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くらしく

北海道のくらしアンケート

第222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

2016年春のギフトアンケート

2016年3月22日～4月18日

284名（男性60名 女性224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（20％）。２～3年の内で春ギフトを贈ったことがある（28％）
●春のギフトを贈る相手、親、兄弟等の家族（16％）、親せき（15％）、同居している家族（11％）
●春のギフトで贈るのは「入園入学（21％）」「卒業（11％）」「合格（7％）
●春のギフトで贈るのは、食品・飲料（23％）、商品券・現金（22％）、スイーツ（19％）
●春のギフト選ぶ基準「受け取る方がうれしい商品（55％）」「受取って選べる商品（12％）」
●春のギフト購入先は、百貨店（31％）、量販店（スーパー）（23%）、インターネットサイト（21％）
●春のギフトの1個（1か所）当たりのギフトの価格は、4000円～8000円未満（25％）2000円～6000円未満（20％）

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2016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、春のギフトを贈る予定はあります?
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

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。

今年、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=284＞
贈った・贈る
予定
20%

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（20％）
○贈る予定はない（80％）

贈る予定はな
い:
80%

今年、春のギフト利用予定の方は全体の1/5というこ
とがわかりました。

■質問２ 直近の２～３年の内で、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=284＞
わからない、
覚えていな
い:
11%

最近の２～3年の内で、春ギフトを贈ったことがあるか
をお聞きしました。
贈ったことが
ある
28%

○贈った、贈る予定（28％）
○贈る予定はない（61％）
○わからない（11％）
春のギフトを贈った経験のあるの方は全体の1/4以上い
ることがわかりました。

贈ったことが
無い:
61%
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■質問３ 直近の２～３年の内で、、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=284＞
わからない、
覚えていない:
9%

最近の２～3年の内で、春ギフトを受取ったことがある
かをお聞きしました。
受け取ったこ
とがある
22%

○贈った、贈る予定（22％）
○受け取ったことが無い（69％）
○わからない（9％）

春のギフトを受け取ったことがあるのは全体の2割超の
方でした。
受け取ったこ
とが無い:
69%

■質問４ 春のギフトをどのような関係の方に贈りましたか？
＜複数選択 n=284＞
親・兄弟など家族（同居していない家族）

16%

親せき

15%

家族（同居）

11%

友人・知人

9%

学校や仕事関係

孫
その他

4%

3%
0%

贈ったことが無い

69%

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・兄弟等（非同居）（16％）
2位：親せき（15％）
3位：家族（同居）（11％）
4位：友人・知人（9％）
5位：学校や仕事関係（4％） となっています。
春のギフトを贈る相手は、親・兄弟等（非同居）が多いことがわかります。

■質問５ 春のギフトで、どのような目的のギフトを贈りましたか？
＜複数選択 n=284＞
入園入学

21%

卒業

11%

合格

7%

出産

6%

返礼ギフト・お返しギフト

5%

引越・新生活

4%

就職・転職

4%

その他
進級
退院

4%
3%

1%

贈ったことが無い

68%

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（21％）
2位：卒業（11％）
3位：合格（7％）
4位：出産（6％） となりました。
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■質問６ 春のギフトをを贈るとしたら何を贈りますか？
＜複数選択 n=284＞
食品・飲料

23%

旅行券・商品券・現金

22%

スイーツ

19%

お酒・ビール

12%

産直ギフト

10%

カタログギフト

9%

フラワーギフト

8%

日用品雑貨・インテリア

6%

洗剤

5%

衣料・ファッション

旅行などのサービス品
タオル・寝具

3%

1%
1%

贈らない

38%

■質問6 その他の意見
・ワイン、ロクシタンのハンドクリーム（２０代:女性）
・額面が一発で解る金券類。でも貰うと嬉しい＾＾； 気心の知れた方には金券類を贈っていますが
目上の方には流石に躊躇してしまいます・・・。 基本もらってうれしい物を贈っています。（４０代:女性）
・季節感があるもの（５０代:男性）
・出産内祝いで義母にリクエストされたオオカミの桃を送りました。美味しいので内地に住む祖母にも
内祝いは同じものにしました。（６０代:女性）
・春は旅行に必ず行くので、産地のフレッシュなフルーツを良く贈ります。６０代:女性）
・商品券が無駄にならずに良いと思う５０代:男性:）
・小学校入学祝いだったので、名前を付けた鉛筆や タオルハンカチを贈りました。（４０代:女性）
・図書券を贈りたいと思っています７０歳以上:女性）
・息子夫婦の欲しいものを贈る（６０代:男性）

春のギフトを贈るとしたらどような商品を贈るかをお聞きしました。
１位：食品・飲料（23％） ２位：旅行券・商品券・現金（22％）
３位：スイーツ（21％）
４位：お酒・ビール（19％）
５位：産直ギフト（12％） でした。

■質問７ 春のギフトを贈る際に、何を基準に選びますか？＜複数選択

n=284＞

受取る方が貰ってうれしい商品を選ぶこと

55%

受取って選べる商品（カタログギフト、ギフト券など）

12%

送料込み商品

10%

贈る側がおすすめしたい、貰ってほしい商品

9%

好みに左右されないギフト定番商品（洗剤やタオル等）

6%

人気のある商品・話題の商品

6%

ブランド性が高い、老舗などで安心して贈ることができる商品

5%

期間限定商品・春ギフト限定商品

5%

有名、信頼できるお店の商品（老舗店・百貨店）

5%

わからない

その他
贈らない

4%

1%
31%

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（55％） ２位：受取って選べる商品（12％）
３位：送料込み商品（12％） ５位：贈る側が勧めたい商品（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。
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■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=284＞
百貨店

31%

量販店（総合スーパー・食品スーパー）

23%

インターネットショッピングサイト

21%

専門店(食料品・スイーツ等）

10%

ギフトショップ

7%

わからない

5%

専門店(日用雑貨・インテリア等）

4%

通信販売・カタログ販売

4%

量販店（家電・ホームセンター）

4%

専門店(衣料・ファッション・アクセサリー等）

4%

手作りを贈ったので購入していない

0%

コンビニエンスストア

0%

贈らない

33%

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（31％）
２位：量販店（スーパー）（23%）
３位：インターネットサイト（21％）
４位：専門店（食品）（10％）
５位：ギフトショップ（7％） でした。 3割の方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個あたりの価格はどれくらいのだとおもいますか？＜複数選択
3 n=284＞
35%

25%
20%
13%
10%

11%

6%
2%

1%

0%

0%

1%

4%

春のギフト１個（１か所）あたりの価格をお聞きしました。価格帯は3段階選べる事としました。
１位：4,000円～6,000円未満（25％） 2位：2,000円～4,000円未満（20％）
3位：8,000円～10,000円未満（13％） 4位：10,000円～12,000円未満（11％）
5位：1,000円～2,000円未満（10％）
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）
【入園入学・就職祝い】
・2月に娘が本命の大学に合格し、お祝いと入学準備ということで、つい先日娘と一緒に服を買いにお店を
まわりました。贈り物をするというよりは、お財布係として娘について回った感じですかね。（４０代:女性)
・就職祝いに祖母が炊いてくれたお赤飯、南天の枝が添えられていて南天は難を転じるに通じるということを
教えてくれました。今では心に残る春のギフトでした。 （５０代:女性)
・姪っ子の入学祝いに2人で一緒に百貨店に買い物に行きました、姪っ子の欲しいかばんや筆箱ケース、
などいろいろ購入してプレゼントしました。 （３０代:女性)
・娘たちの入学お祝いで可愛い学用品をたくさんいただいたこと。 （５０代:女性)
【卒業祝い】
・学校の卒業祝いに親戚から高級な万年筆を貰い、今でも大事に使用している。 （３０代:男性:)
【孫へのお祝い】
・今年は、孫が小学校を卒業します。新たに中学校に進学するので、図書カードを贈りたいと思っています。
（７０歳以上:女性)
・孫娘へのランドセル、昔と違いカラフルな色がたくさんあり時代の変化を感じさせられました。 （６０代:男性:)

【アクセサリー、ファッション】
・今年は三月の誕生日にあわせ、4月からの転職も兼ねて 家族から、初めて持つ長財布を贈ってもらった (
今までは折る財布でした、、、) （４０代:男性:)
・子供が生まれた時兄から 某海外ブランドのファーストシューズを貰いました。 履かせるまで期間があるので
飾って履かせる迄を楽しむことが出来て 良かったと思います。 （４０代:女性)
・就職祝いに父に赤のCITIZENのオーパスの時計を買ってもらったのを今でも思い出します。 （４０代:女性)
・転勤の時にもらった万年筆 （３０代:女性)
・友達の出産祝いに、赤ちゃんのケープをあげたら喜ばれた （３０代:女性)
【現金・商品券】
・現金か商品券以外には貰っていないので思いつかないです。 （４０代:男性:)
・現金だけでギフトはなしが多い （４０代:女性)
・JCBの商品券を贈った （５０代:男性)
・あまり品物は贈らなくて現金が多いです。 （３０代:女性)
・進学祝いや就職祝いにお金をもらったこと （２０代:女性)
・卒業祝いや入学祝などは現金が一般的です。私の兄弟間では、小学校の入学時のみ贈ることにして
いますので、もうずいぶん長い事何もお祝いごとはないです。 （５０代:女性)
・入学祝は普通に現金です。特に思い出に残るものはありません。 （５０代:女性)
・姪の入学に合わせて商品券を贈った 。 （５０代:男性:)
【ブランド品・特産品】
・ウエッジウッドのクロスロードインプレッションというワイングラスを定年退職の上司に送った。
退職祝いにぴったりのいい贈り物ができたと思う。 （２０代:女性)
・京都に住んでる友人に北海道のロイズの商品を誕生日に送ったら大変喜んでくれた。
北海道外に住んでいる人には北海道でしか買えないものを贈るようにしている （３０代:女性)
・滅多に見かけない、ご当地でしか入手できないお米などの食材は、贈ってくれた人の土地の香りや
温かさを感じてうれしかった。 （３０代:女性)
【お菓子・スイーツ】
・オリジナルケーキ （５０代:女性)
・お菓子 （５０代:女性)
・お菓子の詰め合わせを贈ったら、子供たちが奪うようにして食べたと聞いたこと。 （４０代:女性)
・ケーキとかを送ったり、自分では買わないものを送ったりした。 （４０代:女性)
【食品】
・毎年お米をおくっています。誰でも食べると思うのでいいなと感じました。 （３０代:女性)
【旅行】
・母の喜寿のお祝いに春に遠方にいる家族も呼び旅行を計画した。ところが、出発する前日に
子供の病気がわかり、企画した自分家族が急遽キャンセル、今は元気だが、とんだ春のギフトだった。
（５０代:女性)
・北海道旅行 （５０代:女性)
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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）

【定番ギフト】
・たまにギフトがタオルや寝具だと(さらに大判のものだと)とても嬉しいです。 （４０代:女性)
・義父用のスーパードライのケースを買いに行ったら、春仕様のピンクの箱になっていました。 （２０代:女性)
・普段、洗濯も食器洗いも石けんを使っていますが、子どもが多く育ちざかりのため洗剤セットをもらうことが多く、
使うことができず困りました。 （４０代:女性)
【手紙】
・勤務していた学校を退職したときにかけてもらった言葉やもらった手紙です。職員室の前に生徒たちが
集まって別れを惜しんでくれたことは何よりの春ギフトだったと今では思います。３０代:女性)
・贈り物をするときは直筆のメッセージを必ず入れる （５０代:女性)
【その他】
・スーパーの売り場でも、ギフトコーナーが設けられていますね。全然関係ないので、素通りです。
どんな人達がどんな理由で送り合っているのでしょうか？ （３０代:女性)
・自転車 （４０代:男性:)
・春に貰いたいのは、やっぱり春らしいもの。 （２０代:男性:)
・春のギフトと言う言葉に戸惑う私は、オールドすぎるのでしょうか？ （４０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
春のギフトの利用状況に関しては、今年春ギフトを利用すると答えた方は全体の2割でしたが、
直近２～3年では、全体の（28％）と、約3割の方が利用されているようです。

贈る相手に関しては、親・家族等や親せきに向けて、入園入学や卒業等のお祝いで春ギフトを利用する方が多いようです。
春ギフトで贈るギフトでは、食品・飲料が（23％）、次いで旅行券・商品券・現金が2位で（22％）、3位はスイーツとなって
います。
春ギフトを選ぶ基準では、受け取る方が貰ってうれしい商品を選ぶ（55％）ことで、半数以上の方が答えています。
次いで、カタログギフトなど選べるギフト（12％）となりました。

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。
自由意見で多くあったのは、贈ったものではなく、卒業や入園入学などのハレの日の思い出でした。
春のギフトは、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。受取る側の気持ちを汲んで選ぶ傾向があるようです。。

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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