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くらしく

北海道のくらしアンケート

第180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

母の日

2014年4月26日〜5月30日

314名（男性75名 女性239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
●今年の母の日でギフトを贈る予定がある（59％） 受け取る予定がある（9％）
●今まで母の日にギフトを贈ったことがある（84％）。ギフトの送り方は「直接会って渡した、受け取った」（68％）
●母のギフト自分が贈るなら「フラワーギフト（54％）」「食品・スイーツ（43％）」「衣料品（32％）」
●母の日ギフト自分が受け取るなら「食品・スイーツ（40％）」「フラワーギフト（26％）」「産直ギフト（21％）」
●母の日ギフト購入先は「百貨店（42％）」「インターネットショップ（36％）」「専門店（衣料・食品他）（33％）」
●購入金額は「2500〜5000円未満（39％） 1000円から1万円未満の中でギフトを選んでいる（78％）
●実母以外に、祖母、叔母など目上の女性に対しての感謝の気持ち。物よりもコミュニケーションが思い出になる。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2014年の母の日のギフトに関して、アンケートをお願いしました。
■質問内容

①今年の母の日に何か贈る予定、受け取る予定は？
②いままでの母の日に贈った、受け取ったことは？
③どのような方法で贈り、または受け取りましたか？
④母の日にギフトを「贈る」としたら、何を贈る？
⑤母の日にギフトを「受け取る」としたら、何がほしい？

⑥ギフトを贈るとしたら、どこで購入しますか？
⑦ギフトを贈るとしたら、費用はどれくらい？
⑧贈る際にしたい、受け取る際にされるとうれしいことは？
⑨母の日で行った事や、してもらった事の思い出

■質問１ 今年の母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=314＞
贈る予定がある

59%

贈る予定は特にない

28%

受け取る予定がある

59％の方が「贈る予定がある」
9％の方が「受け取る予定がある」

9%

受け取る予定は特にない

と答えています。

16%

覚えていない・わからない

２０１４年の母の日に、ギフトを贈るか、また
は受け取るか、をお聞きしました。

9%

■質問２ 今までの母の日に何か贈った、受け取ったこ
とがありますか？＜複数選択 n=314＞
贈ったことがある

84%

贈っていない

82％の方が「贈ったことがある」

7%

受け取ったことがある

22％の方が「受け取ったことがある」

22%

受け取っていない

7%

覚えていな・わからない

7%

今までの母の日でギフトを贈ったこと、受け
取ったことがあるかをお聞きしました。

と答えています。

■質問３ どのような方法で贈りましたか、または受
け取りましたか？＜複数選択 n=314＞
68%

直接会って渡した

受け取った

宅配便で届けた

受け取った

郵便で贈った

受け取った

知人・友人が届けた

受け取った

1%

その他

2%

わからない

2%

34%
20%

母の日のギフトを、どのような方法で贈った
か、受け取ったかをお聞きしました。
１位：直接会って（68％）
２位：宅配便で（34％）
３位：郵便で（20％）
となっています。

覚えていない
贈っていない
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■質問４ ご自身が母の日にギフトを「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=314＞
54%

フラワーギフト
43%

食品・スイーツなどのギフト
32%

衣料品やアクセサリー
14%

産直ギフト
日用品

11%

生活用品

10%

健康器具
旅行などの招待

10%

形のないもの（一緒に外出や食事）

10%
10%

商品券・ギフト券
6%

家電製品

4%

手作りのもの
携帯 スマホ PCなど情報通信機器

1%

その他

1%
10%

贈らない

■質問４ ご自身が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？（その他自由意見）

・家庭菜園で収穫したモノ。（６０代:男性）
・旬の食品を贈ります。（４０代:男性）
・本人に希望を聞いて欲しいものがあれば。（３０代:女性）

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か、お聞きしました。
１位：フラワーギフト（54％）
２位：食品・スイーツのギフト（43％）
３位：衣料品・アクセサリー（32％） ４位：産直ギフト（14％）
５位：日用品・生活品（11％）
となりました。
自由意見では、旬の食品を贈る、本人の希望を聞いて贈るという意見がありました。

■質問５ ご自身が母の日にギフトを「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 n=314＞
40%

食品・スイーツなどのギフト
26%

フラワーギフト
21%

産直ギフト

19%

旅行などの招待

18%

商品券・ギフト券

16%

衣料品やアクセサリー

16%

形のないもの（一緒に外出や食事）
日用品

8%

生活用品

8%

家電製品

6%

健康器具

5%

手作りのもの
携帯 スマホ PCなど情報通信機器
その他
受け取らない

■質問4

3%
2%
18%

ご自身が母の日にギフトを「受け取る」としたら、どのようなものがほしいですか？（その他自由意見）

・一緒に過ごしてくれるとなお嬉しいと思います。（４０代:女性）
・貰える物なら何でも嬉しいです。 大事なのは気持ちですから。（２０代:女性）
・利用できるもの、趣味に左右されない物がいいと思います。（４０代:男性）
・子供がまだ小さいので、ヘタでも似顔絵なんかが貰えると泣けちゃうかも（３０代:女性）
・子供が小さい時に実施していた「肩叩き券」等。（６０代:男性）

自身が受け取る立場で母の日のギフトを考えたときの意見を伺いました。
１位：食品・スイーツなどのギフト（40％）
２位：フラワーギフト（26％）
３位：産直ギフト（21％） ４位：旅行などの招待（19％） ５位：商品券やギフト券（18％）
となりました。
自由意見では、
もらえることが嬉しい。一緒に過ごしたい。などの意見がありました。
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■質問６ 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
百貨店

42%

インターネットショッピングサイト

36%

専門店（衣料・食品・雑貨他）

33%

量販店（スーパー・家電・HC他）

32%

ギフトショップ

8%

ゆうパックや宅配業のギフトパック

7%

形がないものなので購入しない

4%

コンビニ

2%

手作りを贈ったので購入しない

2%

その他

2%

わからない

4%

贈らない

10%

母の日ギフトを購入する店舗に関してお聞きしました。
１位：百貨店（42％）
２位：インターネットショップ（36％）
３位：専門店（衣料・食品・雑貨他）（33％）
４位：量販店（スーパー・家電・ホームセンター他）（32％）
５位：ギフトショップ（8％） となりました。

■質問７ 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=314＞
39%

23%
16%
10%
5%

3%

0%

0%

0%

3%

0%

母の日ギフトを購入する際の費用をお聞きしました。
１位：2,500〜5,000円未満（39％）
２位：5,000〜１万円未満（23％） ３位：1,000〜2,500円未満（16％）
2,500円以上〜1万円以内で全体の6割を超えています。1000円から1万円の中でギフトを選んでいるようです。

■質問８ 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思うこと＜複数選択 n=314＞
贈りものに手書きのメッセージカードを入れる

37%

着いたその日に電話をしたり、顔を合わせる

29%

贈る当日に、一緒に外出や外食に行く

26%

贈る当日に集まってお祝いをする

20%

家族そろって記念写真を撮る
その他
贈らない・予定が無い
わからない

8%
2%
13%
11%

ギフトを贈る際にしたいこと、受け取る際にされると嬉しい事をお聞きしました。
1位：手書きのメッセージカード（37％）
2位：電話をしたり・顔を合わせる（29％）
3位：一緒に外出や外食をする（26％）
4位：集まってお祝いをする（20％） 5位：記念撮影（8％）
でした。

㈱オミセネット http://omisenet.com/

2015/1/6 5/3 ページ

http://www.kurashic.com/

北海道のくらしアンケート

くらしく

第180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

母の日

2014年4月26日〜5月30日

314名（男性75名 女性239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９ ここ２〜３年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（自由回答抜粋）

【家族で外出】
・みんなで回転寿司に行きます （３０代:女性)
・今まで、色々プレゼントしましたが、 やはり、食事に連れていったり、一緒の時間を過ごすことが、 一番喜んでくれて
いるようです。 （３０代:女性)
・車で旅行、潮干狩り、メロン狩り、エステ、をして、露天風呂付の部屋に泊まりました。 （５０代:女性)
・出来るだけ家族が集まりお祝いをし、食事を一緒にします。その時の母の笑顔が一番ですね。 （５０代:男性)
・親子３世代でそろって日帰り温泉に行き、その後食事会にでかけました。 とてもリラックスできた一日を過ごすことが
でき皆満足気でした。（６０代:男性)
・母の日のプレゼントで日帰りバスツアーにいったら、すごく喜んでくれました。一日楽しく過ごすことができ、いいプレゼント
だったなあと思いました。 （４０代:女性)
・妹家族と合同で、両親を中華料理店に誘ってお食事会をしました。店員さんに写真を撮ってもらったりしました。 （３０代:女性)
・今年の予定ですが、甥（孫）の頃へ一緒に旅行ご招待します （５０代:女性)
【アクセサリー・衣料】
・以前から欲しがっていたコサージュをプレゼントしたら、とても喜んでくれた （４０代:女性)
・毎年、息子夫婦から気の利いた服飾品を贈って貰っています。お嫁さんが選んでくれているようですが、趣味の
フラダンス用アクセサリー、息子と一緒に選んだらしいピアス、ピンクのストールなど。 （５０代:女性)
・娘と主人が 朝から二人で出かけるといって 内緒で 私に服とシュシュを買って来てくれたのが嬉しかったです！（３０代:女性)
【商品券】
・いつも商品券です 無難でよいみたいです （５０代:女性)
・ギフト券をあげたら服を買っていました(*^^*) （２０代:女性)
・結婚する前は実母に、１万円の商品券を渡していましたが、結婚してからは実母ではなく、義母にお花や食品を
渡すようになりました。 実母が母の日を辞退するようになりました。 （３０代:女性)
【ゴールデンウィークに帰省】
・ゴールデンウィークに帰省する際に、ごちそうを買って帰ります。それで母の日のプレゼントとしてしまいます。 （４０代:男性)
【家電・健康器具】
・マッサージチェアを贈って、とても喜んでもらいました。しかし、毎日、マッサージをしたようで、腰を痛めてしまったという
笑い話がありました。 （４０代:男性)
・子供からマッサージ器をもらった。 これを使って元気でいてほしいとの事。嬉しかったです。 （６０代:女性)
・布団乾燥機です。特に冬場に暖かい布団でゆっくりと眠って頂くよう気持ちを込めました （６０代:男性)
・母にいつもキレイでいてほしいので毎年美容グッズをプレゼントしている。 （３０代:女性)
【食品】
・毎年、母の日には自分では食べたこともない高級果物と生花を贈っていました。「おいしかった。」その一言を聞くだけで
贈ってよかったと思ったものです。（６０代:男性:)
・去年母の日にケーキをプレゼントしたら、喜んでもらい自分にもケーキを分けてくれた （２０代:男性)
【母以外にギフトを贈る】
・いつもお世話になっているので、叔母にも母の日のプレゼントを贈りました。 予想もしていなかったみたで、
とても喜んでくれました。 これからは「母の日＆叔母の日」になりそうです。 （３０代:女性)
・一昨年に結婚し、一昨年から相手の親にも母の日を送るので、何だか緊張するイベントになった。 （２０代:女性)
・昨年の母の日には義母、母、祖母にカーネーションを送りました。 （３０代:女性)
・息子が結婚して、義娘から初めて母の日の贈り物をいただいたこと （５０代:女性)
【奥さんに贈る】
・実母、義母が他界してからは、毎年妻に「母の日」のプレゼントを贈っています。昨年は、３泊４日で、九州の
温泉巡りを楽しんできました。日頃の感謝を込めて、これからも末永く健康で、お互いをいたわりながら暮らして
ゆきたいと思っています。 （７０歳以上:男性)
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■質問９続き ここ２〜３年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（自由回答抜粋）

【フラワーギフト】
・花をプレゼントした。 （２０代:男性)
・花を贈って喜んでもらえるのはうれしいです。 （３０代:女性)
・海外に住む娘から宅配便でお花が届いた （５０代:女性)
・思春期になり、母の日に何もしてくれなくなった息子たちから、数年ぶりでカーネーションの花束をもらった去年の母の日。
今年はあるかな？ （５０代:女性)
・母の日は毎年カーネーションではなく、自分で選んだ花をプレゼントしている （３０代:男性)
・毎年花を贈っています。遠方に住んでいるので、インターネットショッピングを利用して贈っています。便利です。 （２０代:女性)
【メッセージカード】
・昨年9歳の息子からメッセージカードを貰いました。 少ない言葉でしたが「ママいつも有難う」と書かれたカード。 ずっと大事に
しまっておきます＾＾ （４０代:女性)
・子供からハート型に折ったおりがみをプレゼントされ、その折り紙に「いつもありがとう」というメッセージが書いてあったのが
印象に残ってます。 手作りのものはうれしいですね。 （３０代:女性)
・子供たちからのプレゼントは何でも嬉しいです。幼稚園でかいた似顔絵や、夫からこっそりもらった100円を握り締めて買って
くれた１輪売りのカーネーション、悩んで悩んで一生懸命かいてくれたかわいいお手紙など。 （３０代:女性)
・毎年写真付きのメッセージカードを添えていますが 喜ばれています。 （３０代:女性)
【その他】
・何を送っていいのか分からないので、いつも無駄だな〜と思う。 （４０代:女性)
・娘に、夕ご飯を作ってもらったこと。 （４０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には、実の母、夫や妻の母、祖母、叔母さんなど、実の母親以外にもお祝いやギフトをプレゼントして
いるという意見がありました。
プレゼントには、フラワーギフトなど、毎年同じ種類を贈っているという意見や、贈る相手の要望を聞いて贈っているとい
う意見がありました。
自由意見で多かったのは、家族そろって外出や旅行、食事をするという意見です。母の日はゴールデンウィークにも近いた
め、ゴールデンウィークに帰省した際に、家族そろってお祝いをしやすいのかもしれません。
母の日で贈る方、受け取る方に共通していることは、コミュニケーションを大事にしている事です。
顔を会わせたり、電話や手紙・メッセージカードで感謝の気持ちを伝えることをが重要です。
単なるギフト券ではなく、キレイになってほしいから、アクセサリーや理美容品。
料理のためのエプロン、キッチン用品、その他贈る相手の趣味に関連した物、普段食べることができない限定品や
老舗の味等の商品。
ギフトをコミュニケーションツールとして、
贈る側の気持ちが伝わるギフトが、受け取る人にとって思い出に残る母の日のギフトとなるようです。

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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