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●アンケートまとめ
●
●
●
●
●
●

新生活・引っ越しを始める方が身の回りにいるは約４割
新生活に関連して贈り物を贈った（48％） 受け取った（30％）
新生活のプレゼントで多かったのは「現金」「商品券」「生活用品」（自由意見の傾向）
新生活の際に用意する・購入するものは「生活家電」68％
新生活の際に加入・変更するサービスは「インターネットプロバイダ」36％
新生活の際に始めたいこと「カルチャースクール」「スポーツ」25％

アンケート項目
2012年のホワイトデーの実施意向を意見を聞きました。
①   新生活の始める人は周りにいますか？
②   新生活の際のプレゼント・ギフトの実施状況
③   新生活の際に用意するもの、買うもの
④   新生活の際に加入する・変更するサービス

⑤
⑥

新生活の際に始めること
引っ越し、新生活の思い出

■質問１ 身の回りに、新生活を始めたり・引越をされる方は
いますか？（複数選択 n=443)
17%

知人・友人など知り合いにいる

12%

同居していない親兄弟・親戚にいる

今年、身の回りに、新生活、引っ越しをされる方
が、いると答えた方は、全体の４割でした。
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■質問２
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新生活や引っ越しを始めるにあたって、プレゼン
トや
贈り物をした、受け取ったことは？
（複数選択 n=443)

新生活に関連した贈り物に関して
贈ったことがあるは、全体の約半数
受け取ったことがあると答えた方は
全体の３割でした。

48%

贈ったことがある
25%

贈ったことがない

質問３の自由意見で多かったのは、
商品券、現金、など渡しても、貰っても利用しや
すい物が多くありました。あとは生活消費財（洗
剤など）が多くありました。
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■質問３ 新生活で贈ったもの・受け取ったものは（自由回答一部抜粋）
・ご近所の挨拶を、液体洗剤にしようかと思っています。 幼稚園のクラスには、ノートと鉛筆、学校は、ノートとペンにしました。
（３０代:女性）
・もらったものはバスマットと商品券。贈ったものはタオルセットと鉢カバー。 （３０代:女性）
・引越しのときは、お餞別を贈った。また、自分の時もお餞別をもらった。 （４０代:女性）
・観葉植物です。部屋にグリーンが欲しいといっていたのを聞いていたので。 （３０代:女性）
・現金 図書券 （５０代:男性）
・自分が送ったものはかわいらしい掃除グッズやマグカップなどの日用品で、受け取ったことがあるのは空気洗浄機や
整理整頓グッズなどちょっとした生活役立ち品です。 （２０代:女性）
・食器を贈った事があります。 コーヒーメーカーなど、調理器具を頂いた事が多いです。 （３０代:女性）
・新生活先で使える全国展開スーパーの商品券 （５０代:女性）
・親族からお餞別をもらいました。引越しの際には荷物にならないものが基本だと思うので、自分が贈る時も現金にしようと思います
し、
本当に助かるものだと思います。 （３０代:女性）
・買い替えで不要になったレンジを親戚に贈った、というか譲った。 いただいたものは数知れず。結婚と引っ越しが同時だったので、
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■質問４ ご自身が新生活を始めるとしたら、新たに
【用意する物、買う物】はどんなものがありますか？
（複数選択 n=443)
68%

冷蔵庫・洗濯機・生活家電用品
テレビ・オーディオなど
インテリア
パソコン・デジカメなどの情報家電
衣料・洋服
携帯電話・スマートフォン
眼鏡・時計・アクセサリー
自家用車
特に無い・わからない
その他

51%
58%

新生活の際に用意するもので多かったのは
１位 「生活家電」68％
２位 「AV機器」51％
３位 「インテリア」58％
でした。
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●その他の意見（一部抜粋）

・やはり引越し先の間取りに合わせて家具を揃えなくてはいけないと思う（２０代:女性）
・家具・家電・生活用品が中心になると思います。（４０代:女性）
・気に入っていない家具やキッチン用品などは心機一転新しくしたいです。（３０代:女性）
・新生活を始める土地に合わせた物。 都心部であれば自転車など。（３０代:女性）
・生活家電はもちろん、新居のイメージに合ったインテリアにしたいので、色々と雑貨などを買ったりすると思います☆（３０代:女性）
・日用品で、古いものはなるべく引っ越しの際に新調します。（３０代:女性）
・食器など、日常で使用する雑貨類。（４０代:女性）

■質問５ ご自身が新生活を始めるとしたら
【変更したい、加入したい】と思うサービスは？
（複数選択 n=443)
36%

インターネットプロバイダの変更

新生活の際に変更、加入するサービスとして
１位 「プロバイダの変更」36％
２位 「通信会社の変更」20％
３位 「ICカード登録」9％
でした。

20%

光電話・通信会社（NTT・ヤフー・AU…
スイカ・キタカなどのICカード登録

9%

衛星放送・有料放送などへの加入

8%
7%

ケーブルテレビへの加入

7%

携帯電話会社の変更

5%

クレジットカード加入

1%

その他
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●その他の意見（一部抜粋）

・今のプロバイダが、月額の料金が高いので、コレを機に変えると思います。（３０代:女性）
・出来るだけ今まで通りの生活をしたいので、改めてプロバイダや携帯電話会社の変更はしない。（３０代:女性）
・転勤族の我が家はカーテン類一式は特に気分転換も兼ねて替えています。 （３０代:女性）
・郵便局、銀行などの各種住所変更（５０代:女性）
・各種保険。（３０代:女性）
・銀行などの住所変更（４０代:女性）

■質問６ ご自身が新生活を始めるとしたら、新たに
【始めたい】と思うことは何かありますか？
（複数選択 n=443)
新生活の際に、始めたいと思っていることでは
１位 「カルチャースクール」25％
同率 「スポーツを始める」25％
３位 「通信教育」16％
４位 「地域活動」15％
でした。

25%

カルチャースクールなどに参加

25%

スポーツを始める
ビジネスキャリア・資格など通信教育

16%

地域や学校、町内会の活動に参加

15%
9%

ボランティア活動に参加する

7%

英会話等スクールの入学
2%

その他

46%

特に無い・わからない
0%
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■質問６ ご自身が新生活を始めるとしたら、新たに【始めたい】と思うことは何かありますか
●その他の意見（一部抜粋）

・ご飯はできるだけ自炊したい(２０代:女性)
・ジムに通いたい(２０代:女性)
・その地域の観光地やレストランを訪れる。(３０代:女性)
・フラワーアレンジメント(３０代:女性)
・今続けてるものを継続したい(４０代:女性)
・今麻雀を始めたいです(４０代:女性)
・最近運動不足なので運動を始めたい。(３０代:男性)
・仕事。もともとSOHOだったが育児休暇解禁と同時に再開したい。(３０代:女性)
・投資信託(３０代:女性)
・独学で学んでいるウクレレ教室に通いたい。(２０代:女性)
・必ず健康のためもあり。 友達作り、情報収集の場としてスポーツクラブに入会はマストです。 (３０代:女性)
・料理に力を入れたい。通うのではなく本などからレシピを増やしたい。(３０代:女性)

■質問9 新生活やお引っ越しに関して、思い出に残っていること（自由意見一部抜粋）
・前に引っ越しの時、家に物が多くてダンボールに荷物をつめたら１００個ほどあった(^_^;) （３０代:女性）
・20回ほど引っ越し経験がありますが、 引っ越しをするたび「いらないものの整理ができてよかった」と感じることが引っ越しの思い出？です。
（４０代:女性）
・ワンルームに入居したが、下見の不動産屋の説明とは違い洗濯機を設置することができず（排水ができず）、結局3年間コインランドリーで
暮らした。 （３０代:女性）
・一人暮らしをしていてから実家に戻る時、意外にモノがあるのに驚いた。それほど収納がなかったのに、狭い収納スペースにキッチリと
詰めていたようで、モノがたくさん出てきて驚いた。 （４０代:女性）
・引越しは引越し業者さんとの価格交渉が結構たのしみでした。交渉しだいではかなり安くなりました （３０代:女性）
・家具つきだったはずなのに、入居直前になって下見に行ったら、アテにしていたタンスが撤去されていた。なぜか不動産と「折半」して
買うことに・・・ （３０代:女性）
・契約期間のダブりをしたくなかったので、一人暮らしをしていた時、日にちをダブルことなく引っ越しをした。平日だったので仕事を終わらせた
あと引っ越しをした。しんどかった。 （３０代:女性）
・子供が引っ越しを嫌って玄関わきの電柱につかまってはなれなかったこと （６０代:男性）
・初めて一人暮らしをした時、『ここから新しい生活が始まるんだ！』とわくわくした時の気持ちは今でも忘れられません。 （３０代:女性）
・新生活といいますか、学年が上がる際や、学校が変わる際や、新しく仕事を始める時は、人見知りなので、環境に慣れるのに
苦労しました。 （３０代:男性）
・富山で生活を始めたときに、住んでいるところから自転車で大型家電量販店に行こうを思い、地図で調べて向かったがなかなか着かなく
て苦労し、途中で人に道を尋ねたら「まだ遠いよ！やめたほうがいいよ！」止められた。がしかし、意地でたどり着いて買い物をした。
変な達成感があった。 （３０代:男性）

たくさんのご意見ありがとうございました。
引っ越し、新生活に関しては、新しい生活に関してのわくわくした気持ちと、新しい環境に対しての不安、引っ越しのめんどくささ、等
いろいろな要因があるようです。
新生活を始める際に、インテリアや生活用品の買い替えや、通信サービス等の見直しと同じく生活スタイルの見直しをするという意見
が
多くありました。

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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