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北海道のくらしアンケート

くらしく

第196回アンケート
アンケート実施期間
モニター総数
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アンケートレポート

2015年バレンタインデー

2015年2月11日～3月14日

323名（男性73名 女性250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
●今年バレンタインにチョコを購入する（53％）男女別では、女性61％、男性25％が購入する。
●「義理チョコ」を贈る（39％）、贈らないが6割以上。
●バレンタインチョコを贈る人数、「２～３人」24％、「１人」14％、「４～５人」10％。
●バレンタインチョコ贈る相手、夫や息子（41％）、自分用（16％）、父母や兄弟（14％）
●バレンタインギフトを贈る相手、夫や息子（32％）、恋人（29％）、友達、父母や兄弟（14％）
●バレンタインギフトで贈るもの、チョコレート・スイーツ・お菓子（55％）で、購入先はスーパー（35％）、百貨店（28％）
●バレンタイギフトの価格は1個当たり500円～1000円未満（25％）、1000円～2000円未満（24％）
●バレンタインは、家族でお祝いする、父母に贈る、孫から届くなど、広い意味でのファミリーのイベントとして利用されている。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2015年のバレンタインに関してのアンケートをお願いしました。
このアンケートでは、最近の男性もプレゼントするプロモーションや傾向も踏まえて、一部アンケートの集計は、

男女の合算数で行っています。
■質問内容
①今年のバレンタインデーに、チョコを購入しますか？
②今年のバレンタインデーで【義理チョコ】を贈りますか？
③チョコレートを何人に贈りますか？
④チョコレートを誰にプレゼントしますか？
⑤バレンタインプレゼントを贈る相手は？
⑥バレンタインプレゼントを受け取った相手は？

⑦今年のバレンタインプレゼント、贈るとしたらどんなもの？
⑧バレンタインプレゼントはどこで購入しますか？
⑨バレンタインプレゼント買うとしたら1個いくら？
⑩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。
⑪今年のバレンタインはどこですごす？
⑫今までのバレンタインで思い出、今年の予定。

■質問１ 今年のバレンタインデーの時期に、
チョコレートを購入しますか？
＜単一選択女性２５０人＞

■質問１ 今年のバレンタインデーの
時期に、チョコレートを購入しますか？
＜単一選択女性323人＞

購入しな
い:
39%

購入する
61%

購入しない
47%

購入する
53%

■質問１ 今年のバレンタインデーの時期に、
チョコレートを購入しますか？
＜単一選択男性７3人＞
購入する
25%

購入しな
い:
75%

２０１５年のバレンタインギフトに関して、モニターのみなさん３２３名にアンケートをお願いしました。
バレンタインにチョコレートを購入するかお聞きしました。
全体では、購入する（53％） 購入しない（46％）となっており、約半数がバレンタイン時期にチョコレートを購入すると
答えています。
また、男女別で見てみると、購入すると答えたのは、女性では61％、男性では25％となっています。
女性では６割、男性では１/４の人がチョコレートを購入すると答えています。
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■質問２ 今年のバレンタインデーで
【義理チョコ】を贈りますか
＜単一選択 女性のみ n=250＞

■質問２ 今年のバレンタインデーで
【義理チョコ】を贈りますか？
＜単一選択 n=323＞

贈る
46%

贈らない
54%

贈る
39%

■質問２ 今年のバレンタインデーで
【義理チョコ】を贈りますか
＜単一選択 男性のみ n=73＞
贈る
14%

贈らない
61%

贈らない
86%

今年のバレンタインデーに、「義理チョコ」を贈るかをお聞きしました。「義理チョコ」とは、女性が知人の男性などに付
き合いで配るチョコレートです。ちなみに「友チョコ」は、同性の友人に贈るチョコとされています。
全体では39％の方が「贈る」と答えています。「贈らない」と答えた方は61％でした。
男女別では、女性で「義理チョコを贈る」46％、「贈らない」54％、となっています。
昨今のバレンタインは、「男性からも贈る」「友チョコ」「お世話になった方へ」など、性別や関係にとらわれない
風潮やメーカーのキャンペーンなどが見受けられるため、男性もアンケート集計しました。
「贈らない」86％、「贈る」14％、となっています。

■質問３ 今年のバレンタインデーでチョコレートを何人に贈りますか？
＜単一選択 n=323＞
46%

24%

14%
10%
4%

1人

2～3人

4～5人

6～7人

0%

2%

0%

0%

8～9人

10人～15人

16人～20人

20人以上

贈らない

バレンタインチョコレートを贈る人数についてお聞きしました。
一番多かったのは、「２～３人」24％でした。次いで多かったのは「１人」14％、「４～５人」10％となっています。
当アンケートのモニターさんの多くは３０代～４０代の女性で、既婚者、主婦が多くいらっしゃいます。そのため、義理
チョコの割合が少なく、贈る相手の数も少ないと思われます。
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■質問４ 今年のバレンタインデーでは、チョコレートを誰に
プレゼントしますか？＜複数選択 n=323＞
配偶者や子供（夫や息子）

41%

自分用に購入

16%

父母や兄弟

14%

友達 知り合い

10%

恋人や親密な関係

7%

（本人または家族の）仕事や学校の関係

5%

祖父母

2%

親戚

2%

その他

2%

孫

1%

プレゼントしない

42%

バレンタインデーにチョコレートを贈る相手をお聞きしました。
１位：配偶者や子供（41％）
２位：自分用に購入（16％）
３位：父母や兄弟（14％）
４位：友達、知り合い（10％）
５位：恋人（7％）となっています。
質問３でも述べた通り、回答者の多くは３０～４０代の女性、既婚であり、主婦もおおくいるため、
家族（配偶者や子供）41％となり、恋人が7％と低くなったと思われます。

■質問5 今までのバレンタインで、プレゼントをどのような関係の方に
贈りましたか？＜複数選択 n=323＞
配偶者や子供（夫や息子）
恋人や親密な関係
友達 知り合い
父母や兄弟
（本人または家族の）仕事や学校の関係
祖父母
親戚
孫
その他
覚えていない
贈ったことがない

32%
29%
14%
14%
7%
3%
2%
1%
1%
4%
41%

バレンタインのギフトやプレゼントについてお聞きしました。
バレンタインにギフトプレゼントを誰に贈ったかをお聞きしました。
１位：配偶者や子供（32％）
２位：恋人や親密な関係（29％）
同率３位：父母や兄弟（14％） ５位：仕事や学校の関係（7％）
でした。

３位：友達 知り合い（14％）

■質問6 今までのバレンタインで、プレゼントをどのような関係の方から
受け取りましたか？＜複数選択 n=323＞
友達 知り合い
配偶者や子供（妻や娘）
恋人や親密な関係
（本人または家族の）仕事や学校の関係
父母や兄弟
孫
その他
親戚
祖父母
覚えていない
受け取ったことがない

15%
13%
12%
6%
6%
1%
0%
0%
0%
4%
64%

バレンタインのギフトやプレゼントについてお聞きしました。
バレンタインギフトを誰から受け取ったかをお聞きしました。
１位：友達 知り合い（15％）
２位：配偶者や子供（13％） ３位：恋人や親密な関係（12％） となっています。
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■質問7 今年のバレンタインで、プレゼントを贈るとしたら
どんなものですか？＜複数選択 n=323＞
チョコレート、スイーツ、お菓子

55%

衣料品、身につけるもの

9%

上記以外の食べるもの

8%

フラワーギフト

3%

手作りのもの

3%

腕時計や、アクセサリー、ジュエリー小物
日用品
その他
わからない
贈らない

2%
1%
3%
2%
37%

■質問7 その他の意見
・3歳の長男が、チョコレートを解禁にしてから初めてのバレンタインデーなので、チョコレートケーキを作りました。
（２０代:女性）
・インテリア・雑貨（３０代:女性）
・ウイスキー・梅酒・ワイン（６０代:女性）
・ショコラティエマサールの高級チョコを購入（５０代:女性）
・甘いものが食べれない旦那には、大好き珍味、タコわさびをあげました。（３０代:女性）
・気持ちがこもって入れば特になんでもうれしい。趣味に関するものは一緒に買いに行くとかすると長く使えると思う。
（４０代:男性）
・子供には本をプレゼントしました。（４０代:女性）
・手作りチョコレートです。１歳になる娘と一緒に作りました。とても簡単なものでしたが、１歳の娘が手伝って作って
くれた事に主人はとても喜んでくれていました。（２０代:女性）
・親と旦那用にガトーショコラを手作りしました。 子供たちとは、友達にあげるためにクッキーにチョコでトッピングした
ものを作りました。（３０代:女性）
・孫からの似顔絵が毎年送られてくるのが楽しみです。似顔絵を見るたびに、自分が年々歳をとっているのが
解りました。（７０歳以上:男性）
・同性の友人にコスメグッズを贈ります。具体的には、ボディソープとハンドクリームとボディ用シアバターです。
シアバターは自分用にも買いました。（４０代:女性）
・彼氏にはマフラー、弟にはハンカチ（３０代:女性）
・夫がチョコが苦手なので、チョコを使わないケーキを作って、それと一緒に靴下と下着をプレゼントします。
（３０代:女性）
・夫には好きなシュークリーム（手作り）父にはお茶・ビール好きな知り合いにはビール券（５０代:女性）
・夫には高級チョコ。子供には可愛らしいキャラクターのチョコ。 両家の父にはブランデー入りのチョコと万年筆（
５０代:女性）

バレンタインギフトやプレゼントはどのようなものを贈るかをお聞きしました。
１位：チョコ、スイーツ（55％）
２位：衣料品、身に着けるもの（9％）
３位：食べるもの（8％）
４位：フラワーギフト（3％）
同率４位：手づくりの物（3％）となっています。
自由回答では、家族で手づくりのチョコレートやケーキ、お酒や、チョコレートが苦手な人へのプレゼントなどのご意見をい
ただきました。家族や兄弟に贈ることや、孫からのバレンタインギフトなど、幅広く贈られていることがわかりました。
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■質問8 バレンタインにプレゼントを、ご自身が贈るとしたら、
どこで購入しますか？＜複数選択 n=323＞
量販店（総合スーパー・食品スーパー）

35%

百貨店

28%

専門店(食料品・スイーツ等）

18%

インターネットショッピングサイト

12%

手作りなので購入していない

7%

専門店(衣料・ファッション・アクセサリー等）

4%

通信販売・カタログ販売

2%

専門店(日用雑貨・インテリア等）

2%

ギフトショップ

2%

量販店（家電・ホームセンター）

2%

わからない

3%

贈らない

27%

バレンタインギフトやプレゼントを購入する店をお聞きしました。
１位：スーパー（35％）
２位：百貨店（28％）
３位：食品専門店（18％）
５位：手作りを贈った（7％） でした。

４位：ネットショップ（12％）

■質問9 バレンタインに、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３つまで n=323＞
28%
25%

24%

15%
12%

5%

4%
1%

0%

バレンタインギフトやプレゼントの１品当たりの価格をお聞きしました。
１位：500～1000円未満（25％）
２位：1000～2000円未満（24％）
4位：500円未満（12％）となりました。
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■質問10 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=323＞
直接会って渡すこと

63%

贈りものに手書きのメッセージカードを入れること

当日に集まって食事会やパーティを行うこと

23%

4%

特にない

わからない

贈る予定がない

17%

12%

プレゼントを贈る際にしたいこと、されると嬉しい事をお聞きしました。
1位：直接会って手渡す（63％）
2位：メッセージカードを入れる（23％） となっています。

■質問１1 今年のバレンタインは、主にどこで過ごされる予定ですか？
＜複数選択 n=323＞
65%

自宅
6%

レストランや料理店
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

1%

その他
わからない 考えていない

3%
4%

予定はない

バレンタインを過ごす主な場所についてお聞きしました。
1位：自宅（65％）
2位：レストランや料理店（6％）
6割以上の方が自宅で過ごされているようです。
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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など（自由回答抜粋）

【バレンタインの想い出】
・はじめて好きな男の子にチョコを手作りして渡したところ、後日彼の友人から「1個くれっていったのに"俺がもらったから"と
言って、全部自分で食べてた」と聞いて、とても嬉しくてキュンとした思い出があります。 （３０代:女性)
・今の嫁に結婚前にもらった時はそれはそれはうれしかった （４０代:男性:)
・今までの思い出としては、自分の誕生日も2月なので、誕生日プレゼントプラスチョコのプレゼントがありました
（３０代:女性)
・バレンタインは、一人息子の誕生日です。 毎年、ケーキ作りから始まり、子供の好きなものを作り、プレゼントを買い、
チョコレートもあり、ごちそうを食べることが毎年でした。（５０代:女性)
【手作りチョコレート】
・１歳の娘と一緒に主人に贈るチョコレートを、初めて一緒に作りました。とても簡単なレシピでしたが、作っている時から
主人に渡す時までとても思い出に残る１日となりました。 （２０代:女性)
・６歳４歳の息子達にトリュフを作ってあげたら大喜びしてくれました。 （３０代:女性)
・以前は手作りチョコなどを贈っていましたが、ここ数年は市販の普通のチョコレートを家族のおやつ用に買っています。
いろんなチョコを買ったりしましたが、結局普段食べる銘柄のものが夫も息子もいいようです。 （５０代:女性)
・子供たちと一緒にぱぱへのチョコを愛情込めて作ったこと （３０代:女性)

【男性からバレンタイン】
・我が子から友チョコをもらいました。ボロボロになっていたのは、自分で買いに行って、握り締めていたからかな・・・。
（３０代:女性)
・今年、男の子がチョコを作って娘に友チョコを届けてくれました。 女の子同士は毎年交換していますが、男の子から
友チョコとは驚きました。 （４０代:女性)
・昨年から、主人から”逆バレンタイン”と言ってチョコレートを貰っています。（笑い） （４０代:女性)
・男性からチョコをもらいました （４０代:女性)
・楽しみ、待ち遠いしいバレンタイン。今年はベルギーで活躍した日本人パティシエの宝石のようなボンボンショコラを
贈ります （５０代:男性:)
【チョコ以外のギフト】
・毎年、彼の札幌のご両親には、バレンタインにチョコとみかんを一箱贈ることにしている。 （４０代:女性)
・去年のホワイトデーにチョコ＋プレゼントを彼氏からもらって嬉しかったので、今年は私も彼氏にチョコ＋プレゼントを
あげた。すごく喜んでくれていたので、私も幸せな気持ちになった （３０代:女性)
・去年北陸新幹線が開通すると混雑すると思い一足お先に金沢、能登半島に旅行に行き加賀屋ホテルの一番いい
ランクに宿泊して来ました。 （５０代:女性)
・イルミネーションが綺麗ななばなの里に行った （２０代:女性)
【バレンタインのお返し】
・かなり手の込んだ手作りチョコをもらってとても嬉しかったが、お返しを選ぶのにとても苦慮した記憶があります。
（２０代:男性:)
・昔、職場（量販店）の関係でたくさんの女性から義理チョコ頂き、お返しの金額が ５万円ほどかかり、かみさんに
あきれられた （４０代:男性:)
・知り合いの方からチョコだと思って受け取りましたら、なんと下着でした・・ （５０代:男性:)
【義理チョコ、お付き合いチョコ】
・過去に何度も貰ったことがあるが、今思えばほとんどが義理チョコ。唯一本物をくれたのは、今の奥さん。
お粗末でした。 （６０代:男性:)
・会社の上司にチョコをプレゼントしたら、ホワイトデーのお返しにチョコレートと別にデパートで買ったアナスイの
チョウチョのハンカチをいただきました。 （３０代:女性)
・会社用の義理チョコに、甘いチョコではなく、しょっぱいお菓子を贈ったら思った以上に喜ばれました。
給湯コーナーにココアを置いて、「セルフでどうぞ」にしたら、これも喜ばれました。 （４０代:女性)
・学生の時は殆ど貰えず悲しかったが、就職した後はチョコ一つにも職場の人間関係が絡んで、面倒くさかった。
（４０代:男性:)
・職場に手作りお菓子を持っていったことがありました。 みなさんチョコを使ったお菓子を作るので、 私はあえて
重ならないように、さっぱりしたチーズケーキを作っていました。 （２０代:女性)
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北海道のくらしアンケート

くらしく

第196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

■質問１2つづき

アンケートレポート

2015年バレンタインデー

2015年2月11日～3月14日

323名（男性73名 女性250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

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など（自由回答抜粋）

【受け取る相手のリアクション】
・チョコを渡した相手は、「バレンタインデーなんて」と冷めた人だった時は、用意しなければよかったと思った
（３０代:女性)
・今年のバレンタイン。チョコや甘いものが苦手な旦那に何が欲しいか聞いたところ「要らない」と言われました。
チョコじゃなくても洋服は？と提案しても同じ答え。なので贈りたくても贈れません。 （２０代:女性)
【家族そろってバレンタイン】
・バレンタインには家族揃ってデザートを食べにいきます(*^^*) （２０代:女性)
・今年のバレンタインデーは、家族でご飯を食べに行き、 子供も歌う事が好きなので、皆でカラオケに行きました！
（３０代:女性)
・今年は土曜日でしたので家族でゆっくり外食にいきまいた。おいしかった （４０代:女性)
・毎年自宅で食事会を行っていましたが、年毎に、人数が増えますので、最近は、レストランなどを利用して、食事会や
プレゼントの交換をしています。 （７０歳以上:男性:)
【自分へバレンタイン】
・以前チョコを買ったが贈らずに自分で食べてしまった （４０代:女性)
・贈るためではなく、この時期は普段買えないブランドが買えるので 楽しみにしています。 同じ好みの友人と、新しく
見つけたショコラを交換しあって楽しみます。 （５０代:女性)
【孫から】
・孫にあげたらお返しに似顔絵をもらってうれしかった （５０代:女性)
・普通のチョコでも初めて貰った分は、覚えています。妻・子供・孫からですが。 （６０代:男性:)
【その他】
・例年の習慣です （７０歳以上:男性:)
・お金をかけても手間をかけてもノーリアクションなことが多かったので、バレンタインデーは卒業しました。 （３０代:女性)
・チョコ嫌いの彼にカレー味のケーキをプレゼントして喜ばれたこと （３０代:女性）

たくさんのご意見ありがとうございました。
昨今のバレンタインは、「男性からも贈る」「友チョコ」「お世話になった方へ」など、性別や関係にとらわれない
風潮やメーカーのキャンペーンなどが見受けられます。
上記傾向の中で、今回のアンケートで興味深かったのは、
質問１の男性回答者の1/4がバレンタインチョコレートを購入する。
質問４のバレンタインチョコレートを贈る相手、第2位：自分（16％）、3位：父母や兄弟（14％）
質問12の自由回答の「孫からのバレンタイン」や、「バレンタインは家族そろって食事に行く」など、
バレンタインデーは、今までのバレンタインデーのような、特定の相手ではなく、家族や仲の良い友人のあいだでチョコ
レートやプレゼントを気楽に贈り合うイベントとなっているようです。
※当アンケートの対象者は全体的に、30～40代の既婚主婦の割合が多くなっているため、上記の傾向が出ている可能性が
あります。

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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