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アンケートレポート

2015年春のギフトアンケート

2015年3月19日〜4月20日

298名（男性64名 女性234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、春のギフトを贈る（25％）

今まで春のギフトを贈ったことがある（52％）、受け取ったことがある（59％）

●春のギフトを贈る相手、親せき（32％）、親、兄弟等の家族（32％）、同居している家族（23％）
●春のギフトで贈るのは「入園入学祝い（42％）」「卒業祝い（22％）」「就職・転職／出産祝い（18％）
●春のギフトで贈るのは、商品券・現金（37％）、食品・飲料（27％）、スイーツ（21％）
●春のギフト選ぶ基準「受け取る方がうれしい商品（67％）」「商品券・ギフト券等、使い方がえらべる物（15％）」
●春のギフト購入先は、百貨店（40％）、量販店（スーパー）（28%）、インターネットサイト（19％）
●春のギフトの1個（1か所）当たりのギフトの価格は、2000円〜6000円未満が44％

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2015年の春のギフトに関してのアンケートをお願いしました。

今回のアンケートでいう「春のギフト」は、
３月から４月の時期に贈られるいくつかのお祝いギフトの総称としてお聞きしています。
春のギフトの目的として多く利用される「お祝い」は、
合格・卒業・入園・入学・就職・引越し・新生活、などと、これらのお祝いの返礼も含まれます。
■質問内容

①今年、春のギフトを贈りましたか?
②今までに、春のギフトを贈ったことがありますか?
③今までに、春のギフトを受け取ったことがありますか？
④春のギフトをどのような関係の方に贈りましたか？
⑤どのような目的のギフトを贈りましたか？

■質問１ 今年、あなたご自身または、ご家族
が春のギフトを贈りましたか、贈る予定はあり
ますか？＜単一選択 n=298＞
贈った・贈
る予定
25%

贈る予定は
ない
68%

わからない
7%

⑥春のギフトを贈るとしたら何を贈りますか？
⑦春のギフト商品、何を基準に選びますか？
⑧春のギフトを贈るとしたらどこで購入しますか？
⑨1個あたりの価格はどれくらいのだとおもいますか？
⑩春のギフトで思い出に残っている品や、思い出。

春のギフトの利用状況についてお伺いしています。
春のギフトとは、
春のギフトの目的として多く利用される「お祝い」
で、
合格・卒業・入園・入学・就職・引越し・新生活、な
どと、これらのお祝いの返礼も含まれます。これらを
踏まえてアンケートをお願いしました。
今年、春のギフトの利用の予定をお聞きしました。
○贈った、贈る予定（25％）
○わからない（7％）
○贈る予定はない（68％）
今年、春のギフト利用予定の方は全体の1/4というこ
とがわかりました。

■質問２ 今までに、あなたご自身または、
ご家族が春のギフトを贈ったことがあります
か？＜単一選択 n=298＞

■質問３ 今までに、あなたご自身または、
ご家族が春のギフトを受け取ったことがあり
ますか？＜単一選択 n=298＞
受け取った
ことが無い
30%

贈ったことが
無い…
贈ったこと
がある
52%
わからな
い、覚えて
いない
6%

わからない、
覚えていない
11%

受け取った
ことがある
59%

■質問２と質問３では、今までの、春のギフトを贈った経験、受け取った経験についてお聞きしています。
○春のギフトを贈った経験〜全体の約５割が「贈ったことがある」と答えています。
○春のギフトを受け取った経験〜全体の約６割が「受け取ったことがある」と答えています。
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■質問４ どのような関係の方に贈りましたか？
＜複数選択 n=298＞
親せき

32%

親・兄弟など家族（非同居）

32%
23%

家族（同居）
17%

友人・知人
10%

学校や仕事関係
3%

孫
その他

1%
40%

贈ったことが無い

春のギフトを贈った相手についてお聞きしました。
1位：親せき（32％）
1位：親・兄弟等（非同居）（32％）
3位：家族（同居）（23％）
4位：友人・知人（17％）
5位：学校や仕事関係（10％）
となっています。
春のギフトを贈る相手は、親せき・家族が多いことがわかります。

■質問５ どのような目的のギフトを贈りましたか？＜複数選択 n=298＞
42%

入園入学祝い
22%

卒業祝い
18%

就職・転職祝い

18%

出産祝い

17%

合格祝い
11%

引越・新生活祝い

9%

返礼ギフト・お返しギフト

9%

進級祝い
退院・快気祝い

3%

その他

3%

贈ったことが無い

40%

春のギフトで、どのような目的のギフトを贈ったのかお聞きしました。
1位：入園入学祝い（42％）
2位：卒業祝い（22％）
3位：就職 転職祝い・出産祝い（18％）
5位：合格祝い（17％） となりました。
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■質問６ あなたがもし、春のギフトをを贈るとしたら何を贈りますか？
＜複数回答 n=298＞
商品券・現金
食品・飲料
スイーツ
カタログギフト
お酒・ビール
フラワーギフト
日用品雑貨・インテリア
衣料・ファッション
産直ギフト
洗剤
タオル・寝具
旅行などのサービス品
その他
贈らない

37%
27%
21%
13%
10%
9%
9%
7%
7%
6%
5%
2%
5%
24%

■質問6 その他の意見
・カタログから選びました（７０歳以上:男性）
・この春退職する上司に渡すお別れの品を、みんなでお金を出し合って何をかおうか同僚と相談したときに、「自分では
あえて買わないような高級なもの」を提案したら却下されました（苦笑） （４０代:女性）
・ただいま友人の出産祝いにベビー服を製作中です。お店には売ってなさそうなオリジナリティーを大切に、お祝いの気持ちを
こめて作っています。（４０代:女性）
・ランドセル・通学用バッグ・本・学用品（６０代:男性）
・衣料品や寝具では、ブランケットやストールなど。女性にはちょっといい、自分では買わないコスメや入浴剤類。（４０代:女性）
・小学校入学の孫にランドセルを送った。（６０代:男性）
・小学入学なのでノートや鉛筆など文房具をあげました。（３０代:女性）
・新生活の人に贈るとしたら、なるべくかさばらないものを送ります。 実用的なものでも好みがあるし、もう揃えている
かもしれないからです。（２０代:女性）
・図書カードを贈りました。（４０代:女性）
・東京から札幌へ越してきたばかりなので、北海道の魅力が伝わるように、北海道のものを送りたいです。（４０代:女性）
・入園入学に必要な物を手作りしてプレゼント。絵本バッグやエプロン等。（３０代:女性）
・入学祝には本を送ります。（４０代:女性）

春のギフトで贈る商品を贈るとしたら、どのような商品を贈るかをお聞きしました。
１位：商品券・現金（37％） ２位：食品・飲料（27％）
３位：スイーツ（21％）
４位：カタログギフト（13％）
５位：お酒・ビール（10％） でした。

■質問７ あなたがもし、春のギフト商品を選ぶとしたら何を基準にしますか？
＜複数選択 n=298＞
67%

受け取る方が貰ってうれしい商品を選ぶ
15%

品物や使い方を選べるカタログギフト、商品券、ギフト券など
人気のある商品・話題性の高い商品

12%

贈る側がおすすめしたい、貰ってほしい商品

12%
11%

受け取る側の好みに左右されないギフト定番の商品

9%

送料込み・割引など値ごろ感がある商品
売っているお店が有名（有名店・百貨店）、信頼できる

9%

ブランド、老舗、安心して贈ることができる商品

8%

期間限定商品・春ギフト限定商品
その他
わからない
贈らない

4%
3%
4%
19%

春のギフトで商品を選ぶ基準をお聞きしました。
１位：受け取る方がうれしい商品（67％） ２位：カタログ、商品券・ギフト券等、使い方がえらべる（15％）
３位：人気・話題性・贈る側がお勧めする商品（12％） ５位：好みに左右されない商品（11％）
でした。春のギフトは様々お祝いの目的がはっきりしているため、受け取る側視点でのギフト選びがされているようです。
㈱オミセネット http://omisenet.com/

2015/6/11 6/3 ページ

http://www.kurashic.com/

北海道のくらしアンケート

くらしく

第199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年春のギフトアンケート

2015年3月19日〜4月20日

298名（男性64名 女性234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８春のギフトを贈るとしたらどこで購入しますか？
＜複数選択 n=298＞
百貨店

41%

量販店（総合スーパー・食品スーパー等）

28%

インターネットショッピングサイト

19%

専門店(食料品・スイーツ等）

17%

ギフトショップ

12%

通信販売・カタログ販売

7%

専門店(日用雑貨・インテリア等）

6%

専門店(衣料・ファッション・アクセサリー等）
量販店（家電・ホームセンター等）

5%
3%

その他
手作りなので購入しない

4%
1%

わからない

5%

贈らない

19%

春のギフトを購入する先についてお聞きしました。
１位：百貨店（41％）
２位：量販店（スーパー）（28%）
３位：インターネットサイト（19％）
４位：専門店（17％）
５位：ギフトショップ（12％） でした。 ４割が百貨店と答えています。

■質問９春のギフトを贈るとしたら、1個（一か所）あたりの価格はどれくらいのだ
とおもいますか？＜単一選択 n=298＞
24%

22%

20%

5%
2%

7%

7%

4%
1%

1%

3%

3%

1%

春のギフト１個（１か所）あたりの価格をお聞きしました。
１位：4,000円〜6,000円未満（24％） 2位：2,000円〜4,000円未満（20％）
3位：8,000円〜10,000円未満・10,000円〜12,000円未満（7％）
5位：1,000円〜2,000円未満（5％）
でした。4割以上の方が、1品（１か所）の春ギフトの価格は2000円〜6000円未満と考えているようです。
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■質問１０今までの春のギフトで思い出に残っている品や、思い出など（自由回答）

【食品】
・北海道産の乳製品 （７０歳以上:男性:)
・合格祝いに鯛をもらった。大きな鯛で家族みんなでいただいたんだけどよりによって私がのどに骨がささって大騒ぎに。
鯛の骨は怖いよー。 （５０代:女性)
・最近贈ったのですが、東京から札幌に越してきたばかりなので、お土産屋さんなどで売られている北海道にしか売られて
いないお菓子などを包装し直したりして贈ると喜ばれました。 （４０代:女性)
・桜関連のお菓子が印象的だった （４０代:女性)
・不在時に果物セットが届いており、宅配の方に預かっているが水が出てきていると言われ、廃棄してもらったことがある。
生物を送る時には気をつけたいと思った。また、送り主には申し訳ない事をしてしまった。 （５０代:女性)
【オススメを贈る】
・無添加のハム・ベーコン・ソーセージを贈った。 今ではその友達の方がそのお店で沢山購入しているようで、なんだか
嬉しい。 （３０代:女性)
【現金・商品券など】
・10000円の現金でお祝いを送ったら、1000円のお菓子が届いた。 10000円と5000円を入れ間違えたかと慌てたが、他の人
にもそうだったようで、ホッとしたり、びみょ〜に納得いかなかったり。 （５０代:女性)
・お祝いは現金がほとんど （４０代:女性)
・もらってうれしいのは、やはり現金です。一番助かるので…。 （４０代:女性)
・図書カードはうれしい （５０代:女性)
・昔は入学祝いと言えば、文具券や図書券が多くがっかりしました。 今は背べて現金でいただくので助かる。 （４０代:女性)
・入学、就職祝いに家族や親戚から現金を貰うことが多かったのですが、おばが必ずハンカチをプレゼントしてくれました。
必ず使うものですし、私も春にギフトを贈る際は現金を贈るとしてもハンカチをそえたいなあと思っています。 （２０代:女性)
【手作りを贈る】
・２１年前に５月生まれの娘に手作りパッチワークのおくるみを頂きました。 とても立派な作品です。私も手芸をしますが、
私が何年かかってもできないような作品でした。（５０代:女性)
・子供が小学校に入学するとき実家の母が 趣味の水彩画で「祝・入学」と一言書き添えた 幼い笑顔で微笑む息子の
似顔絵を描いて贈ってくれました。 （４０代:女性)
【家具・インテリア】
・2年前引越しをこの時期にしたのですが、主人の友人が荷造りから運搬まで全てお手伝いしてくれました。なのにも
関わらず、引っ越し祝いだと壁掛け時計とフォトフレームをいただきました。 （３０代:女性)
【入園入学】
・ランドセルですが、自分の子供に購入した価格と孫に購入した価格の違いにちょっとびっくりです。机とかは
同じか少し安くなってますが、ランドセルは、高くなってますねえ。 （６０代:男性:)
・学校で準備しなければいけないエプロン・三角巾・ランチマット等のオーダーを従姉妹から受けたので、販売ではなく
入学祝いとしてプレゼントした。 （３０代:女性)
【生活品・生活雑貨】
・一人暮らしをするときに、かわいいバズグッズをいただき、可愛すぎて使うことができず、次に引っ越すときも
そのまま持って行った。 （５０代:女性)
・研究室の後輩が家庭用プラネタリウムをくれたのは嬉しかったです。 （３０代:女性)
・高校合格＆入学祝におしゃれな自転車をもらった。 （２０代:女性)
・まだ現役時代で働いていました頃、所属していました部署の全員から新築祝いのカタログギフトをいただきました。
カタログから選んだのは「柱にかける電波時計」でした。今でもしっかりと動いています。 （７０歳以上:男性:)
・昨年ですが、マンションを購入した友人に、友達5人がそれぞれ3000円ずつ出し、合計15000円ほどのインテリア雑貨と
スイーツをプレゼントしました(*^^*) （２０代:女性)
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今年のクリスマスの予定や、今までのクリスマスで印象に残っている過ごし方（自由回答）

【受け取る相手に合わせて贈る】
・甥っ子の入学祝に図書カードと簡易的な顕微鏡をセットにして贈りました。もらった本人より、親（私にとって弟）のほうが
顕微鏡に興味津々で、意外な驚きでした。 （３０代:女性)
・学生の時に、1点1点選んだ実用品を、他に代用できるパッケージに入れてもらったのが、心がこもっていて今でも
覚えています （４０代:女性)
・結婚祝いや出産祝いでは、本人のリクエストに応える形にしています。第一子の出産祝いの場合、新米ママは色々と必要な
用品をリサーチしていることが多いので（ベビーカーや抱っこ紐やベビーカゴなど）そのほうが喜ばれます。 （４０代:女性)
・今年はじめて小学入学お祝いで、使えそうなものを選んだのですが、小学生にとって勉強道具が嬉しいのか疑問です。
（３０代:女性)
・子供の入学祝にえんぴつなどの文房具セットをもらった。 子供はとても喜んでいた。 （３０代:女性)
・子供の入学祝を選ぶのが楽しい。 私は、希望商品を聞く主義です。 （５０代:女性)
・親友の子供の高校入学祝いに英語のＣＤ（美術館巡り等ありきたりの教材でないもの） （４０代:女性)
【卒業・合格祝い】
・高校の合格祝いに立派な手帳を叔母から頂いて、今も使用しています。 （３０代:女性)
・高校の卒業祝いに、年上の友人からリップパレットをプレゼントされたのが印象に残っています。キラキラしたピンク色の
コンパクトがとても素敵で、大人として認めてもらえたような特別な気分になりました。 （４０代:女性)
・高校の入学祝いに叔父が腕時計を買ってきてくれました。スイス製のフェミニンなデザインでしたが、身につけることはなく、
いつの間にかしまい込んだ事も場所も忘れ、大人になってから時々思い出し、そのたびに「大事に取っておけば良かった」
と思います。価格も結構高かったんだろうと思います。 （６０代:女性)
・卒業祝いにおばから素敵なブローチをプレゼントされたこと。 大人になった今でも大切に使っています。 （３０代:女性)
【受け取る方が思い出に残るものを贈る】
・基本、送る時は自分が持っている物よりも良い物を贈るようにしています。今回、先方が持つ事で大切にして想い出に
なるようにモンブランのボールペンになりました。 （５０代:男性:)
・万年筆 就職祝いで初めて万年筆を手にしました。濃紺のインクで大人な気分になったのを覚えています．。
以来、改まった手紙を書くときは必ず万年筆派です。気持ちが整います。 （４０代:女性)
【メッセージ】
・去年、我が家が転勤のため、仲の良かった方々からいろいろ頂いて嬉しかったです。寄せ書きやメッセージカードは
今もいい思い出になってます。 （４０代:女性)
【その他】
・花束 （３０代:女性)
・貰ったことが無いので分からないけど、実用的なものや私的には消え物が嬉しい （５０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
最近、百貨店や量販店で「春のギフト」という名前で、卒業、入園入学、引っ越し、結婚、出産、引っ越し、等のギフト利
用をうながすポスターなどを多く見るようになり、今回アンケートをお願いしましたが、「春のギフトはわかりづらい」と
いう意見も少しですがありました。
春の時期のギフトとして考えると、アンケートに参加いただいた半数以上の方が、贈った経験、受け取った経験があると答
えています。
贈る相手は、親せきまたは家族が多く、贈る目的（お祝い種類）は、「入園入学」「卒業」でした。
ギフトの商品の傾向は「現金・商品券】に代表されるように、貰ってうれしい物、相手が自由に使えるもの、実用的な物、
消えモノ（食品）などが多いようです。
購入先は、百貨店・スーパー・ネットショップなどが多く、費用は1個（1か所あたり）2000円〜4000円未満が多くあり
ました。
春のギフトの特徴は、他の記念日のギフトと違って、目的がはっきりしていて（卒業・入学など）、その機会のみ祝う、毎
年贈らないということです。そのため、受け取る側の意向を強く反映したギフトになるのだと思います。

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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