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北海道のくらしアンケート

第169回アンケート

くらしく

2013年冬のギフト・お歳暮に関してのアンケート

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

2013年12月05日～12月28日

356名（男性80名 女性276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
●44％が今年お歳暮を贈る予定があると答えています。
●お歳暮を贈る相手は家族・親類（42％） 友人・知人（24％） 仕事関係（13％）
●お歳暮で選ぶのは地元の生鮮品（26％） 老舗や有名ブランド（16％）
●お歳暮の購入先、総合スーパー（23％）百貨店（21％） ネットショップ・食品スーパー（13％）
●お歳暮1品価格は、３０００～４０００円未満（24％） 総額は３０００～８０００円未満（23％）
●選ぶポイント①地域の特産品や物産品②相手が好きな商品③限定商品や希少価値の高い商品。
④日用品など無駄にならない物。⑤日持ちするものを選ぶ。

●アンケート項目
２０１3年の冬のギフト・お歳暮に関して、くらしくモニター様にアンケートをお願いしました。
■質問内容

①今年の冬、お歳暮を贈りますか？
②例年はお歳暮を贈っていますか？
③お歳暮はどのような関係の方に贈りますか？
④お歳暮はどのようなものを購入しますか？
⑤お歳暮を選ぶ時、どのようなお店で購入しますか？
⑥ギフト商品を購入する際によく利用するお店

⑦贈るギフトの１品の価格はどれくらいですか？
⑧お歳暮の予算は総額でどれくらいですか？
⑨お歳暮として購入して良かったと心に残っているギフト

■質問１ 今年の冬、お歳暮を贈りますか？
<単一選択 n=356>
決めていな
い
11%

くらしくモニターさん356名に、2013年のお
歳暮に関してアンケートをお願いしました。

贈る予定
44%

2013年、お歳暮の利用状況は
贈る予定（44％）
贈る予定はない（45％）
決めていない（11％）
回答いただいた方約半数の方が、今年お歳暮を
贈る予定があると答えています。

贈る予定は
ない
45%

■質問２ 例年はお歳暮を贈っていますか？
<単一選択 n=356>
お歳暮の利用状況に関してお聞きしました。
毎年贈っている

42%

必要な時のみ
不定期に
決めていない

8%

・毎年贈っている（42％）
・必要な時に贈る（8％）
・不定期（3％）
・決めていない（11％）
・贈らない（35％）

3%
11%

贈らない
0%
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お歳暮を贈る方の大半が、毎年贈っていると答
えています。

35%
10%

20%

例年、お歳暮を贈っているかをお聞きしたとこ
ろ

30%

40%

50%
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■質問３ お歳暮を贈る場合、主にどのよう
な関係の方に贈りますか？
<複数選択 n=356>
お歳暮を贈る相手に関してお聞きしました。
家族・親類

42%

友人・知人、お世話になった人
会社関係など仕事の関係

13%

決まってないその都度決める
自分用

1位：家族・親類（42％）
2位：友人・知人（24％）
3位：会社等の仕事関係（13％）
4位：決まっていない・その都度（8％）
5位：自分用・自宅用（5％）

24%

8%

自宅用に購入する

家族や親類宛に贈るという意見が多くありまし
た。

5%

贈らない

36%
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■質問４ お歳暮を選ぶ場合、主にどのようなものを購入しますか？
<複数選択 n=356>
26%

地元（お住まいの都道府県の）生鮮品
16%

老舗や有名ブランド食品

14%

送料込み商品、割引商品
10%

期間限定やギフト限定商品を選ぶ

9%

お住まいの都道府県以外の地域生鮮品

8%

日用品（洗剤などのギフトセット
3%

エコや環境に配慮した商品

15%

とくに決めていない

35%

贈らない
0%

10%

20%

30%

40%

お歳暮はどのようなものを選ぶかをお聞きしました。
1位：地元（お住まいの地域）の生鮮品（26％）
2位：老舗や有名ブランド（16％）
3位：送料込み、割引きありのギフト（14％）
4位：期間限定やギフト限定商品（10％）でした。
地元の味や老舗などのギフトが上位で、割引商品が3位、日用品が5位となりました・

■質問５ お歳暮を選ぶ時、どのようなお店で購入しますか？
<複数選択 n=356>
総合スーパー

23%

百貨店

21%
13%

インターネットで購入する

13%

食品専門スーパー
専門店（食品専門・雑貨・酒店など）
通販やカタログショッピング

11%
3%

ギフトショップ

2%

上記以外の店舗（HC・ディスカウント他）

2%

その他

3%

わからない・特に決めていない

6%

贈らない
0%

34%
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

お歳暮を購入するお店をに関しお聞きしました。
1位；総合スーパー（23％）
2位：百貨店（21％）
3位：インターネットショップ（13％）
同3位：食品専門スーパー（13％）
昨年度の冬のギフトアンケートと比較して、1位が「百貨店」から「スーパー」に変わりました。
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お歳暮・お中元などで、ギフト商品を購入する際によく利用するお店（自由回答抜粋）

【百貨店】
・いつも百貨店で購入しています。 商品はコレと決めている事はないのですが、百貨店だと包装紙が百貨店のものなので、
安っぽく見えずに良いかな、と思っています。 （３０代:女性)
・京阪百貨店 近鉄百貨店 （４０代:女性他)
・三越 （４０代:女性他)
・高島屋 （５０代:女性)
・そごう （５０代:男性)
・丸井今井 （４０代:男性)
【量販店・スーパー】
・イオン （４０代:女性他)
・イトーヨーカドー （４０代:女性)
・西友 （４０代:女性)
・マックスバリュー （４０代:女性)
・ダイキ・マルナカ （４０代:女性)
【専門店】
・エーデルワイスファーム・南保留太郎？燻製・大丸 （４０代:女性)
・石狩市 徳光珈琲 珈琲豆の専門店 札幌市にも店舗あり 珈琲好きな知人に好評で利用します （４０代:女性)
・選ぶとしたら…ルピシアのようなお茶屋さん、無添加ジュース等が売っているセゾンファクトリー、地元のお菓子屋さん （２０代:女性)
・大野商店：シシャモを買うので地元の個人商店 （３０代:女性)
・石屋製菓 シャディ 佐藤水産 バルナバハム （３０代:女性)
【インターネット】
・アマゾンや楽天などのインターネットによる購入をしています。 （７０歳以上:男性:)
・楽天で、よく送るかな。 （５０代:女性)
・三越のインターネットショップで購入します。以前は三越のカタログで贈っていましたが、最近はネットで贈っています。 （５０代:女性)
・特定の店舗はありませんが楽天市場で購入します。 （３０代:女性)
【その他】
・郵便局のご当地グルメ （３０代:女性)
・クロネコヤマトの通販（？）です。 （３０代:女性)
・セコムの食のギフト （３０代:女性)
・山梨なので、県外の親戚に 名物の煮貝を送ります。 （５０代:女性)
・郵便局のギフト （４０代:男性)
・ヤマトのお歳暮 （５０代:女性)
・シャディサラダ館 （５０代:女性)

ギフトを購入するお店をお聞きしました。
多くあった意見は、量販店（イオン・ヨーカドー・コープ）や百貨店（三越・高島屋・丸井今井他）、百貨店は安っぽく見え
ないのがいいという意見がありました。
インターネットショップ（楽天・ヤフー）などでの購入の意見も多くありましたが、「百貨店のインターネットショップで買
う」という意見もありました。地方に住んでいる方、身近に百貨店などがない方の場合、便利に利用できることがメリットに
なっているようです。
その他、具体的に指名店舗や指名商品で購入先を決めている方もいらっしゃいました。

㈱オミセネット http://omisenet.com/

2014/9/13 5/3 ページ

http://www.kurashic.com/

くらしく

北海道のくらしアンケート

第169回アンケート

2013年冬のギフト・お歳暮に関してのアンケート

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

2013年12月05日～12月28日

356名（男性80名 女性276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 お歳暮を贈るとしたら、贈るギフトの１品の価格は
どれくらいですか？<単一選択 n=356>
32%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

24%
16%

16%
6%

2%

4%

お歳暮の「１品」の価格に関してお聞きしました。
１位：３０００～４０００円未満（24％） ２位：２０００～３０００円未満・４０００～５０００円未満（16％）でし
た。
量販店などで送料無料になる金額で一般的なのは２５００円か３０００円以上ですから、お店の商品の品ぞろえと購入者の要
望が合う金額の回答数が多くなっていると考えられます。

■質問８お歳暮を贈る場合、予算は総額でどれくらいですか？
＜単一選択 n=356>
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

33%
23%
14%
6%

7%

8%
3%

6%

お歳暮の「総額」の価格に関してお聞きしました。
１位：３０００～８０００円未満（23％） ２位：８０００～１万５千円未満（14％）
３位：２万～3万5千円未満
（8％）となっています。
質問７と比べて考えると、お歳暮として購入して贈った数量で多いのは1～2個、次には2個～3個と考えられます。

■質問９

今までにお歳暮として購入して良かったと心に残っているギフトはなんですか？（自由意見抜粋）

【地方物産品】
・地域の海産物 （５０代:男性)
・いつも鮭を送ってます。1個づつの真空になってるので喜ばれます （４０代:女性)
・カキやいくら、カニは誰に送っても喜ばれます。 （４０代:女性)
・サンマの缶詰。買った通販カタログでは、最近は売ってないようで残念です。 （４０代:女性)
・家族や親戚はみな道外ですので、 蟹や鮭など、北海道の新鮮な魚介類はものすごく喜ばれます。 （３０代:女性)
・干し芋。とっても美味しい干し芋を農家から直接送った事がありとても喜ばれた。 （５０代:女性)
・去年、岡山に住んでる人にお礼として、白い恋人を送りました。 ２０代の人なんだけど、修学旅行で来て、食べて、
すごく好きになったみたいで、また食べたいと思っていたみたいで、すごく喜んでくれたので良かったです。 （４０代:女性)
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今までにお歳暮として購入して良かったと心に残っているギフトはなんですか？（自由意見抜粋）

【地方物産品】
・近江牛が有名なので、すき焼き用のお肉を贈って喜ばれています。 （４０代:女性)
・石屋製菓の白いバウム 佐藤水産の海鮮詰め合わせ （３０代:女性)
・地元の海産物セットを贈ったら、相手の方に喜んでもらえて良かった。 （３０代:男性:)
・白老牛ステーキセット （２０代:女性)
・函館の海鮮物の詰め合わせ （４０代:男性:)
・名古屋コーチンのなべセット大変喜ばれました(*^^*) （２０代:女性)
【食品】
・こどものいる家庭にはお菓子の詰め合わせ、あとはコーヒーギフトが個人的にはうれしい （２０代:男性:)
・ジュースのつめあわせがおいしくてうれしかったです （３０代:女性)
・ハム。普段、高級なのはなかなか自分で買わないので。 （３０代:女性)
・バラエティセットで数種類の佃煮などの詰め合わせでとても喜んでくれた。 （６０代:女性)
・一人暮らしの男の人にカレーのレトルトパックの詰め合わせをあげた時とても喜んでもらえました。 （４０代:女性)
・贈るとしたら私が美味しいものを食べるのが大好きなので、吟味に吟味を重ねて一番美味しそうで【日持ち】のするものを
贈りたいです。 （３０代:女性)
・送り先から 『美味しかった』といわれるので、食品系を送るようにしてます。 （５０代:女性)
・日持ちがするお菓子を贈る事が多いです。受け取った方が、どう思われているかはわかりませんが、自分では、毎年、
よく吟味して、自分がもらったら美味しくて嬉しいと思うものを選んでいます。 （５０代:女性)
・梅干し好きのお子さんがいるお宅にちょっと贅沢な梅干しを贈ったところ大変喜んでくださいました。 やはり好きだと
分かっているものを贈るのが一番ですね。 （３０代:女性)
・珈琲豆 とても好評でリクエストされる品 選んで良かったと嬉しくなります （４０代:女性)
【酒類】
・エビスビール。とっても喜んでくれました。 （４０代:女性)
・ちょっと高級な お酒 （６０代:女性)
・ビール。贈ったビールに「好きな銘柄です」と礼状が届いた。 （５０代:女性)
・今年初めて贈ります！ エビスビールをたんまり贈りました。 （３０代:女性)
・日本酒に最近目覚めてね。 と夏過ぎに言われてた舅の言葉を覚えていたので昨年冬。 ３００ｃｃ程度の地酒詰め合わせを
送りました。 大変喜んで貰い、帰省の時それ以上のお値段のするブランドバッグを買って貰いました＾＾； （３０代:女性)
【希少価値・限定】
・地域限定で数量限定の質の高い食品。 （５０代:男性:)
・地方でしか食べられないもの （４０代:女性)
・地方の名産などを送りますと珍しいので、大変喜ばれています。 （７０歳以上:男性:)
・普段ちょっと高くて買わないようなものを送るようにしています。 （４０代:女性)
【日用品】
・洗濯好きな義母に洗剤を贈ったら非常に喜んでもらえました。 さらに義母の家に家族でよく泊まりに行くので、洗濯して
もらうときに気兼ねなく（？）頼めて一石二鳥でした(笑) （３０代:女性)
・必需品のもの （５０代:女性)
・無駄にならないもの （４０代:男性:)
【その他】
・お歳暮としては贈らないけど、関西の友人に年末に「ゆり根」を送ったら すごくよろこばれたことがある。 （５０代:女性)
・選べるギフトを贈った際に、わざわざ何を選んだのか、どうやって食べたのか、そして美味しくいただいたとお礼の
ハガキをいただいたことがありました。贈ったこちらも、とても嬉し思ったので忘れられません。 （４０代:女性)
・旅行先で購入した佃煮 （４０代:女性)
・母に送ったプリンター （４０代:男性:)
・東北地方の復興支援の商品 （３０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
冬のお歳暮で贈って心に残っている商品に関しての意見です。
贈る側の方が意識している事のポイントとしては、①自分の住んでいる地域の特産品や物産品や、地域のブランド商品を贈
る。
②相手が好きなモノ・リクエストの商品。③限定商品や希少価値の高い商品。④日用品など無駄にならない物。⑤食品等の
場合、美味しいことは大事だが、日持ちするものを選ぶ。 などがありました。
ギフトを贈った相手からハガキや電話でお礼の連絡があったことは、お歳暮の思い出として残っているようです。

調査集計：株式会社オミセネット http://omisenet.com
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