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くらしく

北海道のくらしアンケート

第198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

2015年ホワイトデーアンケート

2015年3月14日～4月7日

311名（男性68名 女性243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
●ホワイトデーのプレゼントは、「バレンタインのお返し」約9割、「バレンタインに関係なく贈る」1割
●ホワイトデーのプレゼントは、「家族から」27％、「学校や仕事関係」7％、「恋人」6％、「友人・知人」6％
●ホワイトデーのプレセント、贈った数は「1～3個」、贈るとしたら「菓子・スイーツ」48％
●ホワイトデーのプレゼント、購入先は「百貨店」29％、「スーパー」29％、「専門店（食品・スイーツ）」25％
●ホワイトデーの受け取るとしたら1品「1000円未満」35％、「1001～2000円未満」27％、「2001～4000円未満」10％
●昨今、ホワイトデーを、バレンタインデーのお返しの日ではなく、男性から女性へプレゼントを贈る日としてPRされているが、
依然として「バレンタインのお返し」としての意味合いが強い記念日である。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2015年のホワイトデー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、バレンタインデーのお返し以外での利用の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。※対象モニターの傾向は中高年の主婦層を中心となっています。注意してご覧ください。
■質問内容
①今年ホワイトデープレゼント、贈りますか、受け取りますか？ ⑥ホワイトデープレセント贈るとしたら何を贈りますか？
②ホワイトデープレゼントは「バレンタインのお返し」？
⑦ホワイトデーのプレゼントの購入先は？
③ホワイトデーのプレゼント、だれに贈りましたか？
⑧ホワイトデーのプレゼント、贈るとしたら1品いくら？
④ホワイトデーのプレゼント、だれから受け取りましたか？
⑨ホワイトデーのプレゼント、受け取るとしたら1品いくら？
⑤ホワイトデーのプレゼント、いくつ贈りましたか？
⑩ホワイトデーの思い出、意見

■質問１ 今年のホワイトデーでプレゼ
ントを贈りましたか？ または受け取り
ましたか？＜複数選択 n=311＞
36%

受け取った

39%

受け取っていない

贈った

２０１５年のホワイトデーに関してのアンケートをお
願いしました。
今年のホワイトデーでのプレゼントの実施有無をお聞
きしました。
●ホワイトデーでのプレゼント実施有無
・受け取った（36％）
・受け取っていない（39％）
・贈った（21％）
・贈っていない（25％）

21%
※このアンケートは、複数選択式のアンケートのため
受け取った/受け取っていない≠100％です。

贈っていない

25%

■質問２ ホワイトデーのプレゼントは、
バレンタインデーのお返しとして贈りまし
たか？＜単一選択 n=311＞
ホワイトデーのプレゼントは「バレンタインデーのお
返し」かどうかをお聞きしました。

贈っていな
い
47%

バレンタイ
ンデーの
「お返し」
46%

・バレンタインデーのお返しとして贈った（46％）
・バレンタインデーに関係なく贈った（7％）
・贈っていない（47％）
贈った方のみ考えれば、約９割の方が「バレンタイン
のお返しとして」、約１割の方が「バレンタインデー
に関係なく」プレゼントをしていると答えています。

バレンタインデーに「関係なく」…
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■質問３ ホワイトデーのプレゼント、どのような関係の方に
贈りましたか？＜複数選択 n=311＞
19%

家族（奥さん含む家族）
学校や仕事関係の方（ご自身以外の家族含む）

8%

友人・知人

7%
5%

恋人や親密な関係

3%

親・兄弟
親せき

2%

孫

1%
68%

贈っていない

ホワイトデーのプレセントを【贈った】相手についてお聞きしました。
1位：家族（19％） 2位：学校や仕事関係（8％） 3位：友人、知人（7％） 4位：恋人（5％）
５位：親・兄弟（3％） となっています。

■質問４ ホワイトデーのプレゼント、どのような関係の方から
受け取りましたか？＜複数選択 n=311＞
家族（旦那さんを含む家族）

27%

学校や仕事関係の方（ご自身以外の家族含む）

7%

恋人や親密な関係

6%

友人・知人

6%

親・兄弟

4%

親せき

1%

孫

1%

祖父母

0%

その他

0%

受け取っていない

57%

ホワイトデーのプレセントを【受け取った】相手についてお聞きしました。
1位：家族（27％） 2位：学校や仕事関係（7％） 3位：恋人（6％） 同3位：友人、知人（6％）
５位：親・兄弟（4％） となっています。

■質問５ ホワイトデーのプレゼント、いくつ贈りましたか？
＜単一選択 n=311＞
65%

27%

6%
１～３個

４個～６個:

2%
７個～９個:

0%

0%

１０個～１２個: １３個～１５個

0%
１６個以上:

贈っていない:

ホワイトデーに、プレゼントをいくつ贈ったかをお聞きしました。
「１個～３個」（27％）と一番多く、次に「4個～６個」（6％）、「７個～９個」（2％）となっています。
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■質問６ 今年のホワイトデーで、プレゼントを贈るとしたら何を贈りますか？
＜複数選択 N=311＞
お菓子・スイーツ

48%

クッキー

33%

ジュエリー・アクセサリー小物

5%

レストランで食事など

4%

日用品・生活雑貨

4%

衣料品など身につけるもの

4%

フラワーギフト

3%

手作りのもの

2%

現金・商品券

2%

旅行などのサービス品

1%

上記以外の食べるもの＜産直ギフトなども含みます＞

5%

その他

1%

贈っていない

39%

■質問6 その他の意見
・とくに送ることはしませんが、家族で、なにかスイーツを食べることにしています。（５０代:女性）
・花束やアレンジメントフラワーを贈る（４０代:男性）
・会社員の時には、周りの女性からチョコレートを頂きまして、お返しは、妻に選んでもらって、「商品券、旅行券」等を
贈っていました。今は、現役を引退しまして、妻のみに贈っています。今年は、指輪を贈ろうと思っています。
安いものですが、心を込めて選んでいきたいと思っています。（７０歳以上:男性）
・外国製のチョコレート（６０代:男性）
・外出して食事がいいです。（４０代:男性）
・自分では買わない普段よりお高めの紅茶ティーバッグの詰め合わせ（３０代:女性）
・少しリッチなお値段のフルーツ(季節的にイチゴ)もイイな♪と思います。（４０代:女性）
・生チョコレート（３０代: 女性）
・本人が好きなお菓子（５０代:女性）

ホワイトデーでプレゼントを贈るとしたら、どのような商品を贈るかをお聞きしました。
１位：菓子・スイーツ（48％） ２位：クッキー（33％）
３位：ジュエリーアクセサリー（5％）
４位：レストランで食事（4％）
同4位：日用品・生活雑貨（4％） 同４位：衣料品、身に着けるもの でした。

■質問７ ホワイトデーのプレゼント、ご自身が贈るとしたら、
どこで購入しますか？＜複数回答 N=311＞
百貨店

29%

量販店（総合スーパー・食品スーパー）

29%

専門店(食料品・スイーツ等）

25%

インターネットショッピングサイト

12%

ギフトショップ

3%

専門店(衣料・ファッション・アクセサリー等）

3%

専門店(日用雑貨・インテリア等）

3%

量販店（家電・ホームセンター）

1%

通信販売・カタログ販売

1%

手作りを贈ったので購入していない

2%

わからない

3%

贈っていない

34%

ホワイトデーのプレゼントを購入する先についてお聞きしました。
１位：百貨店（29％）
同１位：量販店（スーパー）（29%）
３位：専門店（食料品・スイーツ）（25％）
４位：インターネットショップ（12％）
５位：ギフトショップ（3％）、同位：専門店（衣裳・ファッション・アクセ
サリー）、同位：専門店（日用雑貨・インテリア） でした。
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■質問８ ホワイトデーにプレゼントを【贈る】としたら、
1個あたりの価格はどれくらいですか？＜複数選択3つ n=311＞
35%

32%
27%

10%
4%
1%

1%

2%

ホワイトデーのプレゼントを贈る立場として、１品当たりの価格がいくらくらいかお聞きしました。
１位：１０００円未満（32％） 2位：1001円～2,000円未満（27％） 3位：2,001円～4,000円未満（10％）
4位：4,001円～6,000円未満（4％）でした。
3割以上の方が、1品（１か所）のホワイトデーの1品あたりの価格は1000円未満と考えているようです。

■質問９ ホワイトデーにプレゼントを【受け取る】としたら、
1個あたりの価格はどれくらいの物をだとおもいますか？<複数選択３つ n=311＞
35%

33%
27%

10%
4%

0%

1%

2%

ホワイトデーのプレゼントを受け取る立場として、１品当たりの価格がいくらくらいかお聞きしました。
１位：１０００円未満（35％） 2位：1001円～2,000円未満（27％） 3位：2,001円～4,000円未満（10％）
4位：4,001円～6,000円未満（4％）でした。
3割以上の方が、1品（１か所）のホワイトデーの1品あたりの価格は1000円未満と考えているようです。
贈る方も、受け取る方もほぼ同位同率となりました。
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■質問１０

アンケートレポート

2015年ホワイトデーアンケート

2015年3月14日～4月7日

311名（男性68名 女性243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

今までのホワイトデーの思い出、ホワイトデーに対しての意見など（自由回答）

【義理チョコ・職場】
・20代のころ、上司にバレンタインの義理チョコのお返しに、東京のきんつばを頂きました。
（５０代:女性)
・食べるとなくなってしまうものが良いと思って、「ケーキ」を買っていました。 （７０歳以上:男性)
・ハンカチを頂いて、愛用できてよかったが、貰った人が多くて、みんなお揃いのハンカチになってしまった。
（３０代:女性)
・ほとんど義理なので、職場でも配りません。雰囲気が悪くなるわけでもないし。バレンタインも贈らないし
（５０代:女性)
・以前の職場で、リクエストしてキティちゃんの裁縫箱を送ってもらったのが今までで一番嬉しかった。
（４０代:女性)
・会社員の時、会社の人にホワイトデーに ハンカチをあげました。 （４０代:女性)
・昨今、義理チョコの儀式がなくなりホワイトデーの返しも送る人が激変 しました。職場が男性が圧倒的多数なので
女性は大変だったと思っています。 贈り物ものでなく言葉の一言、いつも有難うで十分だと思います 。
（６０代:男性:)
・仕事先は男性一人なので女性はそれぞれお金を出し合って渡す程度です。 ホワイトデーは男性社員一人が
みんなでつまめるようなお菓子を買ってきてくれておわりです。毎年同じです。 （４０代:女性)
・職場の方々にチョコレートケーキを作って配ったらホワイトデーの日に机の上がお菓子だらけになっていた事（笑）
（３０代:女性)
・夫が会社でアシストしてもらえるために、夫の会社の女性陣のためにお菓子と紅茶セットを必死で探し回り、
心身ともにとても疲れました。喜んでくれるといいのですがね～ （３０代:女性)

【ホワイトデーの思い出】
・ゴディバのお返しが500円のコンビニクッキーだった （３０代:女性)
・ダイエット中の女性にハート型の巨大チョコレートを渡したら、逆切れされてしまい、周りの人たちから
大爆笑されました。その話は、毎年ホワイトデーのレジェンドとして語り継がれております。（４０代:男性)
・バレンタインは「チョコ」ホワイトデーは「クッキー」が定番ですが以前義理で贈った際のお返しをクッキーは
好きじゃ無いのでチョコをおねだりしました。 （４０代:女性)
・遠距離恋愛をしていた時にお菓子が 送られてきたこと。 （３０代:女性)
・結婚してから旦那と父親にしかあげてなく、お返しもパターン化してるので楽しみがなくなりました…
（３０代:女性)
【ホワイトデーのプレゼント】
・アクセサリーをもらった （５０代:女性)
・ティーポットをもらったこと （３０代:女性)
・入浴剤の詰め合わせや、石鹸、ハンドクリーム、マネキュアをもらったときは嬉しかったです。 （４０代:女性)
・以前にブランド物のブレスレットをホワイトデーに貰ったのですが、私はバレンタインにチョコレートしか
渡さなかったので、高価な物すぎて嬉しい反面恐縮してしまいました(^^;) （２０代:女性)
・偶然好きな画家の絵をプレゼントしてくれた。 贈ってくれた彼は今は夫です。絵もリビングに飾っています。
（４０代:女性)
・今年のホワイトデーで鉢植えの花を買ってもらおうと思い一緒に選びに行ったのですが、時期外れでいいものが
売ってなくて、購入が先延ばしにされたまま、今に至っています。 （２０代:女性)
・初めてできた彼氏に手編みのセーターをバレンタインに贈ったが、ホワイトデーは自分の使ってたコンパクトテレビ
だった。お金がなかったらしい。（４０代:女性)
・夫からいつも「するっと関西」というプリペイドカードをもらいます。私は出かけることが多いので、電車賃の足しに
なればということで、チョコレート以上の金額のカードを暮れるので助かっています。 （４０代:女性)
【外食】
ホワイトデーは、ホテルランチに行ったり、外食をしています。 （２０代:女性)
【家族からホワイトデー】
・父からいつも缶にたくさん入ったクッキーをもらうのが楽しみだったこと （３０代:女性)
・今年は、私のリクエストで「きなこねじり」を旦那と子供が手作りしてくれました。とっても上手にできて、
１４日のおやつで皆で食べました。心のこもったプレゼントは、なにより嬉しいものです。 （３０代:女性)
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■質問10つづき
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今までのホワイトデーの思い出、ホワイトデーに対しての意見など（自由回答）

【家族のバレンタインのお返し】
・イトコの子から４歳６歳の息子達がバレンタインを貰ったのでお返しにお菓子の詰め合わせをホワイトデーで
渡しました。子供たちのやり取りが可愛かったです。 （３０代:女性)
・今年は、ショートケーキにしました。勤めているときは、大変でした。一人あたり1500円程かかりました。
かける女性の数だけです。 （６０代:男性:)
・今年は娘がバレンタイン当日に近所の子にチョコをあげる！と言いだし、即席で作りました。
そんなバレンタインのお返しが予想以上に豪華で、逆に相手方に申し訳なく思った。 （４０代:女性)
・今年も夫の職場の皆様へ大量のお菓子を作りお返ししました。 女性の多い職場なので毎年バレンタイン自体が 恐怖の
行事に思えて仕方ないです・・・＾＾； （４０代:女性)
・旦那の同僚の奥様から毎年、バレンタインをいただくので ホワイトデーには必ず喜ばれるものをと、夫婦で選びに
行きます。今年はおすすめのチーズケーキを送り喜んでもらえました！ （３０代:女性)
・夫が教員をしており、生徒さんからバレンタインに手作りチョコをいただいたので、そのお返しを私が買ってきました。
子どもさんなのでリラックマの缶に入ったクッキーです。お母様も若いので喜んでもらえたようです。 （５０代:女性)
【家族でお祝い】
・今年はパン屋さんで、ホワイトデー用のシュークリームを購入し、家族みんなで食べました。 （５０代:女性)
【プレゼント選び】
・地元に無いものでネットでも買えない。その人が喜びそうなものをそこまで買いに行くプロセスが良いですね。
（５０代:男性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
昨今、ホワイトデーを、バレンタインデーのお返しの日ではなく、男性から女性へプレゼントを贈る日として、PRされてい
るのをよく見かけますが、今回のアンケートを見て、あまり浸透してないような気がします。
質問10の自由回答では、職場でのホワイトデー「義理チョコのお返し」に関してや、家族（主に旦那様の会社）のホワイト
デーのお返しに関しての意見を多くいただきました。
ホワイトデーは、バレンタインとペアの記念日としての認識が強く、依然として「バレンタインのお返し」としての意味合
いが強い記念日であることがわかりました。
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