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くらしく

北海道のくらしアンケート

第175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

バレンタインデー

2014年2月10日〜3月10日

335名（男性80名 女性255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
●バレンタインにプレゼントを贈ったことがある（73％）受け取ったことがある（44％）
●贈った相手は「恋人（53％）」「夫・息子（52％）」、４位に「父母や兄弟（35％）」
●バレンタインに贈るもの「チョコレート（67％）」「お菓子・スイーツ（30％）」
●バレンタインのプレゼントを購入する場所「量販店」「百貨店」が同率35％。
●バレンタインのプレゼントの金額は「１０００円未満」「１０００〜２０００円未満」が同率32％。
●されると嬉しい事「直接会って渡す」。今年のバレンタインを過ごす場所は「自宅」。
●自分へのチョコレート。恋人や夫へのプレゼントから、友人や家族へのプレゼントへ。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2014年のバレンタインデーのギフト・過ごし方をお聞きしました。
■質問内容

①今までバレンタインで贈ったこと、受け取ったこと
②どのような関係の方に贈りましたか？
③どのような関係の方から受け取りましたか？
④プレゼントを贈るとしたら 何を贈りますか？
⑤贈るとした場合、どこで購入しますか？

⑥費用はどれくらいですか？
⑦贈る際にしたいこと、受け取る際にされるとうれしいこと
⑧バレンタインは、主にどのような場所で過ごされますか
⑨バレンタインの思い出、意見

■質問１ 今までバレンタインで贈りものを
贈ったこと、受け取ったことがありますか？
＜複数選択 n=335＞
73%

贈ったことがある

・贈ったことがある（73％）
・受け取ったことがある（44％）

5%

贈ったことがない

2014年のバレンタインデーに関して、
モニターの皆さんに、今までのバレンタインで
贈り物をした、受け取ったことがあるかをお聞
きしました。

このアンケートにおける男女比は
男性（24％）：女性（76％）ですから、
受け取ったことがあると答えた方には女性が含
まれていることがわかります。

44%

受け取ったことがある

5%

受け取ったことがない

※複数選択のため
「贈ったことがある」+「贈ったことがない」＝
１００％にはなりません。

3%

わからない・覚えていない
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■質問２ 贈ったことがある方は、どのような関係の方に贈りましたか？
＜複数選択 n=335＞
恋人や親密な関係

53%

夫 息子

52%

友達 知り合い

37%

父母や兄弟

35%

本人または家族の仕事や学校の関係

33%

親戚
孫
その他

5%
1%
2%

贈ったことがない
0%

23%
10%

20%

30%

贈った相手はどのような方かをお聞きしました。
１位：恋人（53％）
２位：夫・息子（52％）
３位：友達・知り合い（37％）
５位：本人または家族の仕事や学校の関係（33％） となっています。
恋人や夫、息子に贈るという意見が多くあります。
また、それ以外に友達や父母などに贈るという意見が全体の35％あります。
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４位：父母や兄弟（35％）
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■質問３ 受け取ったことがある方は、どのような立場の方から受け取りましたか？
＜複数選択 n=335＞
友達 知り合い

30%

恋人や親密な関係

18%

本人または家族の仕事や学校の関係

18%

妻・娘

12%

父母や兄弟

10%

親戚

1%

祖父母

1%

その他

2%

受け取っていない

47%

0%

5%

10%

15%

20%

25%
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35%

どのような方から受け取ったのかをお聞きしました。
１位：友達・知り合い（30％） ２位：恋人（18％） ２位：本人または家族の仕事や学校の関係（18％）
５位：父母・兄弟（10％） となっています。
「受け取っていない」47％になっているのは回答者が女性が多いためだと思われます。

40%

45%

50%

４位：妻・娘（12％）

■質問４ 今年のバレンタインで、プレゼントを贈るとしたら 何を贈りますか？
＜複数選択 n=335＞
67%

チョコレート
30%

お菓子・スイーツ
8%

衣料品など身につけるもの
5%

手作りのもの
上記以外の食べるもの

4%

腕時計などアクセサリー小物

2%

その他

1%
24%

贈る予定がない・贈らない
0%

10%

20%

30%

40%
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80%

■質問４ 今年のバレンタインで、プレゼントを贈るとしたら 何を贈りますか？(その他自由回答）

・ケーキとちょっとお高いビール（４０代:女性）
・夫にはチョコレートチーズケーキ、２歳息子にはチョコレートムースを手作りする予定です。（２０代:女性）
・父にはお箸を送ります（５０代:女性）
・洋服 ジャーナルスタンダードのスエット！
（３０代:女性）
・手作りの生ﾁｮｺトリュフです。（２０代:女性）
・旦那がチョコレートをそこまで好きでないので、チョコチップ入のマフィンを作ろうと思っています。
ママ友には、大量生産のクッキーを。クックパッドで簡単な蜂蜜クッキーを見つけたので、蜂蜜クッキーと、シンプルな
ココアクッキーを詰めて配ります。 今年は出産直後で産休中の為会社には不要なので助かります（笑）（２０代:女性）
・現金・商品券（３０代:女性）
・ゴディバの新作とプリッツのふなっしー味です。（３０代:男性）

バレンタインで贈るものをお聞きしました。
１位：チョコレート（67％）
２位：お菓子・スイーツ（30％）
３位：衣料品など身に着けるもの（8％）
４位：手作りの物（5％） ５位：上記以外の食べるもの（4％） となっています。
自由回答では、現金・商品券などの意見もありました。
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■質問５ ご自身が贈るとした場合、どこで購入しますか？
＜複数選択 n=335＞
量販店

35%

百貨店

35%

専門店

19%

手作りを贈るので購入しない

11%

インターネットショッピング

8%

わからない

5%

贈らない

19%

0%
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40%

贈り物を購入する先をお聞きしました。
１位は同率で 量販店・スーパーと百貨店が（35％）となっています。 ３位：専門店（19％） ４位：手作り（11％）
インターネットショッピング（8％）５位となっています。

■質問６
35%

32%

バレンタインプレゼントを贈るとしたら費用はどれくらいですか？
＜複数選択 n=335＞

32%

30%
25%

21%

20%
15%

13%

10%
5%

4%

4%
2%

2%

1%

0%

贈り物の金額についてお聞きしました。
１位：同率で１０００円未満・１０００〜２０００円未満（32％） ３位：４０００〜６０００円未満（13％）
同率３位：手作りを贈った（4％）となっています。
贈り物の金額は２０００円未満が主要になっています。
※このアンケートは、回答者が複数の対象（親・友人・恋人等）に贈ることがを想定して複数回答になっています。
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■質問７ プレゼントを贈る際にしたいこと、受け取
る際にされるとうれしいことはどれですか？
＜複数選択 n=335＞
直接会って渡す

69%

手書きのメッセージカード

プレゼントを贈られる際にしたいこと、
受け取る際にされると嬉しい事をお聞きしまし
た。

22%

当日に集まって食事会やパーティ

１位：直接会ってギフトを渡す（69％）
２位：手書きのメッセージカード（22％）
３位：食事会・パーティー（6％）

6%

特にない

となっています。

9%

わからない 贈る予定がない

15%

0%
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■質問８ 今年のバレンタインは、主にどのような
場所で過ごされる予定ですか？
＜複数選択 n=335＞
自宅

73%

レストランや料理店

4%

友人や知人の家

4%

飲食店〜お酒を飲む目的のお店

1%

イベントや行事に参加

0%

わからない

4%

その他

4%

特に予定はない
0%

バレンタインを過ごされる場所をお聞きしまし
た。
１位：自宅（73％）
２位：レストランや料理店（4％）
友人知人の家（4％）
３位：飲食店（１％）
特に予定はない（19％）となっています。

19%
20%

40%

60%

80%

■質問９今までのバレンタインで思い出に残っていること、今年のバレンタインの予定（自由回答）

【家族に】
・1歳の息子に初めてプレゼントします。チョコレートは甘すぎると思ったので、クッキーにする予定です。 （４０代:女性)
・あまりいい思い出を構築することなく結婚し今は夫と息子にあげるだけ。（５０代:女性)
・可愛い、お洒落なチョコを用意してブーケと共に小4の孫に送ります （６０代:女性)
【友チョコ・女子会】
・バレンタインデーに会う機会のないサークルの男性だけにあげる予定だったのに、横から女性の友人１人が出しゃばって
１個もらって行ってしまった。自分も同じような事があるからしょうがない （３０代:女性)
・今年はホテルの女子会プランをママ友と利用した （２０代:女性)
・最近は、子供の手作りのお手伝いがメイン。しかも本命なし。全て友チョコ。時代が変わってきていると実感。
（４０代:女性)
・最近は娘の友チョコ作りがメインです （４０代:女性)
・子供が毎年、友達にチョコを配るので年々、数が増えて大変です。 （４０代:女性)
・子供のバレンタインのチョコ作りで、一緒に作っていたのが楽しかったです。 （４０代:女性)
・友チョコ流行って色々なお菓子を交換しました(*^^*) （２０代:女性)
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今までのバレンタインで思い出に残っていること、今年のバレンタインの予定（自由回答）

【バレンタインの思い出】
・３年前のバレンタインデーに今の主人とお付き合いが始まりました。 バレンタインデーはその記念日という事で、３年前から
同じものをリクエストされます。 食べながら初心にかえってお互いを思いやって暮らしていこうと思います。 （３０代:女性)
・ダメ元でバレンタインお願いしたら、まさかと思っていた意中の人から贈られた時、嬉しくてびっくりしました。今の女房です。
（６０代:男性)
・今では、娘がチョコを渡しに行くのの送迎をしなきゃいけない日。 （３０代:女性)
【男の子のバレンタイン】
・教え子の男の子が手作りのお菓子を教師や友人に配っていました。それも、入れ物は他のお菓子の空き箱を上手に
再利用していたのにも感動。今は、中学校で情熱いっぱいの教師です。 （５０代:女性)
・後輩の男子から手作りのチョコケーキをもらった時は驚きでしたが、彼はその後パティシエになり活躍しています。
（３０代:男性:)
・夫から逆チョコを貰って、意外だったし、嬉しかったこと （５０代:女性)
・毎年、もらえる当てが無くても、一日中気分はそわそわする日です （４０代:男性:)
【慣習としてのバレンタイン】
・いぜんの勤め先では、バレンタインやホワイトデーが禁止されていた。そういうのがイチバンありがたい。この悪習から
解き放たれたい （３０代:女性)
・以前に比べて、夫の持ち帰るチョコの数が驚くほど減りました。 会社のお姉さんたちが皆で1個になったからです。 お返し
に辟易したおじさんたちが皆で1個を返すようになったからなんですけどね。 （５０代:女性)
・夫や息子に、デパートやチョコレート専門店で、有名なチョコレートブランドのものを買い、ついでに、自分用にも買います。
自分用の方が多くなってしまうことも（笑）。（５０代:女性)
・昔は職場で義理チョコブームでもらった個数を競争したことが思いでです。今は、義理チョコもなくなりちょっぴり哀しい
気分です。 （５０代:男性:)
【チョコレート以外のバレンタインプレゼント】
・お菓子作りにはまっていた学生時代、チョコレートではなくシュークリームを作り手渡したこと。楽しかった。 （３０代:女性)
・今年は、結婚４５年ですので、妻に感謝を込めて「バラの花４５本」を贈りたいと思っています。 （７０歳以上:男性:)
・今年は主人にちらし寿司を作り 上にいくらでハート型を作ろうかと考えてます。 （３０代:女性)
・料理の材料をハート型にして出しました。人参や卵ハンバーグなど （５０代:女性)
【限定品】
・デパートの特設売り場で限定品を買い物した。 （５０代:女性)
・バレンタインの買い物のために百貨店に行ったのに、余計な買い物をしてしまった （４０代:女性)
・甘いものがあふれる季節ですが、おせんべいやナッツ類など、甘くないものを好む人への贈り物を考えるのは大変！
チーズやサラミなど、パッケージだけでもバレンタイン仕様になってるとありがたいです。 （３０代:女性)
【自分にバレンタイン】
・バレンタインは毎年自分の食べたいものを贈ります （３０代:女性)
・お取り寄せで用意したチョコですが 本当は自分が食べたかった （４０代:女性)
・去年買ったチョコレート。自分にかったものがすごくおいしくて感激したのを覚えてます （３０代:女性)
・今年は結婚して初めてのバレンタインデーなので、普段あまり食べられない高級ショコラをあげて、私も少しつまみ食い
させてもらおうと予定しています。 （３０代:女性)
・今年は自分用に買いました。ここ数年は自分用にしか買ってません。 この時期にしか札幌に来ないメーカーのチョコです。
堪能しました。 （５０代:女性)
・自分用のチョコも毎年買っていて、つい、食べたいチョコが多すぎて、プレゼントする分よりも多くなってしまいそうになります。
（４０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
バレンタインアンケートも、ここ数年続けていて気が付いたことがあります。
●恋人や夫へのプレゼントから、友達や同性へのコミュニケーションとしてのバレンタインを利用している。
●会社や学校などで行われている義理チョコが減り、友人への友チョコが増えている。
●バレンタインの時期に限定で販売されるチョコレートを自分用に購入する意見が多くなっている。
と感じました。

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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