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北海道のくらしアンケート

くらしく

第203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

2015年父の日のギフトアンケート

2015年5月25日～6月30日

279名（男性60名 女性219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
●今年の父の日に贈り物をする（45％）、受け取る予定がある（3％）、今まで父の日に贈り物をした（72％）
●父の日のプレゼント、贈った相手は「実の父（62％）」「義理の父（36％）」「祖父（２％）」「配偶者（2％）」
●父の日のプレゼントの渡し方、受け取り方、「直接会って（59％）」「宅急便で（20％）」「郵便で（15％）」
●ギフト、贈るとしたら「お酒や食品（49％）」「衣料・アクセ（32％）」「産直ギフト（13％）」「日用品11％）」
●受取るとしたら「お酒や食品（33％）」「産直ギフト（21％）」「衣料・アクセ（14％）」「商品券・現金（13％）」
●父の日ギフト、購入先は「百貨店（39％）」「食品・総合スーパー（33％）」。費用は「５０００円未満（46％）」
●贈り物をしてもうれしいのかどうかわからない、何を上げればいいかわからない。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2015年の父の日ギフトに関してのアンケートをお願いしました。
2015年の父の日は6月21日（日曜日）でした。
■質問内容

①今年の父の日に贈り物をしますか？受け取りますか？
②いままでの父の日に贈り物をしたこと、受け取ったことは？
③プレゼントを贈った相手は、どのような立場の方ですか
④プレゼントは、どのような方法で送り、受け取りましたか？
⑤父の日に「贈る」としたらどんなもの？

⑥父の日に「受け取る」としたらどんなもの？
⑦父の日ギフト、購入先は？
⑧購入する費用は？
⑨贈る際にすること、してもらうと嬉しいこと
⑩今までの父の日で行った事や、してもらった事

■質問１ 今年の父の日に何か贈り物をしま
すか？または、受け取りますか？
＜複数選択 n=279＞
贈った・贈る

2015年の
父の日の利用状況についてお伺いしています。
45%

贈らない・贈る相手がいない

41%

受け取った・受け取る予定

3%

受け取らない

9%

わからない

9%

受け取ったことがある

受け取っていない

覚えていな・わからない
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2015年に限らず、今までの父の日での
贈り物に関してお聞きしました。
72%

17%

贈っていない

今年母の日で贈り物を受け取った、受け取る予定と
答えた方は、
全体の3％
となっています。
※回答者の男女比は女性3.6：男性1のため、受け取る
側（男性）の割合が低くなります。

■質問２ 今までの父の日にプレゼントを贈
りましたか、または、受け取りましたか？
＜複数選択 n=279＞
贈ったことがある

今年、父の日で贈り物を贈ったと答えた方は
全体の45％

贈ったことがある
全体72％
受け取ったことがある
全体の4％

4%

8%

となっています。
※回答者の男女比は女性3.6：男性1のため、受け取る
側（男性）の割合が低くなります。

7%
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■質問３ 父の日のプレゼントを贈る相手
は、どのような立場の方ですか？
＜複数選択 n=179＞
実の父

62%

義理の父

36%

祖父(配偶者の祖父も含む）

2%

知人・友人の親しい年長の男性に

2%

配偶者

2%

叔父

1%

その他

3%

覚えていない・わからない

3%

贈らない

父の日のプレゼントを贈った相手について
お聞きしました。
１位：実家の父親（62％）
２位：義理の母父（36％）
３位：祖父・友人知人・配偶者（夫）（2％）
となりました。
実家の父親が６割を超えて多くなっています。
夫へのプレゼントは2％でした。

27%

■質問４ 父の日のプレゼントは、どのような方法で送りましたか、
または、受け取りましたか？＜複数選択 n=279＞
直接会って渡した 受け取った
宅配便で届けた 受け取った
郵便で贈った 受け取った
母の日のギフトと一緒に贈った 受け取った
一緒に買物に行って、プレゼントを買ってあげた。
ゴールデンウィークの帰省の際に贈った、受け取った
知人・友人に届けてもらった 受け取った
その他
覚えていない わからない
贈っていない 受け取っていない

59%
20%
15%
4%
4%
1%
1%
1%
6%
21%

父の日のギフトの渡し方、受け取り方に関して、お聞きしました。
１位：直接会って（59％） ２位：宅急便で（20％） ３位：郵便で（15％）
４位：母の日のギフトと一緒に贈った（4％） 同４位：一緒に買った（4％）でした。
「直接会って」が約約6割と多く、４位に「母の日のギフトと一緒に贈った」（10％）が入っています。

■質問５ 父の日にギフトを「贈る」としたら、
どのようなものを贈りたいと思いますか？＜複数選択 n=279＞
お酒や食品

49%

衣料品やアクセサリー

32%

産直ギフト

13%

日用品 生活用品

11%

健康器具

8%

形のないもの（一緒に外出や食事）

7%

旅行などの招待

6%

商品券やギフト券・現金
フラワーギフト
手作りのもの
家電製品
携帯電話 パソコンなど通信機器
その他
贈らない

5%
3%
3%
2%
1%
2%
24%

父の日のギフトで何を「贈る」としたら、何がいいかをお聞きしました。
１位：お酒や食品（49％）
２位：衣料品・アクセサリー（32％）
３位：産直ギフト（13％）
４位：日用品、生活用品（11％）
５位：健康器具（8％） 同５位：形のないもの（食事や外出）（7％）
と、なりました。お酒や食品が１位となっています。
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■質問６ 父の日にギフトを「受け取る」としたら、
どのようなものがほしいですか？＜複数選択 n=279＞
33%

お酒や食品
21%

産直ギフト
14%

衣料品やアクセサリー

13%

商品券やギフト券・現金

12%

旅行などの招待
8%

形のないもの（一緒に外出や食事）

7%

日用品 生活用品
5%

家電製品

5%

健康器具
フラワーギフト
手作りのもの
その他

4%
3%
2%
38%

受け取らない

父の日のギフトで何を「受け取る」としたら、何がいいかをお聞きしました。
１位：お酒や食品（33％）
２位：産直ギフト（21％）
３位：衣料品・アクセサリー（14％）
４位：商品券やギフト券・現金（13％）
５位：旅行などの招待（12％）
と、なりました。「お酒や食品」が１位となっています。
贈る側と受け取る側の立場で大きな変化は見られません。４位に商品券やギフト券・現金（13％）が入っています。

■質問７ 父の日のギフトを贈るとしたら、どこで購入しますか？
＜複数選択 n=279＞
百貨店

39%

食品スーパー・総合スーパー等

33%

インターネットショッピングサイト

23%

専門店(食品・スイーツ等）

14%

専門店(ファッション・アクセサリー等）

12%

専門店(生活雑貨・趣味など）

8%

家電量販店・ホームセンター・ディスカウント・ドラッグ等
手作りや現金、形がないもの等を贈った

8%
4%

カタログギフト・ゆうパックや宅配業のギフトパック

3%

ギフトショップ

3%

その他

1%

コンビニ

1%

専門店(生活雑貨・家電など）

0%

わからない
贈らない

6%
19%

父の日のギフトを贈るとしたら、どこで購入するかをお聞きしました。
１位：百貨店（39％）
２位：食品スーパー・総合スーパー（33％）
３位：インターネットショップ（23％）
4位：専門店（食品・スイーツ）（14％） ５位：専門店（ファッション・アクセサリー）（12％）
となりました。
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■質問８ 父の日のギフトを贈るとしたら、
費用はどれくらいのものを贈りますか？
＜単一選択 n=279＞
46%

23%

20%

5%

2%

0%

0%

0%

0%

3%

1%

母の日のギフト１個あたりの価格をお聞きしました。
１位：５０００円以下（46％） ２位：５０００円～１万円未満（23％）
３位：１万円～１万５円未満（5％）
でした。
5割以上の方が、父の日のギフトの価格は5000円未満と考えているようです。

■質問９ 父の日のプレゼントと一緒に、贈る際にしたいと思うこと、受け取る際に
されるとうれしいと感じることは何ですか？＜複数選択 n=279＞
贈りものに手書きのメッセージカードを入れる

27%

着いたその日に電話をしたり、顔を合わせる

23%

贈る当日に集まってお祝いをする

20%

贈る当日に、一緒に外出や外食に行く

18%

家族そろって記念写真を撮る
その他
わからない
贈らない

9%
2%
12%
23%

プレゼントと一緒に、贈る際にしたいと思うこと、受け取る際にされるとうれしいと感じることをお聞きしました。
１位：贈り物にメッセージカードを入れる（27％）
２位：着いたその日に電話をしたり顔を合わせる（23％）
３位：お祝いをする（20％） ４位：一緒に外出や外食に行く（18％） となりました。
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今までの父の日で行った事や、してもらった事で思い出に残っていること（自由回答）

【家族でお祝い】
・家族が集まり、食事を取る 原点です （７０歳以上:男性:)
・東京にいる次男から毎年、プレゼントが届くのを楽しみにしています。また、 妻と娘の料理もとてもおいしいです。
父親、冥利につきます。 （６０代:男性:)
・家族で集まってパーティーをした （４０代:女性)
・季節も暖かくなるので、実家の庭でバーベキューなどをしています （３０代:女性)
・息子達が小さい頃、義父に息子達の歌をカセットテープに吹き込んでカードと一緒に送りました。とても喜んでくれました。
（６０代:女性)
・父の日に家族や親が集まりお食事会をしました。 （４０代:男性:)
・娘達が小学校～社会人前までは夕食を作って手作りの父の日、社会人になってからはレストランに招待された。
結婚した今も年１回の上京時に孫達を含め食事会をすること。 （６０代:男性:)
【家族で外出・外食】
・家族旅行に連れて行きました。 （５０代:女性)
・結婚前の最後の父の日に最初で最後の親子二人だけで食事に行った事。 （４０代:女性)
【子どもからのプレゼント】
・15年前に幼稚園のときの娘からもらった似顔絵付きの手紙 （４０代:男性:)
【孫とお祝い】
・あまり家庭を顧みない父だったが、孫が出来てからは家庭に戻ってきて父の日のお祝いもするようになった。 （４０代:男性:)
・昨年の父の日、孫が初めて じぃじと読んでくれてとても感動していました。 （６０代:女性)
【フラワーギフト】
・義父にお花を贈ったら好きな色のお花だったといわれてうれしかったです。 （３０代:女性)
・去年実家の父にブルーベリーの苗木を贈った。 うちにあるブルーベリーの気を羨ましいと言っていたので。 今年、う
ちのブルーベリーは不作だが、父の方は豊作だそうで、今度はこっちが羨ましく思っている （３０代:女性)
【食品・スイーツ】
・スイーツが好きな父なので、東京や北海道の有名スイーツを送ることが多いです。 （２０代:女性)
・ピーナッツチョコレートなど父の好きなお菓子をあげると喜んでくれました。 （２０代:女性)
・甘党の夫は毎年、息子たちからチョコレートをもらっています（バレンタインみたいですね） （５０代:女性)
・今年、ビールを贈りました。 ビール好きの父は喜んでくれ、 その日の晩の晩酌で飲んでくれました。 贈って良かったです。
（２０代:女性)
・北海道ではめったに入手できない、大好物なくさやのおつまみをあげた。もったいないといって少しずつしか減らなかった。
（３０代:女性)
【衣料・身に付けるもの】
・ネクタイをあげました。泣いたフリをして喜んでいました。（３０代:女性)
・既に父は亡くなったが、以前、母とお揃いのトレーナーをプレゼントした。初めてのペアルックに恥ずかし半分嬉しさ
半分の顔を思い出します。こういう行事は思い出が沢山出来ていいものですね。 （５０代:女性)
・実家の父に、父の日にベルトを送ってあげたら、とても喜んでいたのですが、後日実家に行ったらきちんと箱のまま
とってあったので、几帳面だと思いました。 （４０代:女性)
【日用品】
・息子からよく切れるのこぎりを貰いました。日曜大工が趣味なので大変うれしかったです。 （６０代:男性:)
【その他】
・男性同士だからか、母の日ほど、形式ばったものではない （４０代:男性:)
・手紙を添えて実家にお品を送ったときに父が電話で有難うの言葉と共に 「手紙は久々に貰ったけど、手紙ってやっぱり
ええもんやなぁ」 と言ってくれました。それからは絵葉書を気が付いたとき、何でもない日にも送っています＾＾ （４０代:女性)
・父親が高齢になってくると、父の日などの記念日がとても気になってくる。記念日として特別に何かするというわけではなく、
普段頻繁に連絡を取って顔を合わせるようになる。 （４０代:男性:)
・離れて暮らすようになってから、父の日を意識するようになりました。 （４０代:女性)
【父の日は困る】
・子供の頃は、母の日はカーネーションと決まっているのに、父の日は特にないので毎年困った記憶があります。白いバラを
贈っても喜ばないだろうし、そして、何をしてあげたかも覚えていません。 結婚してからは、ビールなど食品関係が多いです。
（３０代:女性)
・ほとんど反応がない父親なので嬉しいのかどうなのか毎回イマイチわからなくて困ります。。。 （４０代:女性)
・父の日は何をあげたらいいさわからずしたことがないです。 （３０代:女性)
・母の日と比べて、することもされることも忘れがちになってしまう感が否めません。 （５０代:女性)
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たくさんのご意見ありがとうございました。
父の日のプレゼントは、今までに贈ったことがある方は全体の7割以上となっています。贈る相手は、実父が62％と多く、
少数意見では、祖父2％、配偶者2％という意見もありました。
父の日ギフト費用は５０００円未満で、内容は、贈る側の意見としては「お酒や食品」「衣料・アクセサリー」「産直ギフ
ト」などがあり、受け取る側としての意見でも大きい変化はありません。
自由回答で多かったのは、父の日に家族で集まって食事をしたりお祝いをする。孫と一緒にお祝いをするなどの意見が多く
ありました。また、母の日のカーネーションのような定番の贈り物が、父の日にはないため、何を贈ればいいか困ってしま
うという意見もありました。
興味深かった意見として「父親が高齢になってから、父の日を意識するようになった」「離れて暮らすようになって父の日
を意識し始めた」など、家族のつながりを意識するきっかけと思われているようです。

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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