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北海道のくらしアンケート

くらしく

第191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

ワインと食

2014年11月18日〜11月30日

335名（男性72名 女性263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
●ボジョレーヌーボーの解禁日11/20、「知っていた（57％）」
●ボジョレーを毎年購入（6％）、毎年ではない（12％）、気になったとき（19％）、意識しては購入してない（28％）
●ボジョレーヌーボー購入先、１位：スーパー（33％）
２位：コンビニ（19％）
３位：百貨店（12％）
●ボジョレーヌーボーは、「自宅で飲む（53％）」 「飲食店（お酒を飲む目的で）（12％）」
●＜ワインに関して＞自宅でワインを飲む（20％）、たまに飲む（39％） ６割がワインを自宅で飲む。
●＜ワインのサイドメニュー＞１位：チーズ（56％）、２位：ハム・ソーセージや肉料理（46％）、３位：ピザ（31％）
●ボジョレーは、気になったときだけスーパーやコンビニで購入。 ワインは普段の食卓へ浸透？

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2014年のボジョーレーヌーボーの利用と、普段の生活の中でのワインと食に関しての
アンケートをお願いしました。
■質問内容

①11月２０日ボ-ジョレー解禁日しっていましたか？
②今までにボジョレーを購入したことがありますか？
③ボ-ジョレー・ヌーヴォーをどこで購入しましたか？
④ボージョレー・ヌーヴォーをどこで飲みますか？
⑤自宅でワインを飲むことがありますか?

⑥普段の生活でワインを飲む頻度はどれくらいですか。
⑦ワインを飲むときに一緒に食べたいと思うもの
⑧今までの生活の中でワインを楽しんで飲んだ思い出

■質問１ 11月２０日（木）がボジョレーヌーボーの
解禁日だと知っていましたか。＜単一選択 n=335＞
2014年のボジョーレーヌーボーの利用と、普
段の生活の中でのワインと食に関しての意見を
お聞きしました。
２０１４年１１月２０日がボジョレーヌーボー
の解禁日だと知っていたかをお聞きしました。
知らなかった
43%

知っていた
57%

○知っていた（57％）
〇知らなかった（43％）
半数以上の方がボジョレーヌーボーの解禁日を
知っていたと答えています。

■質問２ 今までにボジョレーヌーボー（新酒で楽しむワイン）を
購入したことがありますか？＜単一選択 n=335＞
28%
21%

19%
12%

13%

6%
1%

ボジョレーヌーボーを購入に関してお聞きしました。
「毎年購入している（6％）」、「毎年ではないが購入（12％）」、「気になったとき購入（19％）」と、ボジョレーヌー
ボーを意識して購入している方は37％でした。
３割弱の方はボジョレーヌーボーを「意識して購入していない（28％）」と答えています。
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■質問３ 購入したことがある方は、ボジョレーヌーボーを
どこで購入しましたか？＜複数選択 n=335＞
33%

スーパー
19%

コンビニエンスストア
12%

百貨店
8%

酒のディスカウントストア
5%

街中の酒屋さん
3%

飲食店・レストラン

3%

インターネット
1%

カタログ販売・通信販売

1%

その他

3%

わからない

27%

ボジョレーヌーボーを購入したことがない
21%

お酒を飲まない

ボジョレーヌーボーの購入先についてお聞きしました。
１位：スーパー（33％）
２位：コンビニ（19％）
３位：百貨店（12％） ４位：ディスカウントストア（8％）
５位：街の酒屋さん（5％）
となっています。
最近ではコンビニエンスストアや量販店でも安価なボジョレーヌーボーを販売するようになっているためでしょうか。

■質問４ ボジョレーヌーボーを飲むとしたら、どこで飲みますか？
＜複数選択 n=335＞
53%

自宅で飲む
12%

飲食店（お酒を飲む目的のお店）で

11%

レストランや料理店などで食事と一緒に

8%

友人・知人の家で（パーティーなど）
その他
わからない

1%
2%
21%

ボジョレーヌーボーを飲まない

21%

お酒を飲まない

ボジョレーヌーボーを飲む場所についてお聞きしました。
１位：自宅で飲む（53％）
２位：飲食店（お酒を飲む目的のお店）12％
となっています。
ボジョレーヌーボーを飲むとしたら、自宅と答えた方は全体の５割でした。

３位：レストランや料理店（11％）

■質問５ 自宅でワインを飲むことがありますか?
＜単一選択 n=335＞
20%

飲む

■ワイン全般に関してお聞きしました。
39%

たまに飲む

10%

ワインは好きではない
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６割の方が自宅でワインを飲むと答えています。
21%

お酒を飲まない

わからない

自宅でワインを飲むかをお聞きしました。
〇飲む（20％）
〇たまに飲む（39％）

8%

飲まない

2%
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■質問６ 普段の生活でワインを飲む頻度はどれくらいですか。
＜単一選択 n=335＞
22%
15%
12%

11%

12%

8%

8%

8%

2%

1%

普段の生活の中で、ワインを飲む頻度をお聞きしました。
多かったのは、意識してワインを飲まない（18％）。頻度に関しては、「毎日飲む（2％）」以外の選択肢に広く分布してお
り、目立った傾向はありませんでした。

■質問７ ワインを飲むときに一緒に食べたいと思うものはなんですか？
＜複数選択 n=335＞
56%

チーズ
46%

ハム・ソーセージや肉料理
31%

ピザ
20%

魚料理
シチュー・鍋料理など、ホットメニュー

14%

お菓子・スナックを食べながら

13%
11%

普段の食事の際に飲む

11%

スイーツ
ワインだけ楽しんで飲む
和食
ワインは飲まない
お酒は飲まない

5%
5%
11%
19%

■質問７ワインを飲むときに一緒に食べたいと思うものはなんですか？（その他自由回答）

・キッシュ（３０代:女性）
・クラッカーとクリームチーズと赤ワイン（４０代: 女性）
・ナッツやフルーツ。（４０代:女性）
・パスタ料理 パン（４０代:女性）
・ホットワインをつくって飲む（５０代:女性）
・レーズンバター（４０代:女性）
・案外鍋料理と合わせて食べるとおいしい（４０代:男性）
・休日の夕食時に語らいながらのんびりした時間を過ごしたいときなのでなんでも一緒に食べます。（４０代:女性）

ワインを飲むときのサイドメニューをお聞きしました。
１位：チーズ（56％）
２位：ハム・ソーセージや肉料理（46％）
３位：ピザ（31％）
４位：魚料理（20％） ５位：シチュー・鍋料理などホットメニュー（14％） となりました。
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今までの生活の中でワインを楽しんで飲んだ思い出やおいしい楽しみ方など。（自由回答）

【ワインの思い出】
・１５年前くらいの３０歳くらいのとき、友達からサングリアというワインを使った飲み物を教えてもらった時は衝撃的だった。
フルーティで美味しくて、家でオリジナルで作ったりできるし、ワインの幅が広がった！ （４０代:女性)
・ある祝賀会で飲んだ白ワインがとてもおいしかったのが印象に残っている。 （３０代:女性)
・プロポーズの日に、彼女にはサプライズの意味で、内緒でリムジンを用意しておいて、二人の思い出のワインを用意して
もらって、飲んだこと。 （４０代:男性:)
【ワインの楽しみ方】
・ジュースで割って飲んだり、炭酸水で割って飲んだりしています。 （３０代:女性)
・ホットワインを初めて飲んでから冬の時は自分で作って飲むのですが 外で飲むほうが美味しく感じる。 （５０代:女性)
・ワイン農家へ直接購入に行き、大切に数か月ねかせてから頂くワインはやっぱり特別な気持ちになり、よく味わいながら
頂きます。 （４０代:女性)
・安いワインでも美味しく頂いています。ホットワインも温まって美味しいです。 （４０代:女性)
・夏場は自宅バルコニーから夜景を眺めながらワインを飲んだり、ブランチにワインを飲む事もある。 （４０代:女性)
・海外に行った時には、日本のビールのような感覚で、ワインを飲みました。 （３０代:女性)
・高いものと手ごろなものとを飲み比べしてワイワイ楽しみます。意外と手ごろでおいしいものに出会えることもあり、たのし
いです！ （４０代:女性)
・最近 友人と飲む時は赤ワインをオレンジジュースで割って飲むのが大流行している 安いワインでもとっても美味しいです
（５０代:女性)
・主人が出張でいないとき、高級赤ワイン375ml（これで4000円程！）とステーキを買って一人で美味しく頂きました！ （４０代:女性)
・普段のお酒ってイメージじゃなく、お祝いに飲んだりすることが多いように思ってたのですが、白ワインの安いもので
美味しいものがあるんで、最近は普段にのんだりしてます （３０代:女性)
・最近はワインの価格が安くなったので買いやすいです。手頃な価格の物を普段用に買い置きしています。夕食のメニューが
洋風の時はワインを飲みます。息子も成人して一緒に飲めるようになったので楽しみが増えました。 （５０代:女性)
・白ワインにつぶつぶみかんジュースをいれてカクテルっぽく飲んだりしています。ジューシーで美味しいです。
（３０代:女性)
・猫好きなので、誕生日やクリスマスや何かの時には必ず「カッツ」という猫のラベルのついたワインを飲んでいた。
（４０代:女性)
・毎年、ボジョレーヌーボーワインと食事を楽しむ会を開き、友人と楽しむ。 （４０代:女性)
・友人や仲間たちと、安いワインの飲み比べをして盛り上がったことがあります。最近は、瓶に入ったワインではなく、
ビンそっくりのペットボトルに入ったワインを自宅用で楽しんでいます。週末のお風呂上りの楽しみです。 （４０代:女性)
・冷やしたスパークリングワインをお風呂上がりに飲む。 （４０代:女性)
【ワインとメニュー】
・チーズフォンデュとワイン。ワインワインになってしまうけれどチーズとワインは定番のような気がする （４０代:男性:)
・ワインは煮込み料理に使うモノだと思ってきました。 （３０代:女性)
・ビーフシチューに赤ワインを入れると ほんとに味に深みがでておいしい！ （５０代:女性)
・ボジョレーを買いそびれた年に たまたま、実家の母がプレゼントしてくれて、 その日に飲まずに、後日手作りのキッシュを
作って 一緒に楽しみました。 （３０代:女性)
・実家に帰った時に、家族でチーズやつまみ（豆のスナックやイカスナック）を食べながら、甘口の赤ワインを飲んで楽しみ
ました。安いワインだったけど飲みやすくておいしかったです。 （３０代:女性)
・DVDをレンタルしてきてワイン、チーズ、手作りポップコーンを用意しておうちシアターを楽しむのがささやかな、至福の時です。
（５０代:女性)
・手作りのパスタ料理、ピザと一緒に頂くと格別です。 （４０代:女性)
・担担麺とワインはよく合う （５０代:男性:)
・冬になりリンゴが美味しい季節になると、残った赤ワインでリンゴのコンポートを作ります。我が家の冬の風物詩です。
（５０代:女性)
【お祝い・歳時の際に】
・お祝い事のパーティーでたまに飲むシャンパンやワインはすごくおいしいと思う。 （３０代:女性)
・お正月 （２０代:女性)
・よいことがあったり記念日にはワインを飲みたくなります。（４０代:女性)
・結婚記念にいつも飲みます！ （３０代:女性)
・結婚記念日などに、ティオペペというワインを飲みました。 ドラマ「探偵物語」で、主人公の工藤ちゃんが飲むので、
大ファンの主人が 大切な日には ティオペペを飲みたいということで…。 （３０代:女性)
・子供が１０歳になった記念日に買ったワインの瓶が捨てれません。 子供が手書きだったけど 「パパ・ママ・ありがとう」と
書いてくれたから＾＾ 有難うと言う気持ちの入った瓶だから捨てれないかな〜ずっと〜＾＾； （４０代:女性)
・誕生日に少し高めのワインをいただく （４０代:女性)
・普段はビール派なのですが、クリスマスなどのイベントの時は、ワインも買います。なんとなくパーティーっぽさが出ると思うので。
（３０代:女性)
・友人達との忘年会でワインを楽しんだ。 （５０代:女性)
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今までの生活の中でワインを楽しんで飲んだ思い出やおいしい楽しみ方など。（自由回答）

【クリスマスに】
・クリスマス、お友達とピザパーティをして楽しんだ記憶があります。 （３０代:女性)
・クリスマス、誕生日など照明を落としてケーキを囲んでワインを注ぎ静かに祝う。 （６０代:女性)
・クリスマスなどはスパークリングワインを飲みます。普段飲むワインとは違い新鮮です。 （４０代:男性:)
・クリスマスにはホットワインを作って飲むのが恒例になっています。 （３０代:女性)
・クリスマスには必ず飲みます。息子娘孫が集まってパーティという程でもありませんが、賑やかに食べながら、飲みながら
やっております。（６０代:男性:)
・クリスマスの時にワインを飲みます。 普段はあまり飲まないので特別な日に飲みます。 札幌大通公園のミュンヘンクリスマス市
でホットワインを飲みました。体が温まって美味しかったです。 （３０代:女性)
・クリスマスはいつも仕事だったので外でディナーができず、恋人とのクリスマスデートは毎年どちらかの部屋。手作りの
クリスマスディナーにワイン、が定番でした。特にチーズケーキと白ワインの組み合わせがお気に入りで、毎年必ず
用意していました。 （２０代:女性)
【ギフトにワイン】
・今年、退職祝いに同僚から高級ワインをいただき呑めずに仏壇に飾ってあります。いつ開けられるのか？ （６０代:男性:)
・職場での忘年会でビンゴの景品で高いワインが当たって、その場で開けてみんなでおいしくいただきました！ （４０代:女性)
・生まれた年のワインをいただいたとき嬉しかったです （５０代:女性)

【ホテル・レストランで】
・ホテルのコース料理で飲んだワインが美味しかったのを覚えている。 いつもと違う雰囲気で、普段はあまり飲まないので、
ちょっと緊張気味だった。 （３０代:女性)
・ホテルのバイキングで飲んだこと （５０代:男性:)
・会員登録している居酒屋で誕生日に来店したら、自分の名前をプリントしたラベルがついたワインをプレゼントされた。（４０代:女性)
・仲の良い友達とシチュー専門店でワインを飲んだこと。 （４０代:女性)
・同性の友人との女子会。一口だけ...と思ったはずが、イタリアンのお店で２人でデキャンタを一本飲んでしまいました。
とても思い出深い記念です。 （４０代:女性)

【お酒を控える】
・20代の頃はお酒が大好きだったので、1人で一本空けてしまう日もありましたが、今は子育てのため禁酒中。落ち着いたら
美味しいワイン探しでもしたいです。 （３０代:女性)
【その他】
・最近の国産ワインは美味しくリーズナブルになった （３０代:女性)
・東京に勤めていたとき、上司にワインバー？に連れて行ってもらい クッソ高いシャンパンなどもご馳走してもらったが
全く旨いと思えなかった。 炭酸ジュースの方が好きだし 更に言うと 発芽玄米ご飯５合食う方がより魅力的だ。 （３０代:女性)
・料理に使うだけ （４０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
ボジョレーヌーボーに関して、広く認知されていて購入もされているようです。購入や利用のされ方に関しては、毎年恒例
というわけではなく、興味を持った時や、興味を持った時、スーパーやコンビニで購入されるようです。
あまり特別と考えて利用されているようではなさそうです。
ワインの飲まれ方に関しても、「クリスマスや誕生日、パーティーなどの際に飲む」以外に、普段の生活でも、食事に合わ
せながら、安価で美味しい物を見つけて楽しんで飲まれているようです。
ボジョレーヌーボーがスーパーやコンビニで普通に買われるようになって、ワイン全体の「特別な感じ」が薄れてきている
と感じます。それと同時に、一年を通しての食卓にワインの出番が増えているようです。
金額的にもお手軽で飲みやすいワインも多くなってきていていますね。

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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