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北海道のくらしアンケート

第194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

くらしく

アンケートレポート

2014年冬のバーゲン・セール利用アンケート

2014年12月11日～2015年１月5日

317名（男性67名 女性250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
●冬のバーゲン・セールで、「買い物をする（42％）」、「購入しない（15％）」、「特に考えていない（43％）」
●冬のバーゲン・セールで買いたい物、「衣料・ファッション（44％）」「普段の生活用品（14％）」「家電製品（12％）」
●冬のバーゲン・セールで利用したい店「ショッピングセンター（37％）」「百貨店（22％）」「ネットショップ（19％）」
●購入する金額予算は「１万～２万５千円未満（21％）」「１万円未満（18％）」「２万５千～５万円未満（10％）」
●今年の冬のボーナス、「自分自身が支給された（18％）」「家族が支給された（44％）」「ボーナスはない（29％）」
●ボーナスなどの臨時収入があった場合、「貯蓄する（56％）」「物品購入（42％）」「家計の足しに（37％）」
●冬のバーゲンでは、「特別の買い物」と「普段の生活用品の買い足し」と２つに分かれる。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2014年の冬のバーゲンやセールでの商品購入意向をお聞きしました。
また、冬のボーナスが支給されたかどうかや、臨時収入があった際の使い方についてお聞きしています。
■質問内容

①今年の冬のバーゲン・セールで買物の予定ありますか？
②冬のバーゲン・セールで買いたいと思うものは？
③冬のバーゲン、買いたいと思っている商品
④冬のバーゲンで利用しようと考えているお店のタイプ

⑤冬のバーゲン・セールで購入するご予算はどれくらい？
⑥最近の１～２年の冬のバーゲンで買って記憶に残っているもの
⑦冬のボーナスは支給されましたか？
⑧臨時収入があった場合、どのように利用しますか？

■質問１ 今年の冬のバーゲン・セールで何か買い物を
する予定ですか？＜単一選択 n=317＞

買い物をした
またはする予
定
42%

特に考えてい
ない
43%

今年の冬のバーゲン・セールで、買い物をする
予定があるかをお聞きしました。
○買い物をした、する予定（42％）
○買い物しない、する予定はない（15％）
○特に考えていない（43％）

冬のバーゲン・セールを意識して、買い物をし
た（する予定）の方は４割以上いました。

購入しない、
する予定はな
い
15%

■質問２ 今年の冬のバーゲン・セールで買いたいと思うものは
何かありますか?＜複数選択 n=317＞
ファッション・衣料

44%

普段の生活用品

14%

家庭電化製品

12%

インテリア・家具

7%

アクセサリー・ジュエリー

6%

ＡＶ・デジタル家電

5%

パソコン・通信家電（タブレットやスマホ等）
ホビー・レジャー用品
自家用車・自転車などの購入
環境補助商品（エコ関連・家電、車含む）

その他
決めていない、わからない
購入しない

5%
3%
2%
1%

2%
23%
21%

冬のバーゲン・セールで買いたいと思う物をお聞きしました。
１位：ファッション・衣料（44％） ２位：生活用品（14％） ３位：家電製品（12％）
４位：インテリア・家具（7％）
５位：アクセサリー・ジュエリー（6％） でした。
ファッション・衣料を冬のバーゲン・セールで買いたいと答えた方が全体の４割以上いました。
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■質問３

くらしく

アンケートレポート

2014年冬のバーゲン・セール利用アンケート

2014年12月11日～2015年１月5日

317名（男性67名 女性250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

冬のバーゲン・セールで具体的に買った、買いたいと思っている商品は？（一部抜粋）

【家電】
・sony ハイレゾ ウオークマン （７０歳以上:男性:)
・４Kテレビ （５０代:男性:)
・ＣＤラジカセ・腕時計 （４０代:女性)
・DVDプレーヤー （４０代:女性)
・加湿器（パナソニックの美容家電とか）、冬のコート、コスメ （３０代:女性)
・最近掃除機を買いました （４０代:女性)
・電子レンジ・プリンター （４０代:女性)
・布団専用掃除機のレイコップ！ （３０代:女性)
・北陸へ越してきて除湿器の必要性を痛感。 コンパクトサイズをとりあえず買いましたが・・・・ あと各部屋に１個づつ。
性能の高い物を買いたいと思っています＾＾； （４０代:女性)
・IH調理器 （２０代:女性)
【パソコン・情報家電】
・ノートパソコンを年末セールで購入した。機能によっては全く値段が違うのですごく迷ってしまった。 （３０代:女性)
・Surface Pro３を買いたいと思っています。また、文具や本のまとめ買いや、築地にお正月用品や鰹節・昆布などの乾物を
買出しに行く予定です。 （２０代:女性)
・ipadを購入します。移動先で使用します。 （５０代:女性)
【アクセサリージュエリー】
・結婚したばかりなのですが、結婚指輪を買っていないので、安い結婚指輪があったりしたらいいなぁとちょっぴり思って
いたりします。 他には外出すると耳が寒いので、耳が隠れるニットの帽子がほしいです。 （３０代:女性)

【インテリア・家具】
・新しい３人がけソファーが買いたい （６０代:女性)
【スポーツ】
・スキーセットを買いたいです。 （３０代:女性)
【寝具・生活用品】
・エアウィーブの枕。今度はエアウィーブのマットが欲しいです。 （４０代:女性)

【ファション・衣料】
・アウター （３０代:女性)
・ウールのロングコート お尻丈のダウウンコート （５０代:男性:)
・コート （５０代:女性)
・ショートブーツがほしいです。必需品ですのでなるべくお安く購入したいためバーゲンを狙ってます。 （４０代:女性)
・ダウンコートを買いたい （４０代:女性)
・チュニックワンピース。 （４０代:女性)
・靴下・スエットパンツです。最近少しオシャレに使えるものが欲しくなりバーゲンになったので購入した。 （５０代:女性)
・子供のあったかいズボンです。男の子なんで、ワン シーズンで穴を開けてしまうので、毎年購入してます （３０代:女性)
・私の衣料品を購入予定です。夫の衣料品はセール前に購入です(^_-) （５０代:女性)
・冬物アウター （３０代:男性:)
【冬の暮らし 暖房用品】
・こたつ （２０代:女性)
・ガスストーブ （５０代:男性:)
・子ども部屋にセラミックヒーターを置きたいと思っています。セラミックヒーターの性能や値段を調査中です。 （４０代:女性)
・灯油ストーブ(電気がなくても着火できるもの)を吟味している途中 （４０代:女性)
【お得なモノ】
・お得なもので普段手の出ない高額なものがあれば （４０代:男性:)
・ブランドのモッズコートを３０パーセントオフで買いました！ （３０代:女性)
・衣料品の冬物バーゲンを狙っています。 （４０代:男性)
【その他】
・今年9月に車を購入しました。（14年乗ったカローラを処分し）最近ではフリースとダウンジャケットを買いました。
年々軽くて暖かくなってますね。それからウォーキング用のダンロップの靴を買いました。 （６０代:男性)
・毎年食品の福袋を買っています。 服よりも無駄にならないし沢山入っているので良いですよ。 （３０代:女性)
・１０年来ひいきにしているコスメショップがあります。毎年そこのクリスマスセールや福袋を買ってしまいます。
ネットショップなのですが、店長さんの人柄がいいんですよね－。（４０代:女性)
・娘が出産予定なので、ベビー用品 （５０代:女性)

冬のバーゲン・セールで購入を予定している、購入したいと思っている物をお聞きしました。
「コート」などの冬物衣料、冬の時期に利用する家電や生活用品に対しての意見が多くありました。
ボーナス時期と合わせて、家電製品やブランド品などの購入をセールで購入するという意見もありました。

㈱オミセネット http://omisenet.com/

2015/6/12 5/2 ページ

http://www.kurashic.com/

くらしく

北海道のくらしアンケート

第194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年冬のバーゲン・セール利用アンケート

2014年12月11日～2015年１月5日

317名（男性67名 女性250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４ 冬のバーゲン・セールで実際に利用した、または利用しようと考えている
お店のタイプはどれですか？＜複数選択 n=317＞
ショッピングセンター

37%

百貨店

22%

インターネットショッピングサイト

19%

家電量販店

17%

専門店（スポーツ・玩具やファッションなど含む）

15%

ディスカウントストア

5%

カタログ・通信販売
その他の店舗

4%

商店街や近隣店舗

5%

決めていない、わからない

17%

購入しない

21%

冬のバーゲン・セールで実際に利用する店舗タイプをお聞きしました。
１位：ショッピングセンター（37％）
２位：百貨店（22％）
3位：ネットショップ（19％）
４位：家電量販店（17％）
５位：専門店（15％）でした。
１位のショッピングセンターは、実際の店舗とは違いますが、買い物に行く場所として多く意見が集まりました。

■質問５ 冬のバーゲン・セールで購入するご予算はどれくらいでしたか、
またはどれくらいとお考えですか。＜単一選択 n=317＞
21%

20%

18%

21%

10%
5%

2%

1%

0%

0%

0%

1%

冬のバーゲン・セールで購入する予算をお聞きしました。
１位：１万～２万５千円（21％）
２位：1万円未満（18％） ３位：２万５千～５万円未満（5％）
４位：５万～７万５千円未満（5％） 特に考えていない（20％）となりました。

■質問６

最近の１～２年の冬のバーゲン・セールで購入したもので記憶に残っているものは？（自由回答）

【食品・飲料】
・世界のビール （６０代:男性)

【衣料・ファッション】
・10数年ぶりにセールで買い物をしました。 コートがずっと欲しかったので気に入ったものがあってよかったです。 （３０代:女性)
・お父さんのダウンコート。１２年も同じものを着続けてくれただんなさんのものをやっとかってあげれました （３０代:女性)
・コート 意外と気にいってるので 良い買い物をしたと思う （４０代:女性)
・ブランドの服につい手が出てしまうが あまり着ない。 （４０代:男性:)
・ボーダーのワンピースを色違いで買った。１年中着まわせるので重宝している。 （３０代:女性)
・子供の服はすぐ小さくなるため、普段高いものは買えないんですが、 バーゲンの時に良いものを安く購入するとお得に感じます。
（３０代:女性)
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最近の１～２年の冬のバーゲン・セールで購入したもので記憶に残っているものは？（自由回答）

【衣料・ファッション つづき】
・子供服。まだ小さい子ども達はどんどんサイズアウトしていくので、まとめて買った物を見る度、枚数の多さに驚きます。
（２０代:女性)
・自分へのご褒美として通勤用バッグ。 （４０代:女性)
・千鳥格子模様のスカートを買いました。今でもお気に入りでよくはいています。 （３０代:女性)
・念願のUGGのムートンブーツを買いましたヽ(*´∀｀)ノ ♪ 今となっては長靴しか必要の無い地域で無駄買いなんですが・・・ｗ
（４０代:女性)
・友達への誕生日プレゼントのストール。良質なものが安くなるのでありがたい （３０代:女性)

【家電】
・お掃除ロボット （３０代:女性)
・去年、加湿器付の空気清浄機を買いました。 型落ちの展示品だったので（性能は新型と同じ）１万円以上安く買えました。
（４０代:女性)
・昨年の１２月に、テレビとDVDレコーダーを買いました。 （７０歳以上:男性:)
・出産前１１月の決算セールでビデオカメラ、ブルーレイディスクレコーダーを購入しました。ベスト電器で値引き交渉したら
合計３万円ほど値引きしてもらえて非常にお得な買い物が出来ました。 （２０代:女性)
・洗濯機 （４０代:女性)
・掃除機 （４０代:男性:)
【パソコン・情報家電」
・パソコンを元旦のセールで、ならんで購入したこと。 （３０代:女性)
【家具・インテリア】
・ペットがいるので購入したオイルヒーターです。空気が汚れないので安心。 （４０代:男性:)
【寝具・生活雑貨】
・エアウィーブの枕！最高ですっ！！ （４０代:女性)
・モンブランのボールペン。（社員のクリスマスプレゼントを兼ねて） （５０代:男性:)
・毛糸 普段買えないような極上の毛糸を買いました。 肌に直接に触れても、ぜんぜんチクチクしなくて感激しました。 （５０代:女性)
【冬のくらし関連」
・ヒートテックの下着（妻・孫・自分用）・トレーナーそしてスニーカー（孫用）・ソックス・靴（妻用）・セーター（妻用）ぐらいですね。
（６０代:男性)

【福袋】
・2万円相当の衣料品が入っているのを5000円で買えたこと。 （２０代:男性:)
・Ｔシャツ福袋 （３０代:男性:)
・ディズニーの服がキャリーケースに入った福袋 （３０代:女性)
・バーゲンではないが、若い頃 福袋を買ったが着られる物がほとんどなかった。 （５０代:女性)
・洋服の福袋は毎年楽しみにしています(*^^*) （２０代:女性)
・欲しかった福をゲット （３０代:女性)
【失敗した話】
・セールで安いと思って購入した洋服で結局1度も着ないで数年経ってしまい、結局高い買い物となってしまったこと。 （４０代:女性)
・セールに行く前は気合いが入るのですが、いざお店に行くと、気の弱い私はなかなか購入できないです。
いつも衣料品を購入しています。 （５０代:女性)
【消費税増税前に】
・昨シーズンは消費税が８％に上がる前にと思い、長く使えるコートや靴などを必死に探し購入しました。 （３０代:女性)
【バーゲンに興味は無い】
・元々バーゲンセールには興味がなく、また、物欲もないので。 （５０代:女性)
・最近は購入してません。 （４０代:女性)

最近の１～２年で冬のバーゲン・セールで購入した物についてお聞きしました。
冬物衣料では、「ブランド物を安く買った」と、「子供服等、普段の衣料を安くそろえた」と２つの意見に分かれました。
年末セールで売られる福袋を利用したという意見も多くありました。
２０１３年冬には、翌年春の消費税増税に向けてのセールが多くあったため、意識して購入された方も多くいるようです。
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■質問７ あなた自身またはご家族で、冬のボーナ
スを支給される人はいますか？
＜単一選択 n=317＞
わからない
9%

冬のボーナスについてお聞きしました。
今年、冬のボーナスが支給されたかどうかをお聞き
しました。

自分自身が支
給された
18%

ボーナスがな
い 家族に
ボーナスが出
る職業がいな
い
29%

○自分自身が支給（18％）
○家族が支給（44％）
○ボーナスはない、
ボーナスが出る職業がいない（29％）
○わからない（9％）

※ご本人と家族が両方とも支給された方は「自分自
身が支給された」とお答えいただきました。
自分自身を含めて全体の６割強の方が冬のボーナス
を支給されいるようです。

家族が支給さ
れた
44%

■質問８ご家族やご本人に、冬のボーナスや臨時収入があった場合、
どのように利用しますか？＜複数選択 n=317＞
貯蓄する

56%

ほしいと思っている物品の購入

42%

日々の家計の足しにする

37%

旅行やレジャーに使う

21%

住宅ローンやローンの返済

16%

株式などの投資に使う

5%

その他

4%

特にない、わからない

16%

冬のボーナスによらず、臨時収入があった場合、どのように使うかをおききしました。
１位：貯蓄（56％）
２位：物品の購入（42％）
３位：日々の家計の足しにする（37％）
４位：旅行・レジャーに使う（21％）
５位：住宅ローン・ローンの返済（16％） でした。
複数選択のアンケートですが、半数以上の方が「貯蓄」を選んでいます。

たくさんのご意見ありがとうございました。
家計調査によると、年間で一番所得が増えるのが１２月です。消費も年間で一番多くなります。
購入されるものは、時期を繁栄して、冬のファッション、衣料や暖房や冬のくらしに関係する商品が購入されます。
普段の生活では購入を決断できない、高級ブランドや、新機能の情報家電や家電製品などの購入をする意見も多くありまし
た。
また、普段の生活用品の買い替えや、通年または何年も使う生活品をセール時期に買うという意見もありました。
福袋など、楽しんで買うものも、この時期の商品として印象が深いようです。

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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