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北海道のくらしアンケート

アンケートレポート

第157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

父の日のギフト

2013年6月1日～6月30日

347名（男性82名 女性292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
●今年の父の日にギフトを贈る（47％） 贈る予定はない（41％）
●今までの父の日にギフトを贈ったことがある（69％）
●ギフトを渡す方法は「直接会って渡す 57％」「宅配便で 21％」
●父の日の贈りたい「お酒・食品」「衣料・アクセサリ」「産直ギフト」
●父の日で自分が貰うとしたら、「お酒・食品」「産直ギフト」「商品券、ギフト券」
●父の日ギフトの費用は「５０００円未満」50％
●ギフトでうれしい事「メッセージカード」「当日に電話したり顔を合わせる事」
アンケート項目
登録モニターの皆さんに、２０１３年チラシ利用に関してのアンケートを行いました・
■質問内容
①今年の父の日に何か贈る予定、受け取る予定は
⑤「 受け取る 」としたら、どのようなものが良いですか
②今までの父の日では、何か贈りましたか、受け取りましたか ⑥父の日のギフトを贈るとしたら、費用はどれくらい
③ 父の日のギフト贈る方法、受け取る方法
⑦贈る際にしたいこと、受け取る際にされるとうれしい事
④「 贈る 」としたら、どのようなものを 贈りたい
⑧父の日で行った事や、してもらった事で思い出

■質問１ 今年の父の日に何か贈る予定、
受け取る予定はありますか？
<複数選択 n=374＞
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■質問２ 今までの父の日では、
何か贈りましたか、または、受け取り
ましたか？<複数選択 n=374＞
贈った

69%

贈っていない

23%

受け取った

5%

受け取っていない

13%

覚えていない わからない

今年の父の日のギフトに関してお聞きし
ました。
贈る予定がある（47％）
贈る予定がない（41％）
全体の５割近くが、父の日のギフトを贈
る予定があると答えています。
受け取る予定に関しては3％
受け取る予定はないが17％ですが、
くらしくのモニターさんの年齢層は
30～４０代の女性層が中心であるため、
あまり参考になるだけの割合にはなって
いません。

今までの父の日でギフトを贈ったことが
あるかどうかお聞きしました。
贈ったことがある（69％）
贈っていない（23％）
回答者の約７割が父の日にギフトを贈っ
たことがあると答えています。
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■質問３ 父の日の贈り物は、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=374>
直接会って

57%

宅配便で

21%

郵便で
知人・友人に頼んだ

13%
0%

その他
覚えていない わからない

直接会って渡していると答えた方が
全体の５割以上いました。
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父の日のギフトはどのような方法で渡し
たかをお聞きしました、
１位：直接会って（57％）
２位：宅配便で（21％）
３位：郵便で（13％）
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■質問４ 父の日にギフトを「 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6位 n=374>
お酒や食品
衣料品やアクセサリー
産直ギフト
健康器具
日用品 生活用品
形のないもの（一緒に外出や食事）
旅行などの招待
商品券やギフト券
家電製品
手作りのもの
フラワーギフト
携帯電話 パソコンなど通信機器
その他
贈らない
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父の日に贈りたいものをお聞きしました。
１位：お酒や食品（51％）
２位：衣料品・アクセサリー（37％）
３位：産直ギフト（15％）
４位：健康器具（14％）
５位：日用品・生活用品（13％）となっています。

■質問５ 父の日にギフトを 「受け取る 」としたら
どのようなものがほしいですか？<複数選択６位 n=374>
お酒や食品
産直ギフト
商品券やギフト券
旅行などの招待
形のないもの（一緒に外出や食事）
衣料品やアクセサリー
日用品 生活用品
健康器具
家電製品
手作りのもの
フラワーギフト
携帯電話 パソコンなど通信機器
その他
受け取らない
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父の日ギフトを「受け取る」としたらどんなものが良いかお聞きしました。
１位：お酒や食品（38％）
２位：産直ギフト（22％）
３位：商品券やギフト券（21％）
４位：旅行などの招待・一緒に外出や食事（14％） っとなっています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
質問１でご説明したように、回答者の約７割は３０～４０代の女性が占めています。
その中で質問5の「贈りたいもの」と、質問６の「受け取りたいもの」を比較してみると、
■贈りたい物＝１位「お酒・食品」２位「衣料品・アクセサリー」３位「産直ギフト」
■受取たい物＝１位「お酒・食品」２位「産直ギフト」 ３位「商品券・ギフト券」 となっていて、
２位以降のモノの順位が違います、
「贈りたい」ものでは父の日として一般的なイメージのある商品が上位にあるのがわかります。
しかし、実際にご自身が「受け取る」立場になると、具体的な物品や商品券などの方が良いと思ってる方が多いことがわかり
ました。
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■質問6 父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=374>
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父の日に贈るギフトの費用についてお聞きしました。
１位：５０００円未満（50％）
２位：５０００円～１万円未満（23％） ３位：１万円～１万5千円未満（5％）
金額的には半数の方が、父の日のギフトの金額は５０００円未満だと考えている様です。

■質問7 父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何ですか？
<複数選択 n=374>
贈りものに手書きのメッセージカードを入れる

32%

着いたその日に電話をしたり、顔を合わせる

27%

贈る当日に集まってお祝いをする

20%

贈る当日に、一緒に外出や外食に行く

18%

家族そろって記念写真を撮る
その他
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父の日にギフトを贈る際にしたいと思うこと、受け取る際にされると嬉しいと感じることをお聞きしました。
１位：手書きメッセージを入れる（32％）
２位：その日に電話をしたり、会う（顔を合わせる）（27％）
３位：集まってお祝いする（20％）
となっています、複数回答のため重複している意見もあります。
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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８ 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 （自由回答一部抜粋）

【ギフトを贈る】
・いつもは父の日の贈り物はしていませんでしたが、今年は初めてしてみました！！ （２０代:女性)
・お酒を贈ろうとしたが未成年でお酒を買う事ができなく、結局お酒のおつまみを買った19歳の父の日。 （２０代:男性:)
・果物鉢を送ったら大事に育てていて嬉しかった （４０代:女性)
・義父に初めて父の日にプレゼントを贈ることにして、悩んだ挙句、ちょっといいネクタイを贈ったら、とても気に入ってくれて
ほっとした。 （２０代:女性)
・義理の父へポロシャツを贈ったところ、すごく気に入ってくれて、毎日洗濯して ここんところ、それしか着ないと
義理の母からクレームがきた。 （５０代:女性)
・今まで贈った事がなかったのですが、今年は「赤いパンツが欲しい」との要望で贈ることになりました。 （３０代:女性)
・子供のころにプレゼントをしたら父が泣いたことがとても思い出に残っています。 （４０代:女性)
・普段使っているものをあげるほうが喜ばれます。うちの場合はリアップです。なかなかいい値段なので普段は自分で
買っているようですがもらえると嬉しいみたいです。 （３０代:女性)
・父の日と父の誕生日がものすごく近くて、よく一緒にされて父は悲しんでいました。最近は別にするようにしているので、
父もうれしそうに「ありがとう」の電話をしてきます。 （２０代:女性)
・以前、サスペンダーを贈ったとき、気に入ってくれたようで「あれ、いつも付けてるわよ」と母が教えてくれてうれしかった
ことがあります。 （４０代:男性:)

【手作りを贈る】
・誕生日が１２月なので手編みや機械編みのニットを毎年プレゼントしました。当時は母の日ほど騒がなかった気がします。
（５０代:女性)
【家族の写真や気持ち】
・1歳と3歳の息子達の歌をカセットテープに録り、義父に郵送したところ、とても喜んでもらえました （５０代:男性:)
・まだ行っていないのですが、娯楽施設などに居る絵描きの方に 家族の集合写真を持って行って、絵を描いてもらい、
プレゼントしたいと 考えています。 （２０代:女性)
・昨年、古希のお祝いでコーヒーメーカーと手作りの大黒柱賞として感謝状を渡しました。 （４０代:女性)
・小学生のころ、手紙と父の絵をプレゼントしたら喜んでくれた気がする （２０代:女性)
予算オーバーの贈り物もを兄弟に声をかけて協力して合同でプレゼントしたら予想外のよろこびようでした。自分の知らない
ところで兄弟3人が連・絡を取り合って相談して買った経緯を何度も尋ねて「そうか、そうか」と感動してました。 （３０代:女性)
・洋服を送って、娘と メッセージカードを そえた。 （３０代:女性)
【家族で集まる・旅行に行く】
・一緒に温泉に行き、背中を洗ってあげた事 （４０代:男性:)
・家族で一緒に食事に出かけるのが 父は好きなんです。 （５０代:女性)
・今年は、家族みんなで、ジンギスカンを食べにビール園に行きました！物ではありませんが、喜んでもらえていたらうれしいです
（２０代:女性)
・子供３人の配偶者とそれぞれの孫が合わせて６人いて、小生たち夫婦2人で、合計14人で、昨年は１泊２日で、草津温泉に
ゆきました。車中が賑やかで、まるで遠足気分でした。楽しい父の日でした。 （７０歳以上:男性:)
・地元球団（日本ハム）の観戦チケットを母の分とプレゼントし、我が家に泊まってもらったのですが、食事をおごってもらったり子供に
お小遣いをくれたり、プレゼントの代金よりも出費させてしまい、申し訳なく思ったことがありました。 （しかし後に我が家に宿泊した
ことをとても喜んでいたと母に聞き、それもまたプレゼントだったかな？と思えるようになりました。） （３０代:女性)
・品物よりも温泉とかに連れていったらとても喜んでくれた。 毎年、家族皆でわいわいするのが好きみたいなので、食事などにも
連れて行こうと思っています。 （６０代:女性)
・父親とは仲が悪いが、この日は一緒に外食する （４０代:男性:)

【これから父の日にギフトを受け取るお父さん】
・今２歳の子どもたちが将来父の日にプレゼントをくれたりしてくれるのかすごく楽しみであり、不安。 （３０代:男性:)
【母の日に一緒に】
・今年は父の日に帰れないと解っていたので５月の母の日に合わせて義実家に帰ってサプライズで義父にも贈りました。
健康のため、生野菜を美味しく食べるために スチームクッカーが欲しいと言っていたので贈りました。（３０代:女性)
【・・・父の日って】
・父の日は、母の日ほど贈り物をあげていないような気がします。でも、洋服や、コーヒー、お酒など、好きなものを贈る事があり、
そうすると、とても喜んでもらえて、うれしいです。 （５０代:女性)
・父の日は贈るものを考えるのが難しい。 でも、ファイターズができてから、困ったときはファイターズグッツをあげれるように
なって、選ぶのも楽しくなった （３０代:女性)
・母の日に比べて忘れがちなので、前もってネットで購入することが多いです。 （３０代:女性)
・母の日は毎年気にしていますが、父の日は特にこれまで送ったことがないです。 （３０代:女性)
・毎年 父の日は毎年、毎年何にするか悩みます （４０代:女性)
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たくさんのご意見ありがとうございました。
父の日に関しては、ひと月前にある母の日と比べて、ギフトを意識する方が少ない印象があり、また父の日にどんなものを
あげると喜ばれるのががわからないという意見が多くありました。
印象に残ったのが、家族で外食をするとか、家族であうことを楽しみにしている父親の思い出の意見です。
物（ギフト）を贈ることが大事なのではなくて、気持ちが伝わることが大事なのだろうと感じました。
アンケートには、もう父親が無くなっていて、贈ることができなくなった方も、今までの思い出として意見を書いてくださ
いました。ありがとうございました。

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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