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北海道のくらしアンケート

くらしく

第202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

2015年母の日のギフトアンケート

2015年5月11日～5月30日

296名（男性63名 女性233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
●今年の母の日に贈り物をする（61％）、受け取る予定がある（22％）。

今まで母の日に贈り物をしたことがある（85％）

●母の日のプレゼント、贈った相手は「実の母（82％）」「義理の母（48％）」「祖母（5％）」「叔母（3％）」
●母の日のプレゼントの渡し方、受け取り方、「直接会って（68％）」「宅急便で（35％）」「郵便で（13％）」
●ギフト、贈るとしたら「フラワーギフト（54％）」「食品・スイーツ（42％）」「衣料・アクセ（3２％）」「産直品13％）」
●受取るとしたら「食品・スイーツ（41％）」「フラワーギフト（30％）」「衣料・アクセ（19％）」「商品券・現金（18％）」
●母の日ギフト、購入先は「百貨店（50％）」「ネットショップ（34％）」。費用は「５０００円未満（55％）」
●母の日は家族でお祝いをしたり、外食をする。贈り物の定番はフラワーギフトと食品が多い。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2015年の母の日ギフトに関してのアンケートをお願いしました。
2015年の母の日は5月10日（日曜日）で、ゴールデンウィーク5連休の後、平日2日をはさんだ日曜日となりました。
■質問内容

①今年の母の日に贈り物をしますか？受け取りますか？
②いままでの母の日に贈り物をしたこと、受け取ったことは？
③プレゼントを贈った相手は、どのような立場の方ですか
④プレゼントは、どのような方法で送り、受け取りましたか？
⑤母の日に「贈る」としたらどんなもの？

⑥母の日に「受け取る」としたらどんなもの？
⑦母の日ギフト、購入先は？
⑧購入する費用は？
⑨贈る際にすること、してもらうと嬉しいこと
⑩今までの母の日で行った事や、してもらった事

■質問１ 今年の母の日に何か贈り物をします
か？または、受け取りますか？
＜複数選択 n=296 ＞
贈った・贈る

61%

贈らない・贈る相手がいない

今年、母の日で贈り物を贈ったと答えた方は
全体の61％

25%

受け取った・受け取る予定

今年母の日で贈り物を受け取った、受け取る予定と
答えた方は、
全体の22％

22%

受け取らない
わからない

2015年の
母の日の利用状況についてお伺いしています。

10%

となっています。

4%

■質問２ 今まで母の日に何か贈り物をしたこ
と、受け取ったことがありますか？
＜複数選択 n=296＞
贈ったことがある

贈っていない

85%

受け取っていない

覚えていない・わからない
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贈ったことがある
全体85％

8%

受け取ったことがある

30%

9%

2015年に限らず、今までの母の日での
贈り物に関してお聞きしました。

受け取ったことがある
全体の30％
となっています。

3%
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■質問３ 母の日のプレゼントを贈った相手は、
どのような立場の方ですか？
＜複数選択 n=296＞
実家の母親

母の日のプレゼントを贈った相手について
お聞きしました。
１位：実家の母親（82％）
２位：義理の母（48％）
３位：祖母（5％）
４位：叔母（3％）

82%

義理の母親

48%

祖母(配偶者の祖母も含む）

5%

叔母

3%

知人・友人の親しい年長の女性

2%

その他

1%

覚えていない・わからない

2%

贈っていない

となりました。
ご本人の母親、配偶者の母親以外に、祖母へ贈ったと
いう方が5％いました。

12%

■質問４

母の日のプレゼントは、どのような方法で送りましたか、
または受け取りましたか？＜複数選択 n=296＞

直接会って渡した 受け取った

68%

宅配便で届けた 受け取った

35%

郵便で贈った 受け取った

13%

一緒に買物に行って、買ってあげた 買ってもらった

10%

知人・友人に届けてもらった 受け取った

1%

その他

3%

覚えていない わからない

2%

贈っていない 受け取っていない

10%

母の日のギフトの渡し方、受け取り方に関して、お聞きしました。
１位：直接会って（68％）
２位：宅急便で（35％）
３位：郵便で（13％）
４位：一緒に買った（10％）
でした。
「直接会って」が約７割と多く、４位に「一緒に買物に行って」（10％）が入っています。

質問５ 母の日にギフトを「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=296＞
54%

フラワーギフト
42%

食品・スイーツなどのギフト
32%

衣料品やアクセサリー
13%

産直ギフト

10%

日用品 生活用品

10%

形のないもの（一緒に外出や食事）

9%

旅行などの招待
健康器具

9%

商品券やギフト券 現金

8%
5%

家電製品
手作りのもの
携帯電話 スマートフォン パソコンなど通信機器
その他
贈らない わからない

4%
1%
4%
9%

母の日のギフトで何を「贈る」としたら、何がいいかをお聞きしました。
１位：フラワーギフト（54％）
２位：食品・スイーツ（42％）
３位：衣料品・アクセサリー（32％）
４位：産直ギフト（13％）
５位：日用品、生活用品（10％） 同５位：形のないもの（食事や外出）10％）
と、なりました。フラワーギフトが１位となっています。
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■質問6 母の日にギフトを「受け取る」 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=296＞
食品・スイーツなどのギフト

41%

フラワーギフト

30%

衣料品やアクセサリー

19%

商品券やギフト券 現金

18%

形のないもの（一緒に外出や食事）

16%

産直ギフト

16%

旅行などの招待

13%

日用品 生活用品

9%

家電製品

7%

手作りのもの

7%

健康器具
その他

7%
2%

受け取らない わからない

21%

母の日のギフトで何を「受け取る」としたら、何がいいかをお聞きしました。
１位：食品・スイーツ（41％）
２位：フラワーギフト（30％）
３位：衣料品・アクセサリー（19％）
４位：商品券、ギフト券・現金（18％）
５位：形のないもの（食事や外出）（16％） 同５位：産直ギフト（16％）
と、なりました。贈る側に対して、受け取る場合は、食品、現金など現実的な意見が多くありました。

■質問７ 母の日のギフトを贈るとしたら、どこで購入しますか？
＜複数選択 n=296＞
50%

百貨店
34%

インターネットショッピングサイト
専門店(食品・スイーツ等）

30%

食品スーパー・総合スーパー等

30%
20%

専門店(ファッション・アクセサリー等）
9%

ギフトショップ
専門店(生活雑貨・家電など）

9%

カタログギフト・ゆうパックや宅配業のギフトパック

8%
6%

家電量販店・ホームセンター・ディスカウント・ドラッグ等
コンビニ
その他
手作りや現金、形がないもの等を贈った
わからない
贈らない

0%
2%
4%
5%
8%

母の日のギフトを贈るとしたら、どこで購入するかをお聞きしました。
１位：百貨店（50％）
２位：インターネットショップ（34％）
３位：専門店（食品・スイーツ）（30％）
同３位：食品スーパー（30％） ５位：専門店（ファッション・アクセサリー）（20％）
となりました。
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■質問８ 母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=296＞
55%

24%

8%

5%

1%

1%

0%

0%

3%

1%

母の日のギフト１個あたりの価格をお聞きしました。
１位：５０００円以下（55％） ２位：５０００円～１万円未満（24％）
３位：１万円～１万５円未満（24％）
でした。
5割以上の方が、母の日のギフトの価格は5000円未満と考えているようです。

■質問９ 母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は？＜複数選択 n=296＞
44%

贈りものに手書きのメッセージカードを入れる
27%

着いたその日に電話をしたり、顔を合わせる
17%

贈る当日に、一緒に外出や外食に行く
14%

贈る当日に集まってお祝いをする
9%

家族そろって記念写真を撮る
その他
わからない
贈らない

3%
12%
10%

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をお聞きしました。
１位：贈り物にメッセージカードを入れる（44％）
２位：着いたその日に電話をしたり顔を合わせる（27％）
３位：一緒に外出や外食に行く（17％） ４位：お祝いをする（14％） となりました。
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今までの母の日で行った事や、してもらった事で思い出に残っていること（自由回答）

【家族でお祝い】
・今年、初めてケーキを購入して家族で食べました。誕生日でもないしソングの替え歌でローソクを消していただきました。
ちなみに’サンキュー、サンキュー、お母さん、いつも有難う’です （６０代:男性:)
・みんなでケーキを食べてお祝いをした。 （３０代:女性)
・今年は子供達と夫が夕食にお好み焼きを作ってくれました。 普段は自分で作ってばかりなので 作ってもらうのは嬉しいし
美味しかったです(*^▽^*) （３０代:女性)
・夫と子供が手作りの絵本をプレゼントしてくれたこと。 （４０代:女性)
【一緒に外出、外食】
・いっしょにお寿司を食べて楽しかったです （３０代:女性)
・ゴールデンウィークに帰省した際に、一緒に買い物に行った、衣料品を買ってあげた （４０代:男性:)
・バラ祭りで母とお弁当を持ってバラを存分に堪能したこと （５０代:男性:)
・レストランに食事を招待したことがあり、大変喜ばれました。 （４０代:男性:)
・一緒に服を買いに行く。服のおしゃれが好きなので、とても喜ぶ。 （４０代:女性)
・食事に連れて行ってもらいプレゼントまでもらい和やかに祝ってもらい嬉しかった。 （６０代:女性)
【父の日と一緒にお祝い】
・父の日も兼ねて温泉旅行に連れて行った。 遠方に住んでいるので飛行機で帰ることだけでも親孝行だと思う。 （４０代:女性)
【子どもからのプレゼント】
・2歳の息子に似顔絵を書いてもらったこと。 （２０代:女性)
・3歳の息子が手形のバインダーを幼稚園で作ってきた。うれしくて号泣した （３０代:女性)
・８歳の娘から似顔絵を貰った。毎年漫画のような似顔絵だったのが、人物画になっていて成長を感じた！！ （３０代:女性)
・今年子供たちが保育園で母の日プレゼントを作って持って帰ってきた。 （２０代:女性)
・今年初めて小6の息子からカーネーションの花をもらいました。 （４０代:女性)
・子供から折り紙で作ったお花と一緒に５００円を貰ったこと（好きな物を買ってね！とメッセージ付き） （４０代:女性)
・子供が部屋を癒しスペースに飾り立てマッサージをしてくれた事 （４０代:女性)
・小学生の子供が、「一日極楽券」を作ってプレゼントしてくれた。いつでも肩もみ足もみをしてくれる券で、何度でもご
利用可能と書いてあって、とても嬉しかった。 （４０代:女性)
・息子が中一の時、学校の家庭科で習った酢豚を母の日に作ってくれた。主婦歴ん十年の私から言わせれば１本も
２本も味が足らないものだったけれどね、お母さんはパイナップルが入った酢豚が好きだからと考えて何と！
缶詰１缶全部入れた酢豚だった。（５０代:女性)
【衣料品・身に付ける物】
・アウトドアが好きな父とおそろいのアウターウエアを贈った。 （５０代:女性)
・今年の母の日に小学生の娘たちにお財布とバックを貰ってとても嬉しかった。 （５０代:女性)
【スイーツ】
・いつも フラワーギフトが定番だったのですが、今年はスイーツにしてみたところ、とても喜ばれました。 （３０代:女性)
・今年の母の日は県外に住むお嫁さんから、紅茶とクッキーのセットが届きました。うれしかったです。 （５０代:女性)
【食品】
・いつも名産のソーセージを送っていたのですが、ある年に石鹸やバスボムなどを送ったところがっかりされてしまい、
それ以来毎年ソーセージで統一しています。 （３０代:女性)
・数年前、義母に花をあげたら、花は枯れちゃうから勿体ないので来年は要らない！と言われた。ちょっと悲しかった＾＾＝３
今年は食べ物TVで美味しいと言っていたものあげました （５０代:女性)
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今までの母の日で行った事や、してもらった事で思い出に残っていること（自由回答）

【フラワーギフト】
・カーネーションをもらった （５０代:女性)
・今年、夫がインターネットショップ経由でミニーマウスのブリザードフラワーを母の日に届くように手配してくれていました＾＾
（４０代:女性)
・今年はタイミングが合わなくて、まだ何も贈っていないです。会える日に花束を用意してあげたい。 （３０代:女性)
・今年初めて義理の母にお花を送りました。主人 は今までしたことがないとのことだったので喜んでもらえました。私の株も
少しあがったかなーなんて思ってます（笑） （３０代:女性)
・初めての母の日のプレゼントはベタなカーネーションの花束だったが、予想外に喜んでくれて、驚いた記憶がある。
（４０代:男性:)
・父・私・妹で一緒に買った花束に、それぞれ書いたメッセージカードをつけて母に渡していました。母の笑顔を見ると
嬉しくなります。 （２０代:女性)
【家電製品】
・今年の母の日は、母ご所望のマッサージ器を購入しました。神経痛かなんかがひどいらしく、ずーっとマッサージ器が
欲しいと言っていたので、やっと手に入れられてとても満足そうでした。その顔を見てこっちまで幸せになった気分です。
（２０代:男性:)
【日用品】
・昨年、実家の母と義母それぞれに鉄瓶の急須を贈りました。重たいし手入れが面倒なので使うかどうか半信半疑できしたが、
両母ともに大喜びで何度もとても素敵なものを贈ってくれてありがとうと言ってくれて、贈った方もとても満足できました。
（４０代:女性)
・初任給でフライパンを贈ってもらった。 （６０代:女性)
【現金など】
・義理の母に、花や衣服は止めてお金にしてくれと言われショックだったんですが、衣服は息子にあたる主人が選び送った
物で、私同様の言葉があり主人もショックを受けてました。 （６０代:女性)
【母以外へプレゼント】
・兄弟から、母の日に便乗して同じ贈り物をもらったこと。 （４０代:女性)
・今までお世話になった方たちに送っています。 毎年５人くらいの母がいます。 （３０代:女性)
【手づくりを贈る】
・今年はホームベーカリーでパンを焼いてプレゼントしました。とても喜んでくれました （３０代:女性)
【その他】
・実家とは遠方でなかなか会えないので、毎年電話します。一度聞いたことのある事だったりしますが、それを
延々と聞くことも親孝行だと思っています。 （４０代:女性)
・小学生のときまでしか母の日のプレゼントは渡していません… （３０代:女性)
・母に贈り娘から贈られていますが、娘はちゃんと贈る姿を見て育ったんだなぁと感じる事があります。娘には倍返しで
お礼をします(^^) （６０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
母の日のプレゼントは、今までに贈ったことがある方は全体の８割以上となっています。贈る相手は、実母が82％と多く、
少数意見では、祖母5％、叔母3％という意見もありました。
母の日ギフト費用は５０００円未満で、内容は、贈る側の意見としては「フラワーギフト、食品など、キモチのこもったも
の」、受け取る側の意見としては食品、衣料、現金など、「貰って実のあるもの」が好まれるようです。
自由回答で多かったのは、子どもからの手づくりのプレゼントや、家族で作る食事、家族で過ごす思い出が多くあり、贈り
物に関しては、定番のフラワーギフト以外に、贈る相手の希望に沿った商品を贈っているようですが、何を贈っていいか
困っている状況も自由意見から見受けられます。
興味深かった意見として「母に贈り娘から贈られていますが、娘はちゃんと贈る姿を見て育ったんだなぁと感じる」とあり
ます。家族が贈る姿をみて、子がそれを続けていくことが、贈る側も受け取る側にとってもうれしいギフトになるのだと感
じました。
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