレンタインなので、手作りチョコを渡してはりきりたいと思う （２０代:女性)
・中学校のときに22個もらったこと （３０代:女性)
・毎年、何かに憑かれたように（苦笑）サロンデュショコラで買い物してきたけど、去年からぶっつり何かが切れて高いチョコは
買わなくなった。 １個２００円以上もするチョコって何？って感じ。 （５０代:女性)
【家族】
・5歳の息子へはじめてバレンタインチョコをあげました。カプリコミニアソートに、冷たくないアイスおいしいーと喜んでくれました。
何も言わなくても、妹にもわけてあげる姿に嬉しく思いました。 （３０代:女性)
・おととし、子供がお友達に手作りしたいというので、一緒に作りました。 チョコを熱しすぎたせいか、油分が分離してしまい、失敗～！
と焦りました。が、何とか冷やし固めてそれなりに出来て安心しました。以来、チョコを溶かすのは注意が必要と学びました。
（４０代:女性)
・お父さんに渡したらお返しをくれた。 （２０代:女性)
・バレンタインに妹の息子5歳にチョコを渡したら、どうやら気に入らなかったようで、いらない。と言われてしまいました。子供って好みの物
じゃないと貰わないなんて素直な性格だなぁと関心。そのあと、一緒にデパートに行き、好きなチョコを買ってあげました。 （３０代:女性)
・今年は自宅で、娘たちとチョコレートパーティをする予定です。 （３０代:女性)
・今年のバレンタインは始めて娘(4歳)とパパに手作りしました。 これから毎年の行事として楽しみのひとつとなりました。 （３０代:女性)
・昨年5歳と3歳の孫が、小さな包みをくれました。自分たちのおやつからおばあちゃんにとチョコを分けてくれたのです。とてもうれしかったで
す。 （６０代:女性)
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第149回アンケート
アンケート実施期間
■質問８

アンケートレポート
バレンタインデー

2013年1月27日～2月28日

モニター総数 399名（男性80名 女性319名）
調査方法
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
今までのバレンタインで思い出に残っていること 続き（自由回答 一部抜粋）

【家族】のつづき
・息子に本命の彼女ができるまでは、母の義務で送ってやります！ （５０代:女性)
・夫がシュークリーム好きなので、毎年たくさん焼いていました。オーブンを買い換えてから焼かなくなりました。 （４０代:女性)
・毎年、両方のおじいちゃんに、孫の手作りチョコを送っています。 （３０代:女性)
【チョコレート以外の贈り物】
・つきあってた人とご飯を一緒に食べにいき二人で楽しめました(^-^)/ （２０代:女性)
・妻が好きなイタリアンをご馳走してあげたいです。 （２０代:男性:)
・若いころ、手編みのマフラーなどをチョコと一緒に贈りました。 2ヶ月前のクリスマスにも手編みのものを贈っていたので、編むのが時
間が足りなく大変でした。 （４０代:女性)
・初めて出来た彼氏に手作りのミートパイを送った。 甘いものが嫌いだと勘違いしてしったので…。 （４０代:女性)
【自分への贈り物】
・自分へのチョコ選びが楽しみです （３０代:女性)
・数年前から自分用にチョコレートを買うようになりました。 普段は手に入らないようなチョコレートや、近くにないショップが百貨店に出
店してくれるので色々買うのがとても楽しみです。 （４０代:女性)
・毎年、自分用にも買って食べるのが 楽しみの１つになっています。 （４０代:男性）
【手づくり】
・友達と一緒に贈る為のマドレーヌを前の日からいっぱい作った。贈るのも好きだけど、作る過程も楽しくて好き。 （３０代:女性)
・独身の頃は本命にはいつも手作りチョコレートケーキを渡していました。 （３０代:女性)
・手造りのお菓子を貰ったことが一番嬉しかったです。 （６０代:男性)
・手作りしたものがおいしいと言ってもらえたこと。 （４０代:女性)
・娘がバレンタインデーに友人のためのお菓子を作っていたのですが、うまくできず、結局私が作る羽目になりました。
後日私が作ったことがばれてしまい、娘の友人にお礼のお菓子をいただきました。 （５０代:男性)

たくさんのご意見ありがとうございました。いただいた意見の一部です。
自由意見を読んでいて、バレンタインプレゼントにはいくつかの利用の仕方があることがわかりました。

「義理チョコ」に関しては、毎年アンケートを行っているのですが、ここ数年、会社での慣例や余計な出費などの義理チョ
コに対してのネガティブな意見が少なくなっています。「友チョコ」や女性同士でのお祝いなど、バレンタイン利用の仕方
が「恋人や親密な人とのイベント」から変わってきていることがあるのかもしれません。
「自分あてのチョコ」の意見も多くありました。女性だけでなく、男性もバレンタイン限定のチョコを自分用に購入してい
るようです。
「手づくりのチョコレート」に関しては、男性からの意見もありました。高級感のあるチョコレートや、期間限定のチョコ
が多く販売される中、手づくりのチョコレートの方がいいという意見や、手づくりのチョコレートを作るのが楽しいという
意見も多くありました。

調査集計：株式会社オミセネット url:http://omisenet.com mail : info@omisenettcom
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