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北海道のくらしアンケート

くらしく

第185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

お中元・サマーギフト

2014年7月15日〜8月15日

330名（男性68名 女性262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
●2014年、夏のギフトを贈る（45％）、贈る予定はない（55％）
●例年の夏のギフト「毎年贈っている（38％）、必要な時のみ贈る（21％）
●夏のギフトを贈る相手、家族・親戚（44％）、友人・知人（22％）、会社関係（13％）
●選ぶギフトのタイプは、地元生鮮品・特産品（33％）、全国送料無料（22％）、老舗や有名ブランド商品（12％）
●選ぶ商品は、食品（52％）、飲料（酒類含む）（29％）、スイーツ（27％）
●価格は1品2000円〜4000円未満、総額では5000円〜1万円未満。
●購入先はスーパーや百貨店が多く、買ったお店から直接配送。
●印象深いギフト「夏の味覚」「涼味・冷菓」「地域限定・時季限定」商品

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2014年の夏のギフト・お中元についてお聞きしました。
■質問内容

①今年の夏、夏のギフトを贈りますか？
②例年、夏のギフトを贈っていますか？
③夏のギフトを、主にどのような関係の方に贈りますか？
④夏のギフトは、どのようなタイプを選びますか？
⑤夏のギフトを選ぶ場合、どのような商品を選びますか？

⑥夏のギフトは、どのようなお店で購入しますか？
⑦夏のギフト、１品の価格はどれくらいですか？
⑧夏のギフト、総額の予算どれくらいですか？
⑨夏のギフトはどのような方法で贈りますか？
⑩今までに夏のギフト、心に残っている物はなんですか？

■質問１ 今年の夏、夏のギフトを贈りますか？
＜単一選択 n=330＞
２０１４年に夏のギフト・お中元を贈るかをお
聞きしました。
○贈った、贈る予定（45％）
○多くる予定はない（55％）
贈った また
は贈る予定が
ある
45%

贈る予定はな
い
55%

半数近くの方が２０１４年夏のギフトを贈ると
答えています。

■質問２ 例年、夏のギフトを贈っていますか？
＜単一選択 n=330＞
例年の夏のギフトを贈っているかどうかを、お
聞きしました。
毎年贈ってい
る
38%

贈らない、き
めていない
41%

○毎年贈っている（38％）
○必要な時のみ贈る（21％）
○贈らない、決めていない（41％）
贈ると答えた方は約６割、そのうち毎年贈って
いる方は約４割でした。
贈らないと答えた方も約４割いました。

必要な時のみ、贈る
21%

■質問３ 夏のギフトを贈る場合、主にどのよう
な関係の方に贈りますか？
＜複数選択 n=330＞
家族・親類

44%

友人・知人

22%

会社関係
自分用、自宅用に購入
その他
そのつど考えて決める
贈らない
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13%
5%

夏のギフトを贈る相手に関してお聞きしまし
た。
１位：家族・親戚（44％）
２位：友人・知人（22％）
３位：会社関係（13％）
４位：その都度考えて決める（10％）
でした。

4%
10%
33%
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■質問４ 夏のギフトを選ぶ場合、どのようなタイプを選びますか？
＜複数選択 n=330＞
33%

地元都道府県の生鮮品・特産品ギフト
22%

全国送料無料・送料込みの商品を選ぶ
地元都道府県以外の地方の生鮮品・特産品ギフト

12%

老舗や有名レストラン等の食品やブランド品

12%
9%

日用品のギフトセット

8%

期間限定やギフト限定商品を選ぶ
定額コースのギフトを選ぶ（2500円コースなど）

3%

エコや環境に配慮した商品

3%

とくに決めていない その都度きめる

16%
32%

購入しない 贈らない

夏のギフトを贈るとしたら、どのようなもの選ぶかお聞きしました。
１位：地元の生鮮品・特産品（33％）
２位：全国送料無料、送料込み商品（22％）
３位：地元以外の地方の生鮮品・特産品／老舗や有名ブランド商品（12％）
５位：日用品ギフト（9％）
となりました。

■質問５ 夏のギフトを選ぶ場合、どのような商品を選びますか？
＜複数選択 n=330＞
52%

食品
29%

飲料（酒類含む）

27%

スイーツ類
日用品・雑貨（タオルなど）

5%

カタログギフト（贈られる側が選べるギフト）

5%

旅行・商品券
フラワーギフト

3%
2%

インテリア・アクセサリー

1%

衣料品

1%

その他

1%

とくに決めていない その都度きめる

7%

購入しない 贈らない

32%

■質問５ 夏のギフトを選ぶ場合、どのような商品を選びますか？＜その他自由回答抜粋＞

・やっぱり夕張メロンでしょ(５０代:女性)
・義理で送るときは定価の安いものを選ぶので、箱に値段が推測できる記号が書かれていないこと（例：定価が2500円の品ならk-25と
か）(５０代:女性)
・自分が食べて(飲んで)見て美味しかったものや、評判のいいもの、珍しいものを選びます。(３０代:女性)
・相手に合わせてその都度帰ることがある(４０代:男性)
・普段使いで利用できるものか、変わったもの、相手によって変えることもある(４０代:男性)

夏のギフトを贈るとしたら、分類の商品を選ぶかお聞きしました。
１位：食品（52％）
２位：飲料（酒類含む）（29％） ３位：スイーツ（27％）
4位：日用品ギフト、カタログギフト（5％）
となりました。
半数の方が食品と答えています。
自由回答では、相手に合わせて商品を選ぶ、普段使いで利用できる、自分が食べておいしかったもの等、意見がありました。
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■質問６ 夏のギフトを買うとき、どのようなお店で購入しますか？
＜複数選択 n=330＞
スーパー

29%

百貨店

27%

インターネットショップサイト

18%

ギフトショップ

4%

ゆうパック、宅急便のサービス

3%

カタログショッピング

3%

コンビニエンスストア

1%

専門店（上記以外のお店）

11%

とくに決めていない その都度きめる

8%

その他

3%

購入しない 贈らない

31%

夏のギフトを購入する店舗に関してお聞きしました。
１位：スーパー（29％）
２位：百貨店（27％）
３位：インターネットショップ（18％）
４位：ギフトショップ（4％） ゆうパック・宅急便などのサービス／カタログショッピング（3％）でした。

■質問７ 夏のギフトを贈るとしたら、１品の価格はどれくらいですか？
＜単一選択 n=330＞
31%
23%
19%
12%
6%

5%

3%

夏のギフトを購入する際の１品の価格をお聞きしました。
１位：2,000〜3,000円未満（23％）
２位：3,000〜4,000円未満（27％） ３位：4,000〜5,000円未満（5％）
2,000円〜4000円未満の方が、贈らないと答えた方以外で半数以上いました。

■質問８夏のギフトを贈るとしたら、ご予算は総額でどれくらいを予定していますか？
＜単一選択 n=330＞
33%
22%
16%
8%

5%

5%

3%

1%

3%

2%

4%

夏のギフトを購入する総額の価格をお聞きしました。
１位：5,000円未満（22％）
２位：5,000〜1万円未満（16％） ３位：1万〜1万5,000円未満（8％）
5,000円〜1万円未満の方が、贈らないと答えた方以外で半数以上いました。
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■質問９ 夏のギフトはどのような方法で贈りますか？＜複数選択 n=330＞
購入したお店から発送してもらう

55%

直接会って渡す

18%

自分で荷づくりして贈る

6%

とくに決めていない その都度きめる
家族・知人・友人などに届けてもらう
その他

5%
1%
0%

購入しない 贈る予定はない

夏のギフトの贈り方をお聞きしました。
1位：購入した店で発送してもらう（5５％） 2位：直接会って渡す（18％）
となりました。半数以上の方が購入した店から発送しています。

32%

3位：自分で荷造りして発送（6％）

■質問１０今までに夏のギフトとして、心に残っている物はなんですか？。（自由回答）

【北海道産・地元の名産】
・北海道の小麦粉で作ったパスタ。富良野の生産者だと思うけれと、東京の人に贈って喜ばれた （４０代:男性:)
・いつも北海道名物のメロンに決めています。 （４０代:女性)
・その土地でしか買えない銘菓 （３０代:女性)
・トンデンファーム （４０代:男性:)
・ふらののトマトジュースを数年前にいただきました 子供も喜んで飲んでいました （３０代:女性)
・リクエストが多い北海道の食品・・・喜ばれます （４０代:女性)
・夏は北海道の夕張メロンを送っている。送り先からは大好評である。その地でしか買いにくいものを送るようにしている。
山形の方から桃をいただいたことがあるが、それも嬉しかった。 （５０代:女性)
・全国を転勤してあるいたので、その土地の名産品を送っていた。 （６０代:男性:)
・地元が魚が取れるのでしらすを贈ると喜ばれます。 （３０代:女性)
・地元の海産物や農産物 （５０代:男性:)
・地元の特産品を贈って頂いてとても美味しかったです（^人^） （２０代:女性)
・地元の梨 （６０代:女性)
・北海道限定のビールを贈って大変喜ばれたのが嬉しかった。 （６０代:男性:)
・北海道名産品や、北海道でしか売っていない商品などを選んで贈る。 （４０代:男性:)

【飲料・酒類】
・100％ジュース （５０代:女性)
・おばが、毎年子供達にカルピスのお中元をしてくれていた。(子供が小学生の時） 子供達は自分達にお中元がくると
いつも楽しみにしていた。 （４０代:女性)
・なつはビールが喜ばれることが多い。 （５０代:女性)
・ビールが多い （２０代:女性)
・プレミアムビールを贈ったところ「飲んでみたかった」と、喜んでもらえ、以来、ずっとプレミアムビールと決めている相手が
います。 （５０代:女性)
・婚約者のお父さん（大阪在住）に北海道でしか購入できない、 ビールを贈りました。 大阪では手に入らない物だったので、
とても喜ばれた上、 初めて贈ったギフトだったので印象に残っています。 （２０代:女性)
・最近になって、お中元をもらうようになりました。今年のお中元はジュースセットでしたが、子供たちが大喜びしていました
。私も子供の頃、父がお中元で、ジュースや入浴剤をもらってくると、とっても嬉しかったのを思い出します。 （３０代:女性)
・冷たい飲み物を飲むことが多いので、アイスコーヒーやジュースのギフトがうれしかったです。 （４０代:女性)
・毎年、焼酎好きの夫に、昔の部下が珍しい焼酎を送ってくれるのですが、気が利いていると思います。 （５０代:女性)
【涼味・冷菓】
・いつも送っていただく素麺を楽しみにしている （５０代:女性)
・ハーゲンダッツの券。夏は冷蔵庫も冷凍庫もいっぱいになってしまうので、アイスをギフト券で...というのが有り難かったです。
（２０代:女性)
・やっぱり、素麺です。（黒帯） （６０代:男性:)
・夏なのでゼリーのような冷菓は、、もらってみたいです！ （４０代:男性:)
・夏に釧路方面を旅行中に偶然見つけたアイス屋さんのソフトクリームが美味しくて感動し、関東に住んでいる親戚にそこの
アイスを贈ったこと。いつも何を贈ればいいのか悩んでしまうが、即決できて良かった。 （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）

【夏の味覚】
・スイカ一玉。 みんなで切り分けて食べました。 （２０代:男性:)
・その時季にしか味わえないフルーツ、限定品のお酒 （４０代:女性)
・でんすけすいか （４０代:女性)
・フルーツゼリー （６０代:女性)
・メロン （５０代:女性)
・果物の詰め合わせ等はやはり嬉しいです！ 洗剤等も、毎日使うものになるので、嬉しいです。 （３０代:女性)
・驚くほど美味しいメロン一箱。 （５０代:女性)
【食品】
・チーズの詰め合わせをもらってうれしかった （３０代:女性)
・ハム等 （５０代:男性:)
・贈るものはハムと決めています。 過去に送ったもので、心に残っているものは、「伝すけすいか」 主人が面白がって
送ったのですが、皮が真っ黒で珍しい超高級すいかです。 スイカごときに5000円かけた、あの無駄はなんだったんだろうと
時々思い出します。 （５０代:女性)
【菓子・スイーツ】
・子供の頃、毎年ヨックモックが来るのを楽しみにしていました。 （４０代:女性)
・親も既に他界してますので、今は贈る相手もいませんが、フラワーギフトに高級和菓子をセットした商品は、喜んで貰った
記憶があります。 （６０代:男性:)
・本州老舗和菓子店のお菓子は、普段食べられないので嬉しいです （５０代:女性)
【グルメ】
・すき焼き用の松阪牛をお贈りして、とても喜ばれたことが心に残っています。 （３０代:女性)
・ステーキ肉のセットです。主人の教え子からの思いがけない贈り物に感動しました。 （５０代:女性)
・夏休みで家族で食べ放題のホテルのランチバイキング招待券です。長時間ゆったり過ごせました。感謝です。 （５０代:男性:)
・海老がおがくずの中で整列してたギフトには驚きました。触った途端、飛び跳ねキッチンがおがくずだらけ・・・ （６０代:女性)
・殻つきの牡蠣をもらった。身を出すのに四苦八苦。最初のうち軽く見ていて手袋無しで開けようとして軽く手を切ってしまった。
(５０代:女性)
【カタログギフト】
・カタログから好きな商品を選んで発送してもらうというものがよかったです。 （４０代:女性)
【贈る人の合わせて】
・その人にあった物をセレクトするのが楽しい。 例えば、北海道の新鮮食材セットなど （５０代:男性:)
・改まった形ではおくりませんが、栄養ドリンクや夏限定のガムやお菓子をその場であげたりして済ませてます。お互い気を
使いたくないのですが、気持ち伝えるという意味では小規模なり。 （４０代:女性)
・今年から夏ギフトを贈るようになりました。 迷惑にならにものを選ぶという事が、意外と大変でした。 （３０代:女性)
・普段、本人では買わない買えない品を選んでいます。両親思いの息子は誕生日と父母の日には必ずプレゼントを
贈ってくれます。（６０代:男性:)
【日用品】
・洗剤などの日用品をもらえるとうれしいです。ドリップ式のコーヒーも嬉しい贈り物です。 （３０代:女性)
【その他】
・サマージャンボ宝くじ （５０代:女性)
・体験ギフト （３０代:女性)

沢山のご意見ありがとうございました。
夏のギフト、お中元に関しては、約半数の方が、お中元を贈っている。全体の中でおおよそ4割の方が毎年夏にギフトを
贈っているようです。贈るギフトは2000円〜4000円の価格で、主に地元の生鮮品・特産品を贈っているようです。購入
先はスーパーや百貨店が多く。買ったお店から直接配送することがわかりました。
贈る商品は、地元名産品や地元グルメ、夏の味覚(メロン・スイカ・フルーツ詰め合わせ）や、涼味・冷菓が夏のギフトとし
て印象に残っているという意見がありました。

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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