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北海道のくらしアンケート

くらしく

第181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

父の日

2014年5月15日〜6月30日

333名（男性73名 女性260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
●今年の父の日でギフトを贈る予定がある（44％） 受け取る予定がある（5％）
●今まで父の日にギフトを贈ったことがある（70％）。ギフトの送り方は「直接会って渡した、受け取った」（59％）
●ギフト自分が贈るなら「お酒・食品（51％）」「衣料・アクセサリー（32％）」「産直ギフト（14％）」
●父の日ギフト自分が受け取るなら「お酒や食品（37％）」「産直ギフト（23％）」「商品券・ギフト券（14％)」
●父の日ギフト購入先は「百貨店（40％）」「量販店（39％）」「インターネットショップ（33％）」
●父の日ギフト購入金額は5000円未満（46％）
●父の日のギフト商品は、何を贈ったらよいかで悩む。物よりもコミュニケーションが思い出になる。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2014年の父の日と父の日のギフトに関して、お聞きしています。
※回答モニターの構成をご覧ください。対象者である男性の割合が2割程のため、男性の意見の収集は少なくなっています。
贈る側、受け取る側の両方の意見が欲しかったため、少し意見に偏りができるかもしれません。ご了承ください。
■質問内容

①今年の父の日に何か贈る予定、受け取る予定。
②今までの父の日に何か贈り、または、受け取りましたか？
③どんな方法で贈りましたか、受け取りましたか？
④父の日ギフト「贈る」としたら何？
⑤父の日ギフト「受け取るとしたら」としたら何がほしい？

⑥どこで購入しますか？
⑦ギフトを贈るとしたら、費用はどれくらい？
⑧プレゼント贈る際にしたい、受け取る際にとうれしい事
⑨今までの父の日で行った事や、してもらった事の思い出

2014年父の日に、
ギフトを贈る予定、受け取る予定があるかをお
聞きしました。

■質問１ 今年の父の日に何か贈る予定はあります
か？または、受け取る予定はありますか？＜複数選択
n=333>
贈る予定がある

44%

贈る予定はない

40%

受け取る予定がある

※回答モニターの構成をご覧ください。
対象者である男性の割合が2割程のため、男性の
意見の収集は少なくなっています。

5%

受け取る予定はない

17%

わからない

贈る側、受け取る側の両方の意見が欲しかった
ため、一部の意見に偏りができるかもしれませ
ん。ご了承ください。

11%

■質問２ 今までの父の日に何か贈りましたか、また
は、受け取りましたか？＜複数選択 n=333＞
贈った

70%

贈ったことはない
7%

受け取ったことはない
覚えていない

今までの父の日のギフトで、
ギフトを贈った、受け取ったことがあるかをお
聞きしました。
○贈ったことがある（70％）
○受け取ったことがある（7％）

17%

受け取った

○贈る予定がある（４４％）
○受け取る予定がある（５％）
となっていて、約4割の方が2014年の父の日に
ギフトを贈る予定があると答えています。

7割の方が父の日にギフトを贈ったことがあると
答えています。

12%

わからない

8%

■質問３ どのような方法で贈りましたか、または受
け取りましたか？＜複数選択 n=333＞
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

知人・友人が届けた

受け取った

2%

その他

2%

覚えていない
贈っていない
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わからない

受け取っていない

59%
22%
14%

父の日のギフトを、どのような方法で贈ったか、
受け取ったかをお聞きしました。
１位：直接会って（59％）
２位：宅配便で（22％）
３位：郵便で（14％）
となっています。

8%
18%
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■質問４ 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=333＞
お酒や食品

51%

衣料品やアクセサリー

32%

産直ギフト

14%

日用品・生活用品

13%

健康器具

10%

形のないもの（一緒に外出や食事）

8%

旅行などの招待

8%

商品券やギフト券
家電製品
フラワーギフト
手作りのもの
その他

6%
5%
5%
4%
3%

贈らない

■質問4

19%

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？（その他自由回答）

・現金（５０代:女性）
・仕事のお手伝い（５０代:女性）
・趣味のもの（ドラムスティック・ゴルフ用品）（４０代:女性）
・食べるものがいいと思う（４０代:男性）
・孫とのツーショット写真を贈ろうかなと考え中です。（３０代:女性）
・釣りやゴルフなどの趣味に関する物。（３０代:女性）
・日頃の感謝を言葉にした手紙（４０代:女性）

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か、お聞きしました。
１位：お酒や食品（51％）
２位：衣料品やアクセサリー（32％）
３位：産直ギフト（14％） ４位：日用品・生活用品（13％）
５位：健康器具（10％）
となりました。
自由意見では、趣味の物を贈るという意見がありました。

■質問５ 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=333＞
お酒や食品

37%

産直ギフト

23%

商品券やギフト券

17%

旅行などの招待

17%

形のないもの（一緒に外出や食事）

14%

衣料品やアクセサリー

12%

日用品 生活用品

7%

家電製品

6%

健康器具

6%

フラワーギフト

4%

手作りのもの
携帯電話 パソコンなど通信機器
その他

4%
3%
2%

受け取らない

36%

父の日にギフトを受け取るとしたら、どのようなものが欲しいか、お聞きしました。
１位：お酒や食品（37％）
２位：産直ギフト（23％）
３位：商品券・ギフト券（17％） 同率3位：旅行などの招待（17％） 5位：一緒に外出や食事（14％）
となりました。
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■質問６ 父の日のギフトを贈るとしたら、どこで購入しますか？＜複数回答 n=333＞
百貨店

40%

量販店（スーパー・家電・ＨＣ他）

39%

インターネットショッピングサイト

31%

専門店（衣料・食品・雑貨他）

28%

形のないものなので購入しない

5%

手作りを贈ったので購入しない

3%

その他
わからない

4%

贈らない

20%

父の日ギフトを購入する店舗に関してお聞きしました。
１位：百貨店（40％）
２位：量販店（スーパー・家電・ホームセンター他）（39％）
３位：インターネットショップ（31％）
４位：専門店（衣料・食品・雑貨他）（28％）
となりました。

46%

■質問７ 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=333＞

27%
18%
5%

0%

2%

1%

父の日ギフトを購入する際の費用をお聞きしました。
１位：5,000円未満（46％）
２位：5,000〜１万円未満（27％） ３位：1万円〜1万5千円未満（5％）
約半数の方が父の日のギフトは5000円未満と答えています。

■質問８ 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＜複数選択 n=333＞
31%

贈物に手書きのメッセージカード
27%

着いたその日に電話をしたり、顔を合わせる
23%

一緒に外出や外食に行く
19%

集まってお祝いをする
8%

家族そろって記念写真を撮る
その他
わからない

3%

贈らない

29%

ギフトを贈る際にしたいこと、受け取る際にされると嬉しい事をお聞きしました。
1位：手書きのメッセージカード（31％）
2位：電話をしたり・顔を合わせる（27％）
3位：一緒に外出や外食をする（23％）
4位：集まってお祝いをする（19％） 5位：記念撮影（8％）
でした。
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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）

【【お酒】
・東京に居る次男からネーム入りのお酒をいただき息子を思い出しながら一杯して喜んでいる自分が
おもしろおかしいです。 （６０代:男性)
・お酒が好きな父なので、名前入りの日本酒やコップを贈ったことがあります。 インテーネットショッピングは安いし
プレゼントの種類も豊富で便利なのでよく利用しています。 （２０代:女性)
・家族からウィスキーをもらったり日本酒もらったりするとうれしかった （４０代:男性)
・酒飲みにはビールを送っていれば間違いない、６月の父の日は考えなくて良い （３０代:女性)
【旅行・旅行券】
・いつもはゴルフの靴下などゴルフ関係の品物を渡していましたが、今年は温泉一泊招待したいと思っています。
（３０代:女性)
【電化製品】
・一昨年は、家族から一眼レフカメラをもらいました。昨年は、ノートパソコンをもらいました。私には、娘が３人いまして、
その３人が、お金を出し合って買ったそうです。大変感激しました。 （７０歳以上:男性)
・肩もみマッサージ機をあげたらとても喜んでくれた。 （６０代:女性)
【ファッション・アクセサリー】
・一人暮らしを始めた初めての父の日に、初めてネクタイを贈りました。 （３０代:女性)
【現金・商品券】
・自分たちの父へのプレゼントは現金で贈ります。病気で食事制限があったりして食べものや飲み物が限られていることも
あって、その方がいいかなと。 （５０代:女性)
・男性には何を買っていいか悩む。うちの父こだわりがある人なので趣味に合わないものを買って反応いまいちなくらいなら
商品券や現金の方が無難かなと思う。 （３０代:女性)
【趣味の品を贈る】
・去年の父の日。 山登りを健康のために始めた実家の父に山歩き用のステッキを贈りました。 それから数ヶ月後に父の
フェイスブックを覗くと 「娘に貰ったステッキと共に」と言う日記が書かれてあり 満面の笑みでガッツポーズで頂上に居る
父の姿が有りました。 （４０代:女性)
【ゴールデンウィークにギフトを渡す】
・ゴールデンウィークに帰省する際に、父と母に一緒にギフトを渡しています。 （４０代:男性)
【母の日ギフトと一緒に】
・どちらかというと、ついつい母の日に一緒に贈ることが多かったなぁと反省しています。おそろいの衣類などを選んだので。
でも、父の日そのものに贈った方がよかったかな、と父亡き後、思うようになりました。 （５０代:女性)
・今年の母の日に、母のリクエストで家族でお寿司を囲んで食べたのですが、父も大変喜んでおり、メニューを見て次回の
リクエストがあったので、来月の父の日は再びお寿司を購入してくる予定です。 （４０代:女性)
【食品・産直ギフト】
・今までは転勤族だったので、全国各地転勤先の産直ギフトを送ってきた。 （６０代:男性)
・近くにいる義父に送るので、何かおいしいものを買ったり作ったりして渡します。 （５０代:女性)
・昨年は、どら焼きに「ありがとう」の文字と スマイルの顔の焼印をしてあるのを 送りました。 （４０代:女性)
【手紙・メッセ―ジ】
・ここ数年子供たちを連れて父と義父に会いに行き、手紙とビールとおつまみを渡しています。 （３０代:女性)
・親は遠く離れたところに住んでいるので、なかなか会えないことからなるべく月に１回は電話し孫の声をきかせている。
父の日は必ずお酒などを贈るようにしており、その際電話もするようにしている。 （４０代:男性)
・父の日は忘れられがちですが、実は一番感謝をしなければいけない日のように思います。なかなか照れくさくて言えない
言葉だけれど、「お父さんいつもありがとう」のメッセージは必ず届けたいです。 （５０代:女性)
・両親又義理の両親とも既に他界致しました。父の日も今ではいただく側になりました。娘・息子とも毎年丁度欲しいものを
プレゼントしてくれます。孫迄カード・お手紙をくれます。有り難いことです。（６０代:男性)
【顔をあわせる、一緒にいる】
・もう私の父は高齢で 欲しい物もないので、とにかく顔を見せに行って美味しい物を一緒に食べること。どこかに連れて
行ってあげることを普段からしています。 父の日 もそれの延長かな〜といった感じになりそうです。 （５０代:女性)
・改まって何かをするのではなく、日頃からなんでもいいので、小さいことだけど顔を見せるとか、ちょっと寄ってみるとか
してあげたい。 （５０代:女性)
・私の父は孫と一緒に過ごすのが幸せという人なので、父の日にはご飯を一緒に食べるようにしています。 （４０代:女性)
・父の日を楽しみに待っているようなので、毎年贈り物をしていますが、出来れば直接会って渡したいと考えるように
なってきました。 （４０代:女性)
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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）

【外食に行く・旅行に行く】
・家族みんなで外食に出かけた。 （３０代:女性)
・今まで、カバンやネクタイ、旅行券など、色々送りましたが、父もある程度の年齢になり、これ以上何も物はいらないとの
ことで、最近は、旅行に一緒に行くなどで、過ごしています。 （３０代:女性)
【贈り物がマッチしなかった】
・やや高価なネクタイを贈ったことがありましたが、本人の趣味に合わなくて喜んで貰えなかった苦い経験があります。
以後選定には気を使ってます。 （６０代:男性)
・以前、洋服を買ったらサイズが合わなくてお蔵入り〜 数年経って、孫がきています・・ （３０代:女性)
【贈らない・悩む】
・孫がいるので、父の日、母の日はやめて、敬老の日だけにプレゼントしようかと考え中です。 （３０代:女性)
・父の誕生日と父の日が近いので、お祝いはほとんどしていない。 今年はケーキを買ってみんなで食べました。 （３０代:女性)
・父の日っていつもあげるものが同じで困ってしまう。 （３０代:女性)
・父の日のプレゼントは、幼稚園の頃に制作して以来していないかもしれません （３０代:女性)
・父の日のプレゼントは本当に悩みます （４０代:女性)
・父の日は、何を贈ればいいのか困ってしまいますが、子供が幼稚園で父の日の贈り物を作ってくるというのは、思い出に
残るみたいです。ちなみに、写真立てを手作りしてきたことがありました。 （３０代:女性)
・父の日は特別なことをしたことが母の日にくらべて少なかったと思う。 （２０代:男性)
・父の日は母の日よりも忘れがちです。今年は何日なのでしょう・・ （３０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
父の日のギフトに関しては、母の日の翌月ということで意識はされているようですし、実際にギフトを贈られる方も多くい
るようです。ギフトを贈る時期に関しては、ゴールデンウィークに帰省する際や、母の日と一緒に贈るという意見もありま
した。
父の日のギフト商品は、何を贈ったらよいかで悩まれる方も多くいるようです。
贈る際に気を付けている事、受け取る際にされると嬉しい事では、なるべく会うこと、メッセージや手紙を渡すことが大事
だとの答えが多くあります。
人口減少、高齢化が進むにつれて、父の日（母の日）、敬老の日や、孫の日（まだあるのかな？）等、記念日の意味買いが
似通ってしまい、どのように使い分けていいかわかりづらくなりますよね。
記念日があるのは、その時に「父への感謝の気持ちを意識する」ということでは大事だと思いますし、必要だと感じますが、
普段から顔を見せて、一緒に行動する事の延長に父の日があるということなのかもしれませんね。

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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