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くらしく

北海道のくらしアンケート

第193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

2014年クリスマスギフトアンケート

2014年12月4日～12月30日

325名（男性71名 女性254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
●クリスマスプレゼント贈ったことがある（86％）、受け取ったことがある（77％）
●贈った相手、受け取った相手は、１位：家族、２位：恋人、３位：友人・知人、４位：親・兄弟
●クリスマスプレゼント贈るなら玩具・ゲーム（34％）衣料品や身に着けるもの（30％）ジュエリーアクセサリー（12％）
●プレゼント購入先は、百貨店（30％）、ネットショップ（22）、専門店（20％）
●クリスマスプレゼント１品当たり価格は２５００円～５０００円（34％）
●クリスマスの食卓、ケーキ（70％）、チキン・ターキー（58％）、スパークリング（28％）、サラダ（27％）、ピザ・寿司（24％）

●印象に残るクリスマス、友人と、孫と、家族一緒でホームパーティー。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2014年のクリスマスプレゼントと、クリスマスの過ごし方についてお聞きしました。
■質問内容

①プレゼントを贈ったこと、受け取ったことがありますか？
②プレゼントどのような方に贈りましたか？
③プレゼントどのような方から受け取りましたか？
④思い出に残っているプレゼント（物品・サービス）
⑤クリスマスプレゼントを贈るとしたらどんなもの？
⑥クリスマスプレゼントを贈るとしたら、どこで購入する？

⑦贈るクリスマスプレゼント、１つ当たりの価格は？
⑧今年のクリスマスのご予定（どこで過ごす？）
⑨今年クリスマスケーキを食べますか？
⑩クリスマスの日食卓で用意する（食べる）食材やメニュー
⑪クリスマスで印象に残っている事

■質問１ 今までクリスマスでプレゼントを贈ったこと、
受け取ったことがありますか？＜複数選択 n=325＞

贈ったことがある
贈ったことがない

86%

○贈ったことがある（86％）
○受け取ったことがある（77％）

3%

受け取ったことがある
受け取ったことがない
わからない・覚えていない

今までのクリスマスで、クリスマスプレゼント
を贈った、受け取った経験があるかをお聞きし
ました。

77%
4%
6%

今までのクリスマスで、クリスマスプレゼント
を
８割以上の方が贈ったことがあり、
７割以上の方が受け取ったことがあると答えて
います。

■質問２ どのような関係の方に贈りましたか？
＜複数選択 n=325＞

家族（同居している）
恋人や親密な関係
友人・知人
親・兄弟（同居していない家族）
仕事・学校など関係の方
祖父母
親せき
孫
その他
覚えていない
贈ったことがない

64%

49%
38%
28%
9%
8%
8%
5%
3%
2%
10%

クリスマスプレゼントを贈った相手についてお
聞きしました。
１位：家族（同居している）（64％）
２位：恋人や親密な関係（49％）
３位：友人・知人（38％）
４位：親・兄弟（同居していない）（28％）
５位：仕事・学校などの関係（9％）
となりました。

■質問３ どのような関係の方から受取りましたか？
＜複数選択 n=325＞

家族（同居している）

62%

恋人や親密な関係

47%

友人・知人

37%

親・兄弟（同居していない家族）

29%

祖父母

13%

仕事・学校など関係の方

9%

親せき

8%

孫

2%

その他

2%

覚えていない

3%

受け取ったことがない
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クリスマスプレゼントを受けとった相手につい
てお聞きしました。
１位：家族（同居している）（62％）
２位：恋人や親密な関係（47％）
３位：友人・知人（37％）
４位：親・兄弟（同居していない）（29％）
５位：祖父母（13％）
となりました。

順位はほぼ、■質問２と同様になりましたが、
５位に「祖父母（13％）」が入りました。

11%
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■質問４

アンケートレポート

2014年クリスマスギフトアンケート

2014年12月4日～12月30日

325名（男性71名 女性254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

今までに贈ったり、受け取ったプレゼントで思い出に残っている品物またはサービス（一部抜粋）

【食品】
・酒 ハム 地元野菜 （７０歳以上:男性)
【イベント・旅行】
・コンサート。とても豪華で楽しかったです。 （５０代:男性)
・サプライズの温泉旅行 （３０代:女性)
・北海道旅行 （５０代:女性)
・旅行のプレゼント(長崎ハウステンボス)が思い出に残っています。 （４０代:女性)
【アクセサリー、ジュエリー】
・アクセサリーを一緒に買いに行ってプレゼントしたこと （４０代:男性:)
・イヤリング （４０代:女性) ・ペアペンダント （３０代:女性)
・ペンダント （５０代:女性)
・ピアス （３０代:女性) ・ブレスレット （４０代:男性:)
・遠距離恋愛中の彼が送ってくれた指輪。 「シンプルなものがいいと思って」と選んでくれたのはマリッジリング。
２年後に結婚し、そのまま彼がペアの片方を購入し、結婚指輪になりました。 （４０代:女性)
【ファッション】
・クロエの財布です。初めてブランド物の財布をもらい、高価な物だったのでうれしかったです。 （３０代:女性)
・すこし高価なスノーシューズを今の妻からプレゼントされたのが印象的でした。 （６０代:男性:)
・ほとんど定番で手袋やマフラー、セーターなどです。 （６０代:女性)
・寒がりやの私にぴったりの、モコモコ靴下と腹巻のセット。色もかわいくて使っていてもダサさがない！ （３０代:女性)
・ネクタイを贈って喜ばれた。 （３０代:女性)
・手作りのネクタイを贈ったことがあります。百貨店のイベントで手作りネクタイの講習会があって、プレゼントしました。 （４０代:女性)
・手編みのセーター （５０代:女性)
【フラワーギフト】
・バラの花束 （４０代:女性) ・花束 （４０代:女性)
【ケーキ】
・クリスマスケーキ （５０代:男性:) ・レストランでサプライズケーキ （３０代:女性)
【文具・生活雑貨】
・欲しかった万年筆を貰ったことです。高価で手が出せなかったし、文具マニアなのでとても嬉しかったです。（２０代:女性)
・もらったもの→おりひめという編み機。未就学児には使い方が複雑で部品も脆弱だったためもらったその日に壊してしまい
凹んだ… （３０代:女性)
・朝目覚めるとサンタさん（旦那）から枕元にプレゼント（圧力鍋）が置いてありびびった。 （３０代:女性)
【メッセージ】
・メッセージカード （４０代:女性)
・海外旅行中の友達から届いたクリスマスカードが素敵でした。 （５０代:女性)
【孫へのプレゼント】
・クリスマスプレゼントは、孫に毎年送っています。いつも期待されていますので、贈らないわけにはいきません。 （７０歳以上:男性)
・孫からの「手書きの手紙」 （６０代:男性:)
・孫にサンタの長靴を贈ってました。受け取ったときの孫の笑顔を見たいので。 （６０代:男性)
【家族へのプレゼント】
・勤めて初めてボーナスで両親にペアのガウンをプレゼントしました。 （５０代:女性)
・昨年のクリスマス。１２／７に出産したばかりで外出せず子育て引きこもり生活だったのですが、出産前にかわいいねと見ていた
ワンピースを、主人が内緒で購入してくれていてプレゼントしてくれました。嬉しかったです。（２０代:女性)
・産後のうつになりかけていたときに、 気持ちが安らぐ育児本を妹からプレゼントされたとき。 （３０代:女性)
・思いがけずに 義理の姉から セーターをもらったこと。今も着ています。 （６０代:女性)
【その他】
・タバスコ１ガロン。 （３０代:女性)
・クリスマスプレゼントとして婚姻届を受け取ったことが思い出に残っています （４０代:女性)
・会社の年上の同僚男性で、クリスマスイブの２４日、現場から事務所に戻ってきた帰りに近くのケーキ屋さんでケーキを３つほど
女性社員３人に一人ずつ箱入りで買ってきてくれたことです。太っ腹でかっこいいなと感激しちゃいました。 （３０代:女性)
・現金。正直一番ありがたいです。 （３０代:男性:)
・職場の忘年会では毎年、クリスマスのプレゼント交換があります。 今年は滋養強壮ドリンクをもらいました… （２０代:女性)
・年末ジャンボ宝くじを贈りました （３０代:女性)
・宝探しゲームのようにしながらプレゼントをもらったのが思い出深いです。 （３０代:女性)
・毎年陣所のママ友とプレゼント交換をしてます。去年は腰痛予防クッションが当たりました・・・。結構使えます。 （５０代:女性)
・PC教室の月謝。 （４０代:女性)

クリスマスプレゼントで記憶に残っている物では、アクセサリー、衣料品などファッション関連のプレゼントが多くありま
した。
メッセージカードや手紙が思い出に残っているという意見もありました。
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2015/1/28 7/2 ページ

http://www.kurashic.com/

くらしく

北海道のくらしアンケート

第193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

2014年クリスマスギフトアンケート

2014年12月4日～12月30日

325名（男性71名 女性254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５ 今年のクリスマスで、プレゼントを贈るとしたらどのようなものを
お考えですか？＜複数選択 n=325＞
玩具・ゲーム
衣料品など身につけるもの
ジュエリー・アクセサリー
現金・商品券
日用品
花などの植物
手作りのもの
家電製品
旅行などのサービス品
ＡＶ用品
パソコン・スマートフォンなど情報家電
その他
贈らない

34%
30%
12%

7%
6%
6%
5%
4%
2%
1%
1%
9%
28%

クリスマスに贈るとしたら何を贈るかをお聞きしました。
１位：玩具・ゲーム（34％）
２位：衣料品や身に着けるもの（30％）
３位：ジュエリーアクセサリー（12％）
４位：現金・商品券（7％）
５位：日用品・花など植物（6％） となりました。
質問２と３で贈る相手は「家族」が１番多かったため、おもちゃや衣料が多くなったと思われます。
■質問６ クリスマスプレゼントを贈るとしたら、どこで購入しますか？
＜複数選択 n=325＞
百貨店

30%

インターネットのショッピングサイト

26%

ショッピングセンター

22%

専門店（バッグ・衣料・アクセサリー・スイーツなど）

20%

スーパーマーケット・食品スーパー

15%

ホームセンター、家電量販店

9%

ギフトショップ

7%

ディスカウントストア
通販や郵便局などのギフトカタログ

4%
1%

上記以外のお店
手づくり・形がないので購入しない

4%
3%

贈らない

24%

クリスマスプレゼントの購入先をお聞きしました。
１位：百貨店（30％）
２位：インターネットショップ（26％）
４位：専門店（20％）
５位：スーパー（15％）となりました。

３位：ショッピングセンター（22％）

■質問７ クリスマスプレゼントを贈るとしたら１つ当たりの価格はどれくらいですか？
＜複数選択 n=325＞

34%

23%

21%
16%
10%
5%

3%

2%

2%

2%

2%

3%

クリスマスプレゼントの費用をお聞きしました。＜複数選択３つまで回答可能＞
１位：２５００円～５０００円未満（34％）
２位：５０００円～７５００円未満（21％）
３位：２５００円未満（16％）でした。 贈らない（23％）でした。

㈱オミセネット http://omisenet.com/
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■質問８ 今年のクリスマスのご予定はありますか？＜複数選択 ｎ=325＞
自宅で過ごす

58%

友人・知人とクリスマスパーティー

7%

ホテルやレストランで食事

6%

ショッピング

5%

会社や学校の同僚と飲み会・パーティー

3%

クリスマスのイベントに参加

3%

コンサートやライブ・観劇

1%

その他

3%

わからない・考えていない

12%

予定はない

18%

今年のクリスマスのご予定をお聞きしました。
１位：自宅で過ごす（58％）
２位：友人・知人とクリスマスパーティー（7％）
３位：ホテル・レストランで食事（3％）でした。 ５割以上が自宅で過ごすと答えています。

■質問９ 今年のクリスマスで、クリスマスケーキを
食べますか？＜単一選択 n=325＞

食べない:
12%

クリスマスに、クリスマスケーキを食べるかを
お聞きしました。

○食べる（70％）
○食べない（12％）
○わからない（18％）
わからない:
18%
食べる
70%

㈱オミセネット http://omisenet.com/

７割の方が、クリスマスでクリスマスケーキを食べ
ると答えています。
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■質問１０ クリスマスの日、食卓で用意する（食べる）食材やメニューは何ですか？
＜複数選択 n=325＞
チキン、ターキー

58%

ワイン、スパークリングワイン等、酒類全般

28%

サラダ、ポテトサラダ、バーニャカウダなど野菜サラダ

27%

ピザ、パスタ

24%

お寿司、手巻き寿司

24%

デザート、フルーツ

21%

ジュース、シャンメリー

21%

オードブル（唐揚げ、ポテト、ハム等セットメニュー）

17%

お菓子、（ケーキ以外の）スイーツ

16%

シチュー、ポトフ、お鍋、などホットメニュー

14%

ローストビーフ、ミートローフ

14%

アイスクリーム
その他
クリスマスのために用意しない

7%
2%
18%

クリスマスの食卓で用意する。食べるメニューをお聞きしました。
１位：チキン・ターキー（58％）
２位：ワイン・スパークリンク等酒類（28％）
３位：サラダ類（27％）
４位：ピザ・パスタ お寿司・手巻き寿司（24％） でした。

■質問１１

今年のクリスマスの予定や、今までのクリスマスで印象に残っている過ごし方（自由回答）

【イベント】
・ＴＤＬ （４０代:男性:)
・クリスマスイベントで食べた手作りケーキが美味しかったです。 （３０代:女性)
・ここ数年、ベース（アメリカ軍基地）内のクリスマスパーティーに参加しています。 アメリカ気分を味わっています。 （４０代:女性)
・ビュッフェで食事、映画を観た。 （３０代:女性)
・ホームパーティのあと、無計画でアミューズメントパークへ出かけたこと （４０代:女性)
・京都旅行 （４０代:女性)
・今年は23日にクリスマスをします。昼間、外食とお買い物をして、夜は自宅でゆっくり楽しみます。 （４０代:女性)
・東京のミレナリオを数年前に見に行きました。人が多かったけれど、テレビで見るよりすごく綺麗で印象に残っています。
（３０代:女性)
【家族と一緒に】
・ケンタッキーを家族で食べました♪ （２０代:女性)
・昨年の出産後すぐのクリスマスは、授乳中でおっぱいが張っちゃうのでケーキも、チキンも、ピザも我慢しました（泣）もちろん
お酒も我慢です。でも息子の顔を主人と眺めて幸せでした。 （２０代:女性)
・子供・孫が集まってくる予定です。ケーキ他唐揚げ・カレー・シチュー・サラダ・果物等用意する予定です。 （６０代:男性)
・今年は子供たちとおじいちゃんの家でパーティー （４０代:男性:)
・自宅で家族揃って過ごすクリスマスが好きです。最初は夫婦だけ、長男が生まれて３人のクリスマス、次男が生まれて４人の
クリスマス・・・。毎年子供たちが成長していく姿を記念に写真に残しています。 （３０代:女性)
・赤ちゃんが出来て始めて3人でクリスマスを迎えられたこと。 （５０代:女性)
・孫とﾊﾟｰﾃｰ をしたこと （６０代:女性)
・毎年家族と一緒に家で過ごすことが多いです。 （４０代:男性:)

【レストラン・飲食店】
・お店でのクリスマスディナーで、コース料理だったのですが、出すのに凄い時間がかかってて、最後のデザートを食べている時に
「もう閉店時間ですので…」と食べるのを急かされてびっくりしました。 （３０代:男性)
・去年、有名レストランで、友人とクリスマスディナーを食べたこと （５０代:男性)
・結婚した年に、主人と二人でイタリア料理を食べに行ったこと。帰りに大通り公園のイルミネーションを見たこと。 （４０代:女性)
・今年は、ホテルに全員が集まって、お祝いをしたいと思っています。 （７０歳以上:男性)

㈱オミセネット http://omisenet.com/
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■質問１１つづき

アンケートレポート

2014年クリスマスギフトアンケート

2014年12月4日～12月30日

325名（男性71名 女性254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

今年のクリスマスの予定や、今までのクリスマスで印象に残っている過ごし方（自由回答）

【プレゼント】
・家族で手作りのケーキとプレゼントの交換 （６０代:男性)
・クリスマスに約束できていなかった彼氏が（今の旦那）プレゼントを持ってきてくれたこと （３０代:女性)
・今年は３歳半と１歳半の子ども達に、クリスマスサプライズをする予定です。25日の朝はサンタクロースからのプレゼントと、
部屋いっぱいのバルーンで迎えます！ （２０代:女性)
・孫からのプレゼント。孫に勝るモノはない。 （６０代:男性)
【クリスマスケーキ】
・ケーキは親子で作ります （３０代:女性)
・だいたい毎年ケーキを1ホール独り占めするのが至福！ （３０代:女性)
・甘い物を食べない我が家には縁のないクリスマスケーキ。しかし今年は、CMでやっていたクリスマスケーキがフルーツ
たっぷりでおいしそう。そして家族が唯一食べられるケーキはフルーツの載ったケーキ。これは予約するしかありません。
１１月中に予約を済ませました。クリスマスケーキを買うなんて１０数年ぶりです。 （４０代:女性)
・去年はまだ一歳だった娘の為に手作りケーキでしたが、今年は思いきってケーキ屋さんでホール買いしちゃいました。
（３０代:女性)
・今年は自宅で過ごします。 柳月のケーキが楽しみです。 （３０代:女性)
【ホームパーティー】
・とにかく、子供たちがチキンレッグを楽しみにしているので、それだけは絶対用意する予定。 （３０代:女性)
・何時もはホテルだが今年は自宅でやります 料理は フォアグラのソテーを中心にオードブルやチキンを味わいたいです
（５０代:女性)
・家族そろってホームパーティーする予定です （４０代:女性)
・家族水入らずでゆっくりと美味しいワインと手作りピザとケーキを食べて過ごす予定。 数年前のクリスマスにホールのケーキが
３個も重なり、嬉しいやら困ったやらで、ケーキを思いっきり食べました！もっと味わってゆっくり食べたかったような…。
（５０代:女性)
・今年は家に友達を呼んでクリスマスパーティーの予定です。 （５０代:女性)
・子供たちと一緒にピザやケーキ、てまり寿司などを作って食べたクリスマス。美味しかったし楽しかったし暖かかった～
（４０代:女性)
・自宅で家族揃って過ごすクリスマスが好きです。最初は夫婦だけ、長男が生まれて３人のクリスマス、次男が生まれて
４人のクリスマス・・・。毎年子供たちが成長していく姿を記念に写真に残しています。 （３０代:女性)
・大学に行って自宅にいないですが、いたときは、ちらしずし、ケーキ、サラダ，海老フライ、など手作りで、作っていた。
（５０代:女性)
・毎年、自宅で手作りクリスマスパーティーです(^○^) （３０代:女性)
【クリスマスパーティー】
・近所の友達とお菓子や食べ物を持ち寄って、パーティーをしていました。 （１９歳以下女性)
・ママ友たちとクリスマスパーティーをします。 （４０代:女性)
・毎年、ツリーにお菓子をぶら下げ、クリスマスを迎えるまで、毎日、１個づつ 食べます。 （５０代:女性)
・毎年、姉家族と一緒にクリスマス会をやります。子供たちも楽しいし、親もいつもよりいいお酒のんだりして楽しみます
（４０代:女性)
・友人と料理を持ち寄り、一人暮らしの子の家でパーティーをやったことです。一人で寂しいということで、5人の友人が集まり、
ちょっとリッチな物も用意したり、プレゼント交換をしたりして楽しみました。今年の25日は家族で過ごしますが、大学の
友人とは忘年会も兼ねてイブにどこかに食べに行く予定です。 （２０代:女性)
・友人のおうちに集まってパーティーをした時が楽しかったです。 （２０代:女性)
・幼稚園のお友達とパーティ （３０代:女性)

【クリスマスデコレーション】
・デコレーションがもらいものを合わせて ３個集まったことがあり テーブルの上が 大変賑やかでした （６０代:女性)
・ファイバーツリーを手作りしたこと （３０代:女性)
・今年は子供が1歳半になったのでクリスマスツリーを購入し用意する予定です。どのような反応をするかとても楽しみです。
（３０代:女性)
【その他】
・今年は子供がサンタさんは居ないと言う事を解り ショックを受けるのかと思いきや、 「サンタさん居ないみたいだからパパに
直接欲しい物交渉が出来る」 と・・・親にとっては嬉しくない成長を遂げてくれたことが印象的＾＾； （４０代:女性)
・仕事です。しかも夜勤。普通に仕事です。 （５０代:女性)
・子供が幼少の頃、サンタクロースに手紙を渡すと言って、なかなか眠りにつかず困った （４０代:女性)
・子供の習いごとのクリスマス会の、送迎です。 （４０代:女性)
・年々、さらっとした感じになっています。 （３０代:女性)
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アンケートレポート

2014年クリスマスギフトアンケート

2014年12月4日～12月30日

325名（男性71名 女性254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

たくさんのご意見ありがとうございました。
クリスマスプレゼントに関しては、家族に向けて、玩具やゲーム、ファッション、アクセサリー等、費用は２５００円～５
０００円くらいでプレゼントを贈ることが多いようです。
クリスマスは自宅で過ごすという意見が６割近くあり、食卓にチキン、スパークリングワイン、ピザや手巻き寿司を用意し
て家族そろって食べる風景がアンケートからうかがえます。
質問１１で、クリスマスの思い出に関して自由に意見を書いていただいた際に、「家族一緒にホームパーティー」「友人の
家やママ友の家でパーティー」など、クリスマスイベントやプレゼントに関してよりも多く意見がありました。また、おじ
いちゃんと、孫と過ごすクリスマスに関しての意見もありました。

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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