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くらしく

北海道のくらしアンケート

第160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
夏のギフト・お中元

2013年7月10日～8月10日

365名（男性78名 女287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
●2013年の夏のギフト・お中元を贈る、贈る予定がある 43％
●例年夏のギフトを「毎年贈る」34％、「必要な時贈る」21％、半数以上の方が夏のギフトを利用している。
●夏のギフトを贈る相手は「家族・親類」44％ 「友人・知人」23％
●夏のギフトは「地元の生鮮品・特産品」32％ 「送料無料・送料込み商品」20％
●夏のギフトは「食品を贈る」52％ 「飲料」32％
●夏のギフト購入先は「百貨店」31％ 「スーパー」29％ 「ネットショップ」19％
●夏のギフト価格は１品「３０００～４０００円未」 総額「５０００円～１万円未満」
●夏のギフトは「店頭発送」52％
アンケート項目
登録モニターの皆さんに、２０１３年の夏のバーゲン商戦に関してのお買物についてお聞きしました。
■質問内容
⑤ 夏のギフトを選ぶ場合、どのような商品を選びますか？
①今年、夏のギフトを贈りますか？
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？
②例年は夏のギフトを贈っていますか？
⑦夏のギフトを贈るとしたら、ご予算は「１品」でどれくらい？
③夏のギフトはどのような関係の方に贈りますか？
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？
④夏のギフト、どのようなタイプの商品を選びますか？
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として、心に残っている物

■質問１ 今年、夏のギフトを贈りますか？
＜単一選択 n=365＞

２０１３年夏のギフト・お中元ギフトの実施状況
をお聞きしました。
「贈る・贈る予定」42％
「とくに贈る予定はない」58％
とくに贈る予
定はない
58%

贈る または
贈る予定
42%

回答者の約４割が贈る・贈る予定があると
答えています。

■質問２ 例年は夏のギフトを贈っていますか？
＜単一選択 n=365＞

例年、夏のギフト・お中元ギフトの利用状況に関
してお聞きしました。
「毎年贈っている」34％
「必要な時のみ贈る」21％
「特に決めていない、贈らない」45％

毎年贈ってい
る
34%

とくにきめて
いない・贈ら
ない
45%

回答者の半数以上の方が
「毎年贈る」「必要な時贈る」と答えています。
半数以上の方が、夏のギフトを利用、定期・不定
期によらず利用しているようです。

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=365＞
家族・親類

44%

友人・知人

23%

会社関係

とくにきめていない

13%

そのつど考えて決め
る

自分用、自宅用に購入する。
その他

10%

くらしくモニターさんは３０～４０代の主婦
層が中心のため、「家庭や個人使いのギフト
の利用」が中心となります。

7%
3%

贈らない
0%
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夏のギフトを贈る相手についてお聞きしまし
た。
夏のギフトを贈る相手は、
１位：家族・親類（44％）
２位：友人・知人（23％）
３位：会社関係（13％）
４位：特に決めずその都度（10％）

33%
10%

20%

30%

40%

50%
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アンケートレポート
夏のギフト・お中元

2013年7月10日～8月10日

365名（男性78名 女287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

■質問４ 夏のギフトを選ぶ場合、どのようなタイプの
商品を選びますか？＜複数選択 n=365＞
地元都道府県の生鮮品・特産品ギフト

32%

全国送料無料・送料込みの商品を選ぶ

20%

老舗や有名ブランド食品

18%

地元都道府県以外の地方の生鮮品・特産品ギフト

12%

期間限定やギフト限定商品を選ぶ

10%

日用品のギフトセット

7%

エコや環境に配慮した商品

4%

定額コースのギフトを選ぶ（2500円コースなど）

3%

とくに決めていない

14%

購入しない 贈る予定はない

32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

夏のギフト・お中元ギフトを選ぶ際の商品タイプをお聞きしました。
１位：地元都道府県の生鮮・特産品ギフト（32％）
２位：全国送料無料・送料込み（20％）
３位：老舗・ブランド食品（18％）
４位：地元以外の地方の生鮮品・特産品ギフト（12％）
４位：期間限定・ギフト限定商品（10％）
夏のギフトを贈る際には、地元の生鮮品・特産品が選ばれることが多いようです。

■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=365＞
食品

52%

飲料（酒類含む）

32%

スイーツ類

24%

日用品・雑貨（タオルなど）

7%

カタログギフト（贈られる側が自由に選ぶギフト）
旅行・商品券

衣料品
フラワーギフト

4%
3%

2%
1%

インテリア・アクセサリー

1%

その他

1%

購入しない 贈る予定はない

0%

35%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

＜質問5の自由回答＞
・お歳暮はハムや肉と決めている（５０代:女性）
・カタログ見て直感で決める（４０代:女性）
・北海道の旬の食材を送ります。特に今の時期はトウモロコシや北海しまえびが美味しくなるので、家族や親友に送る手続きを
完了しました。（３０代:女性）
・有名お菓子店のクッキーなど（４０代:女性）
・流行りのもの。健康＆美容に良いもの（４０代:女性）

夏のギフト・お中元ギフトを選ぶ際の商品の種類をお聞きしました。
１位：食品（52％）
２位：飲料（酒類含み）32％
３位：スイーツ類（24％）
４位：日用品・雑貨（7％）
５位：カタログギフト（4％）
夏のギフトでは、約半数以上の方が食品を選んで贈っているようです。
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■質問６

アンケートレポート
夏のギフト・お中元

2013年7月10日～8月10日

365名（男性78名 女287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

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=365＞

百貨店

31%

スーパー

29%

インターネットショップサイト

19%

専門店（選択肢以外のお店）

12%

ギフトショップ

8%

ゆうぱっく、宅急便のサービス

5%

カタログショッピング
コンビニエンスストア

その他

3%
1%

3%

購入しない 贈る予定はない

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

夏のギフトを贈る際に利用するお店のタイプをお聞きしました。
１位：百貨店（31％）
２位：スーパーマーケット（29％）
３位：インターネットショップ（１９％）
４位：専門店（12％）
５位：ギフトショップ（8％）
となっています。
百貨店での購入が全体の３割と、ほぼ同率でスーパーが並んでいます。
３位にインターネットショップが入っています。

■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=365＞
40%

33%

35%
28%

30%
25%

18%

20%

12%

15%

10%

4%

3%

5%

2%

0%

■質問８
40%

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=365＞
33%

35%
30%
25%
20%
15%

10%
5%

18%

18%
11%
6%

5%

2%

3%

1%

4%

0%

夏のギフトの購入の費用を「個別」と「総額」でお聞きしました。
１つ当たりのギフトの価格に関しては、3,000～4,000円未満が全体の約3割
総額での価格に関しては、5000円未満と5000円～1万円未満が両方とも18％となっています。
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■質問９

夏のギフト・お中元

2013年7月10日～8月10日

365名（男性78名 女287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

夏のギフトはどのような方法で贈ります
か？＜複数選択 n=365＞

購入したお店から発送してもらう

52%

直接会って渡す

17%

自分で荷づくりして贈る

家族・知人・友人などに届けてもらう

3%

1%

わからない

1%

0%

夏のギフトの送り方に関してお聞きしました。
1位：購入した店から発送（52％）
2位：直接会って渡す（17％）
3位：自分で送る（7％）

7%

その他

購入しない 贈る予定はない

■質問１０

アンケートレポート

となっています。
夏のギフトは、5割以上の方が店頭発送をしてい
るということがわかります。

35%
10% 20% 30% 40% 50% 60%

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？（自由回答一部抜粋）

【食品】
・アイスクリームをもらいました。なかなか自分では買わないちょっと高価なアイスの詰め合わせだったので、うれしかったです。
そのお店は喫茶の利用で行ったことがあったのですが、ギフト用にアイスクリームも作っていることを知りもっと親近感を
持ちました。 （４０代:女性)
・シマアジの冷凍。脂がよく乗り、癖のない旨味が口いっぱいに広がる。忘れることができない。 （５０代:男性:)
・スイーツ 美味しいお店の （３０代:女性)
・めちゃくちゃうまいそうめんが届いたことがビックリした （４０代:女性)
・メロン。毎年祖母が送ってくれるメロンを子どもたちがとても楽しみにしています。 （３０代:女性)
・一斗缶に入った生牡蠣。 （６０代:男性:)
・夏は食欲が落ちるので、ゼリーや羊羹などの水菓子を贈るようにしています。 （４０代:女性)
・帰省時の手土産として、帰省途中の直売店でスイカなど買ってきてくれると嬉しい。時々自分も見つけたら買って
いきます。 （３０代:女性)
・昨年の７月に北海道の利尻島・礼文島に旅行に行った時に、お中元として、礼文島の観光物産店から「うに」を親戚に送った
ところ大変喜ばれました。 （７０歳以上:男性:)
・職場を退職し、北海道へ引っ越してきた初めての夏、いちばん中の良かった同僚とのお中元しあいっこが始まりました。
彼女からはうどんの詰め合わせ、私からは地元のハムセットを贈りました。お互いこういうやりとりを初めてしたので、
すごく緊張したし、届いたときはうれしかった。また、到着報告を聞くのもすごく楽しくて、贈り物にはまっちゃうきっかけに
なりました。 （２０代:女性)
・両親に「うなぎの蒲焼き」を贈りました。でも骨が多くて美味しくなかったと…。 （３０代:女性)
・生きた海老がおが屑の中に整列して収まっていて、尾っぽを触ったら飛び跳ねて出て来た事で大騒ぎした事 （６０代:女性)
・水ようかや水まんじゅうなど清涼感のあるお菓子を贈ってみたい。 （２０代:女性)
【指定商品・ブランド】
・「ゴジラの卵」。これはマダーボールのスイカですが、木製の檻に入って売られていて、子供の居るお宅に送ってみたいな
と思いました。 （４０代:女性)
・夏のギフトを贈ったことはないですが、贈るなら「六花亭の水ようかん」を贈ると思います。消費期限が長くて、冷蔵庫で冷や
して美味しいから今の季節にピッタリかと （３０代:女性)
・昔昔、主人が面白いものを送ろうとでんすけすいかを送ったことがあります。 まっくろで、中は赤いスイカですが、結構高い
ものでした。 今思うとメチャもったいないことをしたと思います。スイカにそんなお金をかけてしまって、もらった人は「すいかより、
商品券をくれ～」と思ったと思います。（私ならそう思うから・・・） （５０代:女性)
・夕張メロン１箱（６個）を知り合いに配って歩いた！近くに住んでいたときに時期になるととても安く買えたので。 （３０代:男性:)
・揖保の糸のそうめん （３０代:男性:)
・毎年、各地の有名な(話題の)食品を選んで送って下さる方がいます。きちんと調べて送って下さってるんだな、と思うとすごく
嬉しいです。逆に毎年同じものを簡易包装もなしで送ってこられる方がいて、複雑な気持ちになります…。 （３０代:女性)
【限定】
・珈琲好きの知人に夏限定の珈琲豆ギフトを選択 大変気にいってもらえました （４０代:女性)
・贈ってみたいのは、北海道の特別なスイーツ。お土産品は多いけど、お中元などのギフトとして贈れる特別感のあるものを
探している。 （４０代:女性)
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くらしく

第160回アンケート
アンケート実施期間
■質問１０

アンケートレポート
夏のギフト・お中元

2013年7月10日～8月10日

モニター総数 365名（男性78名 女287名）
調査方法
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
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？続き（自由回答一部抜粋）

【酒類・飲料】
・おばあちゃん家に毎年届くカルピスギフト。お盆に行ったとき、毎年飲んでました。まだ、ビンタイプでした。
懐かしい。 （２０代:男性:)
・カルピスです。 小さい頃（２０年近く前）は、よくカルピスが家に届いてましたが、ここ数年は全く見かけなくなりました。
（２０代:女性)
・子供の頃、親の職場の取引先から必ず送られてきたのがカルピスの詰め合わせでそのたびに「夏が来た」と子供心に
思ったものです。当時は少し目新しかったフルーツカルピスも入っていて飲むのを楽しみにしていました。 （４０代:女性)
・地サイダーセット 地ビールのように、各地のサイダーの飲み比べができて 楽しかったです。 観音山のオレンジジュース
とろとろしていてコクのあるオレンジジュースがとても美味しかったです。 （３０代:女性)
・毎年、ビールを送ってくれる親戚がいる。 （３０代:女性)
【雑貨】
・お花が好きな人に鉢植えをおくったらお菓子をおくるより喜ばれました。人にあわせて贈り物を決めることが大切だと
思いました。 （３０代:女性)
・数年前、実家の広島で住んでいたとき、夏ギフトに、父親の親友から20センチほどの大きなホラ貝の貝殻の置物が送られて
きました。包みをあけたときは凄く驚いたのですが、今は実家のトイレに置かれています。実家に帰省するたびにトイレで
「この貝殻が送られてきた頃の夏はとても暑かったなあ」としみじみ思い出します。 （３０代:女性)
・特産品のタオルストール。 （４０代:女性)
【サービス
・カヌーの体験チケット （３０代:女性)
・手打ちそばセット。 ちゃんと一式揃っていて家族で粉まるけになって作って楽しかったです。 その際の写真をメールに添付して
頂いた方に送ると大層喜んでくださいました☆ （３０代:女性)
【その他】
・なるべく、相手に喜んでもらえるものを選びたいと思います。結局、自分が欲しいものになってしまいますが。和菓子、洋菓子、
ジュースなどを贈る事が多いです。 （５０代:女性)
・夏のギフト(お中元)の習慣がないです。会社同士ではジュースやコーヒー、オカキ、クッキー、洗剤などいただくので、職場で
いただいた物を飲食したり使用したりしますが、個装になっていたり、ミニサイズがたくさん入っているものだと助かります。
そういう「気が利く」ものが好印象で心に残ります。捌きにくいものはハッキリ言ってヒンシュク。メロンなどの果物なども困ります。
個人対個人のやりとりはまわりでも聞きません。実家と夫の家の両親たちは毎年しているようで、お互い地方の名物や
産地直送を贈り合って楽しんでいるようです。毎年お中元はどうしたらいいものか悩みどころです。お世話になっている人に
日ごろの感謝の気持ちがあっても、じゃあこれから毎年贈るのか…となるとチョット重いです。関係性はかわらないのに、
今年だけ贈るというのもおかしい気がするし…。 （３０代:女性)
・我が家では素麺は自分で買う物じゃなく貰う物、という感じなので、ギフトで頂くと「夏が来た」 と感じます。 （２０代:女性)
・毎年サンマとイカを水揚げしてすぐのものを漁港から送ります。 （４０代:女性)
・父の会社に届いた夏のギフトを持ち帰るときがあり、入浴剤やカルピスなで夏限定のモノを持ってきてもらった時は
嬉しかったです （３０代:女性)
・特になし。夏のギフトを贈り合う習慣がないため。 （３０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
夏のギフト・お中元ギフトに関しては、食品や飲料を贈る方が多く、とりわけブランドや個別の商品に対してのこだわりが
ある商品は、思い出に残るものが多いようですね。 質問10では「カルピス」という意見が、このほかにも多くありまし
た。夏の定番商品として長く利用されているようですね。地元の生鮮品のギフト、夏の旬食材（すいか、メロン、そうめ
ん）、涼しさを感じるスイーツが良く利用されているようです。
お中元など「ギフトを贈り合う」習慣に関して、重たいと感じている人、贈り合う習慣が無い方もいるようです。
＝＝＝＝
電話や通信やＳＮＳなどが発達して、以前より人間関係が身近になりましたよね。
商品も、自分で包んで贈るのではなく、店舗からの発送、インターネットショップサイトを利用して、実際に商品を見るこ
となく、贈るようになってきています。
形式や慣習だけのお中元やギフトではなく、相手が喜んでくれるものを贈る、贈られて思い出に残る、想いが届くギフトを
贈りたいものですね。
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