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くらしく

北海道のくらしアンケート

第170回アンケート

2013年クリスマスプレゼントに関してのアンケート

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

2013年12月11日～12月30日

341名（男性77名 女性264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
●クリスマスプレゼント 贈ったことがある（87％） 受け取ったことがある（74％）
●贈った相手は 恋人・配偶者（51％） 息子・娘など家族から（50％） 友人・知人（35％）
●受け取った相手は 恋人・配偶者（49％） 息子・娘など家族から（41％） 親から（39％）
●クリスマスで贈るものは 玩具・ゲーム（29％） ファッション・衣料（24％） ジュエリー（10％）
●プレゼントの購入先は 量販店（27％） インターネット（26％） 百貨店（23％）
●プレゼントの価格は、約5割以上が1000円～1万円未満、うち約3割が1000円～5000円未満と答えている
●クリスマスは家族で、自宅で過ごす。

●アンケート項目
２０１3年のクリスマスプレゼントやクリスマスの過ごし方に関して、くらしくモニター様にアンケートをお願いしました。
■質問内容

①クリスマスでプレゼントを贈った、受け取ったことは？
②どのような方にプレゼントを贈りましたか？
③どのような方からプレゼントを受け取りましたか？
④クリスマスプレゼントを贈るとしたら何を贈りますか？
⑤今までに、贈ったり、受け取ったプレゼントの思い出
⑥プレゼントはどこで買いますか？

⑦プレゼントの費用はどれくらいですか
⑧贈る際、受け取る際にされると嬉しい事
⑨クリスマスはどこで過ごしますか？
⑩クリスマスで思い出

■質問１ 今までクリスマスでプレゼントを贈ったこ
と、受け取ったことがありますか？
<複数選択 n=341>
87%

贈ったことがある

4%

贈ったことがない

●贈ったことがある（87％）
●受け取ったことがある（74％）
74%

受け取ったことがある

受け取ったことがない

5%

わからない・覚えていない

5%

0%

クリスマスでプレゼントを贈ったことがある、
受け取ったことがあるかをお聞きしました。

回答者の中の、8割以上の方がクリスマスプレゼ
ントを贈ったことがある。7割以上の方が受け
取ったことがあると答えています。

20% 40% 60% 80% 100%

■質問２ どのような関係の方に贈りましたか？<複数選択 n=341>
51%

恋人や配偶者等親密な関係の方へ

50%

息子・娘など家族へへ
35%

友人・知人へ
29%

親へ
13%

兄弟へ
9%

親戚へ

7%

仕事関係・学校関係の方へ

6%

祖父母へ
孫へ
その他
覚えていない
贈ったことがない
0%

4%
3%
6%
7%
10%

20%

30%

40%
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60%

プレゼントを贈った相手に関してお聞きしました。
1位：恋人や配偶者へ（51％）
2位：息子・娘へ（50％） 3位：友人・知人（35％）
4位：親へ（29％）
5位：兄弟へ（13％） となっています。
恋人や配偶者（夫・妻）などや、息子、娘など家族への贈るという答えがおおくありました。
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■質問３ どのような関係の方から受け取りましたか？<複数選択 n=341>
恋人や配偶者など親密な関係

49%

息子・娘など家族から

41%

親

39%

友人・知人

33%

兄弟

11%

祖父母

9%

仕事関係・学校関係の方

7%

親戚

6%

孫

0%

その他

2%

覚えていない

8%

受け取ったことがない
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プレゼントを受け取った相手に関してお聞きしました。
1位：恋人や配偶者へ（49％）
2位：息子・娘など家族から（41％） 3位：親（39％）
4位：友人・知人（33％）
5位：兄弟（11％） となっています。
質問２の贈る相手とは3位「親」、4位「友人・知人」の順位が逆になっていますが、1位、2位は同様でした。

■質問4 今年のクリスマスで、プレゼントを贈るとしたら
どのようなものをお考えですか？<複数選択 n=341>
29%

玩具・ゲーム
24%

衣料品など身につけるもの
10%

ジュエリー・アクセサリー
6%

手作りのもの

6%

日用品

5%

花などの植物

5%

現金・商品券

4%

旅行などのサービス品
家電製品
パソコン・スマートフォンなど情報家電
ＡＶ用品

2%
2%
1%
28%

贈る予定がない・贈らない
11%

その他
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クリスマスプレゼントとして贈るものをお聞きしました。
1位：玩具・ゲーム（29％）
2位：ファッション・衣料（24％）
3位：ジュエリー・アクセサリー（10％）
4位以降では、手づくりのもの（6％）、日用品（６％）となっています。
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今までに、贈ったり、受け取ったプレゼントで思い出に残っているものは？（自由回答抜粋）

【クリスマス関連】
・クリスマスケーキ （５０代:男性:)
・クリスマスツリー （５０代:女性)
・クリスマスの街並みのミニチュア （５０代:女性)
・子供にサンタさんからの手紙として手紙とプレゼントを贈ったときにすごく喜んでいた （３０代:女性)
【食品・スイーツ】
・お菓子がたくさん入ったブーツ型の入れ物 食べ終わるのに正月までかかった記憶があります。 （４０代:男性:)
・トリュフとクリスマスケーキを手作りでして 贈ったことが思い出に残っています。 （２０代:女性)
・普段買えないゴディバのチョコ、クリスマスヴァージョンをもらったのは嬉しかった。 （５０代:女性)
【アクセサリー】
・20歳の時にシルバーリングをもらったのが一番印象的でした。 （４０代:女性)
・結婚前に嫁から貰った時計。今でも大切に使っている。 （４０代:男性:)
・指輪をもらいました （４０代:女性)
・自分で作るネックレスのキット 貝に入ったままの状態の真珠が缶に入っていて、その真珠を取り出して作るネックレス。
（４０代:女性)
【ファッション】
・今の旦那さんにバーバリーの仕事用のバッグをプレゼントしました （２０代:女性)
・妻から一番最初に贈られた、冬のショートブーツがとてもお気に入りでした。 あれから30年です（笑）。 （６０代:男性:)
・娘が１０歳に時にサンタさんに洋服を頼んだのですが、服の好みが私と違うのですごく悩んだ思い出があります。 （４０代:女性)
【日用品】
・「ちゃんと継続して使うから」という言葉を信じて、ダンナさまにスレンダートーンをプレゼントしました。 （４０代:女性)
・今年は頑張ったご褒美に１万円以上もする木のソーイングボックスを買ってもらった。 インテリアになじんでとても素敵 だった。
高かったから悩んだがやっぱり買ってもらってよかった。 （３０代:女性)
・贈ったプレゼントでは、英語教材。60万もしました・・・。 （３０代:女性)
【ゲーム・玩具】
・おもちゃですが、3歳の息子が仏壇の前に行き、「サンタさんありがとうございます」と手を合わせていました(笑) （４０代:女性)
・ゲーム機本体 （１９歳以下男性:)
・学研電子ブロック （４０代:男性:)
・去年子どもに買ったアンパンマンのキッチンセットは少し高かったのですが、ずっと飽きずに遊んでくれるので奮発して
良かったです。 （２０代:女性)
・息子たちに室内用の滑り台つき遊具を贈ったことがある。 （５０代:女性)
【その他】
・お店(カフェ)でサプライズをしてもらった。店員さんたちがバースデーソングを歌ってくれて、お客さんたちからも拍手されて
感動の涙！ （３０代:女性)
・パチンコ店のサービスイベントですが、サンタの格好でプレゼントを届けてくれるサービスがありました。中身はお菓子でしたが、
とっても印象に残ってます。 （３０代:女性)
・去年、配送を利用したらクリスマス前に子供にばれてしまった （３０代:女性)
・初めて、子供が生まれて、クリスマスプレゼントを贈りました。 子供は、赤ちゃんなので、分らないけど、自分自身 とても
嬉しかった。 （４０代:女性)
・誕生日が近いのでいつもクリスマスと誕生日のプレゼントが一緒に１つです （４０代:女性)
・年末ジャンボ宝くじを贈った事があります （３０代:女性)
・北海道旅行 （５０代:女性)

今までに、贈ったり、受け取ったプレゼントで思い出に残っているもので、全体的に多かった意見は、
・恋人や配偶者からのアクセサリーや指輪のプレゼント
・親から子どもへの玩具・ゲームなどのプレゼントでした。
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■質問６ プレゼントをどこで購入しますか？
<複数選択 n=341>
量販店

27%

インターネットショッピングサイト

26%

百貨店

1位：量販店（27％）
2位：インターネット（26％）
3位：百貨店（23％）
4位：専門店（21％）

23%

専門店

21%

わからない・興味がない

6%

手作り/形のないもの

クリスマスプレゼントの購入先についてお聞き
しました。

となっています。

3%

贈らない

26%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

■質問７ クリスマスプレゼントを贈るとしたら費用はどれくらいですか？
<単一選択 n=341>
33%

35%
30%

24%

25%

21%

20%
15%
9%

10%
5%

3%

3%

3%

1%

0%

1%

2%

0%

クリスマスプレゼントの費用についてお聞きしました。
1位：1000円～5000円未満（33％） 2位：5000円～1万円未満（21％）
3位：1万円～1万5千円未満（9％）となっています。
クリスマスプレゼントを贈るとしたら、全体の約3割が「1000円～1万円未満」をプレゼントの費用と考え、
約5割以上が、「1000円～1万円未満」をプレゼントの費用としてイメージしているようです。
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■質問８ プレゼントを贈る際にしたいこと、贈ら
れる際にされるとうれしいことはどれですか？
<複数選択 n=341>
56%

直接会って贈る

プレゼントを贈る際にしたい事、
されると嬉しいこと、をお聞きしました。

27%

贈りものにメッセージカード

１位：直接会って贈る（56％）
２位：メッセージカードを入れる（27％）
３位：食事会やパーティーを開く（17％）
４位：当日に電話やメール（13％）

17%

当日に集まって食事会やパーティ

13%

当日に電話や、メールで連絡

2%

その他

15%

わからない・贈る予定がない

0%

20%

40%

60%

■質問９ 今年のクリスマスは主にどこで過ご
される予定ですか？<複数選択 m=341>
自宅

70%

レストランや料理店
友人の家
飲食店（お酒を飲む目的のお店)

クリスマスを過ごす場所についてお聞きしまし
た。クリスマスを過ごす場所としては

8%

１位：自宅（70％）
２位：レストラン・料理店（8％）
３位：友人の家（4％）

5%
4%

となりました。
イベントや行事に参加

2%

その他

2%

0%

■質問１０

20%

40%

60%

80%

今までのクリスマスで思い出に残っていることを教えてください。（自由回答一部抜粋）

【イベントやアミューズメント施設】
・イルミネーションもきれいだけど、花火大会を観に行ったことがあって、これも最ッ高にきれいだった。 （３０代:女性)
・イブをディズニーで過ごしたり、好きなコンサートに行ったりした （５０代:女性)
・スキー場で過ごしたことがあり一番思い出に残ってます （３０代:女性)
・ディズニーシーで過ごしたことがあったが、夜の水上パレードが本当にきれいだった。 （３０代:女性)
・子供の時、子供会でパーティを開いた事かな （３０代:女性)
・仙台のイルミネーションを見に行きました （２０代:女性)
・光のページェントを見に行った。 （３０代:女性)
【ホームパーティ】
・３人の子供たちが小学生だった頃 にぎやかで テーブルの皿がみんなすぐにからになる。楽しかった （６０代:女性)
・いつも家族で自宅で祝っています。自分が子どもの頃もそうでしたが、自分が結婚して家族を持つようになってからも同じです
ローストチキンとケーキを用意して、スパークリングワインと子ども用のシャンメリーでお祝いします。 （５０代:女性)
・クリスマスケーキを家族で楽しもうと思っています。 （３０代:女性)
・円いケーキを2個買ってきて、切らずに食べたこと （３０代:女性)
・家族での食事 （４０代:男性:)
・例年、家族兄弟がみんな集まって親を囲み楽しい料理に会話が良かったです。 （５０代:男性:)
・子どもが小さかった頃、夫がサンタクロースの衣装を着て現れたこと。 （５０代:女性)
・自宅に友人７－８名を招いて、とにかく歌を唄いまくりました。 友人の中に声楽家が一人いたためです。 クリスマスソングが
こんなにも楽しいのかと思いました。 （６０代:男性:)
・毎年、クリスマスは、ｲﾍﾞﾝﾄです、ちょっとした贅沢で家族と過ごしています。 （４０代:女性)
・結婚してから家族と過ごすことができて、プレゼントがなくても幸せです。ケーキや料理を作るのも楽しみです。 （４０代:女性)
・手作りのケーキを子供達が喜んでくれたこと （６０代:女性)
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今までのクリスマスで思い出に残っていることを教えてください。（自由回答一部抜粋）

【レストランでお祝い】
・おいしいフレンチを毎年食べに行ってます （３０代:女性)
・レストランで食事したこと、その際にプレゼントを交換したことかな、ちょっとベタだけどね （４０代:男性:)
【クリスマスプレゼント】
・プレゼントしてもらったブレスレットをすぐに落として失くしたこと。 （４０代:女性)
・まだ自宅イルミネーションがメジャーではない時代（今から35年ほど前）に、実家で庭木（蝦夷松）3本に毎年クリスマスの
ライトアップをしてました。 （４０代:女性)
・今時は「悪い子にはブラックサンタが来て、おもちゃ箱のおもちゃを奪われ代わりに石を沢山詰められる」と幼稚園で習うらしい。
娘は「石が入ってたらどうしよう…」とビビッていました。 （３０代:女性)
・子供が大きくなったのでプレゼントを贈ることはなくなりましたが、小さかった頃はイブの夜、子供が寝てから 枕元にそっと
プレゼントを置いておきました。今では、『あの時は、お願いしたプレゼントとまったく違った』と言われ、苦笑いしてます・・・。
サンタさんだって予算って物がありますよね！ （５０代:女性)
・娘が 毎年 朝 サンタさんからのプレゼントにとても驚き、喜んでくれること。今年は息子も信じるようになったので、反応が
楽しみです。 （３０代:女性)
【教会】
・教会のミサ （３０代:女性)

沢山の意見ありがとうございました。
クリスマスプレゼントは、イベントの定番として多くの方が実施している、したことがあるイベントのの様です。

アンケート結果に関しては、くらしくのモニターさんのタイプが３０代～４０代の女性、主婦層が全体の５割以上のため、
家族で過ごすクリスマスにフォーカスしている意見が多くありました。

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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