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くらしく

第225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年母の日のギフトアンケート

2016年5月4日～5月31日

288名（男性72名 女性216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
●今年の母の日に贈り物をする（59％）、受け取る予定がある（23％）。

今まで母の日に贈り物をしたことがある（86％）。

●母の日のプレゼント、贈った相手は「実の母（80％）」「義理の母（45％）」「祖母・叔母（2％）」。
●母の日のプレゼントの渡し方、受け取り方、「直接会って（69％）」「宅急便で（37％）」「郵便で（16％）」。
●ギフト、贈るとしたら「フラワーギフト（47％）」「食品・スイーツ（45％）」「衣料品・アクセ（28％）」。
●受取るとしたら「食品・スイーツ（40％）」「フラワーギフト（25％）」「産直（20％）」「衣料・アクセ（15％）」。
●母の日ギフト、購入先は「量販手・スーパー（37％）」「百貨店（37％）」。費用は「５０００円未満（54％）」。
●母の日は家族ですごす、外食をする。贈り物はフラワーギフトと食品、趣味の物など。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2016年の母の日ギフトに関してのアンケートをお願いしました。
2016年の母の日は5月8日（日曜日）で、飛び石で最大10連休のゴールデンウィーク最終日の日曜日となりました。
■質問内容

①今年の母の日に贈り物をしますか？
②今年の母の日に贈り物を受取りますか？
③いままでの母の日に贈り物をしたこと、受け取ったことは？
④プレゼントを贈った相手は、どのような立場の方ですか？
⑤プレゼントは、どのような方法で送り、受け取りましたか？
⑥母の日に「贈る」としたらどんなもの？

⑦母の日に「受け取る」としたらどんなもの？
⑦母の日ギフト、購入先は？
⑧購入する費用は？
⑨贈る際にすること、してもらうと嬉しいこと
⑩今までの母の日で行った事や、してもらった事

■質問１ 今年の母の日に贈り物をする予定は
ありますか？
＜単一選択 n=288＞
わからない・
決めていない:
13%

2016年の
母の日の利用状況についてお伺いしています。
今年、母の日に贈り物をすると答えた方は、
全体の59％。
贈る予定がないと答えた方は28％でした。

贈らない・
贈る相手が
いない:
28%

贈った・贈
る
59%

約６割の方が、母の日に贈り物をすると答えています。

■質問２ 今年の母の日に贈り物を受け取る
予定はありますか？＜単一選択 n=288＞
わからない:
21%

受け取っ
た・受け取
る予定
23%

今年の母の日に、母の日の贈り物を
受け取る、と答えた方は
23％いらっしゃいました。

受け取らな
い:
56%

㈱オミセネット http://omisenet.com/

2017/5/9 6/1 ページ

http://www.kurashic.com/

くらしく

北海道のくらしアンケート

第225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年母の日のギフトアンケート

2016年5月4日～5月31日

288名（男性72名 女性216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３ 今までの母の日に贈り物を贈ったこ
と？または、受け取ったことがありますか？＜
複数選択 n=288＞

贈ったことがある

今までの母の日に、プレゼントを贈ったことがあるか
どうかをお聞きしました。
86%

〇贈ったことがある（86％）
〇贈っていない（6％）

贈っていない

6%

〇受け取ったことがある（26％）
受け取ったことがある

26%

〇受け取っていない（12％）
回答いただいたモニターのみなさんの、

受け取っていない

12%

約８割が今まで母の日の贈り物を贈ったことがあり、
３割弱の方は、受け取ったことがあると答えています。
覚えていない・わからない

5%

■質問４ 母の日のプレゼントを贈る相手は、ど
のような立場の方ですか？
＜複数選択 n=288＞
実家の母おや

80%

義理の母おや

45%

叔母

2%

祖母(配偶者の祖母も含む）

2%

知人・友人の親しい年長の女性

1%

学校や仕事の関係

1%

覚えていない・わからない
贈らない

■質問５

となりました。
ご本人の母親、配偶者の母親以外に、祖母へ贈ったと
いう方が2％いました。

3%
13%

母の日にプレゼントを、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=288＞

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

69%
37%
16%

一緒に買物に行きプレゼントを買った
知人・友人に届けてもらった

受け取った
その他

覚えていない
贈っていない

母の日のプレゼントを贈った相手について
お聞きしました。
１位：実家の母おや（80％）
２位：義理の母おや（45％）
３位：叔母（2％）
４位：祖母（2％）

わからない

受け取っていない

10%
0%
2%
1%
10%

母の日のギフトの渡し方、受け取り方に関してお聞きしました。
１位：直接会って（69％）
２位：宅急便で（37％）
３位：郵便で（16％）
４位：一緒に買った（10％）
でした。
「直接会って」が約７割と多く、４位に「一緒に買物に行って」（10％）が入っています。
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■質問６ 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=288＞
フラワーギフト

47%

食品・スイーツなどのギフト

45%

衣料品やアクセサリー

28%

日用品 生活用品

12%

産直ギフト

12%

健康器具

10%

商品券やギフト券

7%

家電製品

7%

旅行などの招待
手作りのもの
その他

6%
5%
3%

形のないもの（一緒に外出や食事）

8%

贈らない

12%

母の日のギフトで何を「贈る」としたら、何がいいかをお聞きしました。
１位：フラワーギフト（47％）
２位：食品・スイーツ（45％）
３位：衣料品・アクセサリー（28％）
４位：日用品・生活用品（12％）
同4位：産直ギフト（12％）
と、なりました。フラワーギフトが１位となっています。

■質問７ 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=288＞
40%

食品・スイーツなどのギフト
25%

フラワーギフト
20%

産直ギフト
15%

衣料品やアクセサリー

14%

商品券やギフト券

13%

旅行などの招待
8%

日用品 生活用品
手作りのもの

7%

家電製品

7%
6%

健康器具
携帯電話 スマートフォン パソコンなど通信機器
その他
形のないもの（一緒に外出や食事）
受け取らない

2%
1%
14%
24%

母の日のギフトで何を「受け取る」としたら、何がいいかをお聞きしました。
1位：食品・スイーツ（40％）
２位：フラワーギフト（25％）
３位：産直ギフト（20％）
４位：衣料品・アクセサリー（15％） 5位：商品券、ギフト券・現金（14％）
となりました。
贈る側に対して、受け取る場合は、食品、現金など現実的な意見が多くありました。
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■質問８ 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 =288＞
量販店・スーパー

37%

百貨店

37%

インターネットショッピングサイト

35%

専門店（食品・菓子）

27%

専門店（衣料・ファッション）

13%

専門店（インテリア・日用雑貨）

10%

ギフトショップ

9%

ゆうパックや宅配業のギフトパック

6%

コンビニ

1%

形がないものなので購入しない

3%

手作りを贈ったので購入しない

1%

その他

2%

贈らない

10%

母の日のギフトを贈るとしたら、どこで購入するかをお聞きしました。
１位：量販店・スーパー（37位） 同１位：百貨店（37％）
3位：インターネットショップ（35％）
３位：専門店（食品・菓子）（27％） となりました。

■質問９

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=288＞

54%

21%
12%
5%

2%

0%

0%

0%

5%

母の日のギフト１個あたりの価格をお聞きしました。
１位：５０００円以下（54％） ２位：５０００円～１万円未満（21％）
３位：１万円～１万５円未満（5％）
でした。
5割以上の方が、母の日のギフトの価格は5000円未満と考えているようです。
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■質問１０ 母の日のプレゼントと一緒に、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？＜複数選択 n=288＞
贈りものに手書きのメッセージカードを入れる

39%

着いたその日に電話をしたり、顔を合わせる

26%

贈る当日に、一緒に外出や外食に行く

17%

贈る当日に集まってお祝いをする

16%

家族そろって記念写真を撮る
その他

10%
4%

贈らない

14%

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感じることをお聞きしました。
１位：贈り物にメッセージカードを入れる（39％）
２位：着いたその日に電話をしたり顔を合わせる（26％）
３位：一緒に外出や外食に行く（17％） ４位：お祝いをする（16％） となりました。

■質問１１

今まで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）

【食品・スイーツ】
・母に似ているマスコットのお菓子入れのかごを送った。がお菓子だけ食べて捨てられていた・・・ （３０代:女性)
・高級果実の佐藤錦のサクランボウを贈りちょっぴり現金をプレゼント。大満足してもらいました。 （５０代:男性:)
・昨年の母の日は紅茶のルピシアで購入したティーパックセットを贈りました。いい香りと好評だったので
（２０代:女性)
・カーネーションが定番だが今年は鍋のセットにしました （４０代:女性)
・花に興味のない実の母にはお菓子のプレゼント。義理の母には主人セレクトのUNIQLOの服を
毎年プレゼント。 （３０代:女性)
【趣味の品】
・趣味の登山グッズ （４０代:女性)
・趣味の家庭菜園に使用する高価な有機肥料（取り寄せ）が届いた時は手に入らないものだっただけに
うれしかった （６０代:女性)
【日用品】
・寂しい母の日をずっと送っていましたが、長男が就職して初めての母の日にルクルーゼのココットロンドを
もらいました。（５０代:女性)
・お気に入りのスマホケースを買ってあげました！ （２０代:男性:)
【ファッション・アクセサリー】
・小学生の息子がエプロンとネックレスを買ってくれた （４０代:女性)
【形のないプレゼント】
・息子が小さい時に私にくれた「肩たたき券」当時は必要なかったけれど、今！今なら欲しい。
（５０代:女性)
・小学校のころ、母の日に欲しいものを訊いたらすげなく「金」とかえされたこと。 もっと、肩たたき券とか
用意できそうなものをさぁ…。 （３０代:女性)
・主人の母に花やスイーツを送ったら現金にしてくれと言われ驚いた事 （６０代:女性)
【手作りのプレゼント】
・子供が小さい頃手作りのカーネーションをプレゼントしてくれたこと 不器用だったのでなおさら嬉しかった
今でも宝物です （５０代:女性)
・子どもが小さい頃に幼稚園で書いてくれた似顔絵 （３０代:女性)
・4歳のわが子が絵が上手になってきたので、初めて母の日に絵をかいてもらったこと。プレゼントとしてではなく、
お店のイベントでかいてもらいました(かくとお菓子のプレゼントが貰えたため笑) （３０代:女性)
・子供が小学校低学年の時に、似顔絵とお花、お手伝い券をくれた事。 （４０代:女性)
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今まで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）

【メッセージカード】
・我が家では誕生日や記念日などにはメッセージカードを贈りあうという習慣があるので、姉と一緒にカードを
選んでメッセージを書き、花と一緒に贈りました。 （３０代:女性)
【一緒にショッピング】
・毎年ゴールデンウィークの時期に帰省するのでその際にお土産を買って帰るか、帰った時に一緒に買い物に
行くなどする。 （4０代:男性:)
・ゴールデンウィークの帰省の際に家族そろって外食に行く。それも母の日のイベントとしてカウントしている。
母がどう思っているかはわからないが・・・ （５０代:男性:)
【フラワーギフト】
・毎年カーネーションを送っている （１９歳以下男性:)
・毎年お花を贈っています （４０代:女性)
・毎年お花とお菓子を贈ります♪ （２０代:女性)
・鉢植えのカーネーションよりも切花を送った方が喜ばれました （２０代:女性)
・西友に行ったらカーネーションの鉢が信じられないくらい安かったので、母の日にプレゼント買う予定はなかったけど、
思わず買ってしまいました。 （３０代:女性)
・お花が好きなので毎年お花を贈っています。 （４０代:男性:)
【母の日を辞退】
・孫が生まれたので、母の日は辞退すると伝えました。 敬老に日に孫からお祝いしてもらえたらうれしいなぁ。
（６０代:女性)
・毎年、子供が通っている学童保育で母の日のプレゼントを作ってくれます。今年小学６年生で、学童も最後の年です。
来年はもらえるのかと少し複雑です。 （４０代:女性)
【学校行事等で】
・初めて娘から母の日のプレゼントで幼稚園で書いてきた似顔絵をもらいました！昔、実家に保育園の時自分が
母にプレゼントした似顔絵をずっと飾っていた母の気持ちがわかりました。 （３０代:女性)
・子どもが小さい頃に幼稚園で書いてくれた似顔絵 （３０代:女性)
【母の日に関係なく贈る】
・母の日に贈ったものは大事にしまわれることが多いので、日常的に使えそうものを見つけたとき、母の日に
関係なく贈るようにしています。 （４０代:女性)
【家族そろって食事】
・母の孫が一堂にそろって外食をして、父も母も嬉しそうだった。 （３０代:女性)
・皆で楽しく食事するのが毎年楽しみです。 （３０代:女性)
・だいたい家族みんなが集まって、食事会とプレゼント贈呈の流れが多いのですが、小さな子供たちもいて
にぎやかになると、それはそれで・楽しいのです（４０代:女性)
【家族旅行に行く】
・母が生前元気でいたころは、毎年温泉旅行に誘った。 （７０歳以上:男性:)
・いつも実家の母には娘3人から渡します。そうすると、ちょつとお値段の高いものも送ることができて、
喜んでもらえます。今年は旅行に招待して、３家族10人で行ってきました。 （３０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は、今までに贈ったことがある方は全体の８割以上となっています。贈る相手は、実母が80％と多く、
義理の母おやは45％と約半数でした。少数意見では、叔母、祖母2％という意見もありました。
母の日ギフト費用は５０００円未満で、内容は、贈る側の意見としては「フラワーギフト、食品など」が好まれ、
受け取る側の意見としては食品、衣料、現金など、現実的なものが好まれるようです。
自由回答で多かったのは、母の日のプレゼントの思い出として、子どもからの手づくりのプレゼント。
家族一緒に過ごすなどの意見が多くありました。
贈り物に関しては、定番のフラワーギフト以外に、春の味覚（さくらんぼ等）やスイーツ、趣味の物をプレゼントするとい
う意見がありました。

調査集計：株式会社オミセネット url:http://omisenet.com mail : info@omisenettcom

㈱オミセネット http://omisenet.com/

2017/5/9 6/6 ページ

