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北海道のくらしアンケート

くらしく

第226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年父の日のギフトアンケート

2016年5月28日～6月27日

275名（男性67名 女性208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
●今年の父の日に贈り物をする（40％）、受け取る予定がある（8％）、今まで父の日に贈り物をした（72％）
●父の日のプレゼント、贈った相手は「実の父（61％）」「義理の父（36％）」「友人・知人（２％）」
●父の日のプレゼントの渡し方、受け取り方、「直接会って（56％）」「宅急便で（24％）」「郵便で（12％）」
●ギフト、贈るとしたら「お酒や食品（52％）」「衣料・アクセ（32％）」「産直ギフト（14％）」「健康器具（8％）」
●受取るとしたら「お酒や食品（31％）」「産直ギフト18％）」「商品券・現金（13％）」「旅行など招待（9％）」
●父の日ギフト、購入先は「量販店・スーパー（39％）」「百貨店（37％）」。費用は「５０００円未満（44％）」
●家族で外食やお祝いをする。孫との交流がうれしい。母の日と一緒に行う。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2016年の父の日ギフトに関してのアンケートをお願いしました。
2016年の父の日は6月19日（日曜日）でした。
■質問内容

①今年の父の日に贈り物をする予定はありますか？
②今年の父の日に贈り物を受取る予定はありますか？
③いままでの父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父の日に「贈る」としたらどんなもの？

⑦父の日に「受け取る」としたらどんなもの？
⑧父の日ギフト、購入先は？
⑨購入する費用は？
⑩贈る際にすること、してもらうと嬉しいこと
⑪今までの父の日で行った事や、してもらった事

■質問２ 今年の父の日に贈り物を受
け取る予定はありますか？＜単一選択
N=275＞

■質問１ 今年の父の日に贈り物をする
予定はありますか?
＜複数選択 n=275>

受け取った・
受け取る予定
8%

わからない・
決めていない:
18%

わからない:
15%

贈った・贈る
40%
贈らない・贈
る相手がいな
い:
42%

受け取らない:
77%

2016年の父の日の利用状況についてお伺いしています。
■質問１：今年の父の日で贈り物を贈ったと答えた方は全体の40％、贈らない・贈る相手がいない42％
■質問2：今年の父の日で贈り物を受け取る予定と答えた方は全体の8％、受け取らない77％（全回答者含め）
となっています。
※回答者の男女比は女性4.1：男性1のため、受け取る側（男性）の割合が低くなります。

■質問３ 今までの父の日で何か贈り、ま
たは受け取りましたか？
＜複数選択 n=275＞
贈ったことがある

72%

贈っていない
受け取ったことがある

受け取っていない
覚えていない・わからない
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今までの父の日での贈り物に関して贈り物をしたこと
があるか、受け取ったことがあるかをお聞きしまし
た。

15%
8%

14%
8%

〇贈ったことがある：72％
〇贈っていない：15％
〇受け取ったことがある：8％
〇受け取っていない：14％

となっています。
※回答者の男女比は女性4.1：男性1のため、受け取る
側（男性）の割合が低くなります。
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■質問４ 父の日のプレゼントを贈る相手
は、どのような関係の方ですか？
＜複数選択 n=275＞。
実家の父おや

父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：実家の父親（61％）
２位：義理の母父（36％）
３位：知人・友人など年長者（2％）

61%

義理の父おや

36%

知人・友人などの年長の男性

2%

祖父(配偶者の祖父も含む）

1%

叔父

1%

その他

3%

覚えていない・わからない

3%

となりました。
実家の父親が６割を超えています。

贈らない

26%

■質問５ 父の日のプレゼントはどのような方法で送りましたか、または受け取
りましたか？＜複数選択 n=275＞
直接会って渡した

受け取った

56%

宅配便で届けた 受け取った
郵便で贈った

24%

受け取った

12%

一緒に買物に行って、プレゼントを買ってあげた。

6%

知人・友人に届けてもらった 受け取った

0%

その他

1%

覚えていない
贈っていない

わからない

5%

受け取っていない

22%

父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（56％） ２位：宅急便で（24％） ３位：郵便で（12％）
４位：一緒に買った（6％）でした。「直接会って」が約6割と多くなっています。

■質問６ 父の日にギフトを<「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=275＞
お酒や食品

52%

衣料品やアクセサリー

32%

産直ギフト

14%

健康器具
日用品

8%

生活用品

8%

商品券やギフト券

7%

形のないもの（一緒に外出や食事）

5%

旅行などの招待

5%

家電製品
フラワーギフト
携帯電話

パソコンなど通信機器
その他
手作りのもの

贈らない

4%
3%
1%
2%
3%

22%

父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：お酒や食品（52％）
２位：衣料品・アクセサリー（32％）
３位：産直ギフト（14％）
４位：健康機器（8％）
4位：日用品・生活用品（8％） 6位：商品券・ギフト券（7％）
と、なりました。お酒や食品が１位となっています。
㈱オミセネット http://omisenet.com/
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■質問７ 父の日にギフトを「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=275＞
お酒や食品

31%

産直ギフト

18%

商品券やギフト券

11%

旅行などの招待

9%

衣料品やアクセサリー

9%

形のないもの（一緒に外出や食事）

7%

健康器具
日用品

5%

生活用品

5%

家電製品

5%

フラワーギフト
携帯電話

パソコンなど通信機器
その他

手作りのもの

4%
1%
2%

2%

受け取らない

49%

父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：お酒や食品（31％）
２位：産直ギフト（18％）
３位：商品券やギフト券（11％）
４位：旅行などの招待（9％）
4位：衣料品やアクセサリー（9％）
と、なりました。「お酒や食品」が１位となっています。
贈る側と受け取る側の立場では、食品やギフト、商品券などの意見が上位になりました。

■質問８ 父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 n=275＞
量販店・スーパー

39%

百貨店

37%

インターネットショッピングサイト

23%

専門店（食品・菓子）

19%

専門店（衣料・ファッション）

13%

専門店（インテリア・日用雑貨）

6%

ゆうパックや宅配業のギフトパック

3%

ギフトショップ
コンビニ
その他
手作りを贈った
形がないもの
わからない
贈らない

3%
0%
1%
1%
2%
4%
20%

父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：百貨店（39％）
２位：食品スーパー・総合スーパー（33％）
３位：インターネットショップ（23％）
4位：専門店（食品・スイーツ）（14％） ５位：専門店（ファッション・アクセサリー）（12％）
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■質問９ 父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=275＞
44%

22%

20%

7%

1%

3%

0%

2%

父の日のギフト１個あたりの価格をお聞きしました。
１位：５０００円以下（44％） ２位：５０００円～１万円未満（22％）
３位：１万円～１万５円未満（7％）
でした。
贈ると答えた方で5割以上の方が、父の日のギフトの価格は5000円未満と考えているようです。

■質問１０ 父の日のプレゼントと一緒に、贈る際にしたい、受け取る際にされ
るとうれしいことは？＜複数選択 n=275＞
贈りものに手書きのメッセージカードを入れる

34%

着いたその日に電話をしたり、顔を合わせる

18%

贈る当日に集まってお祝いをする

16%

贈る当日に、一緒に外出や外食に行く

16%

家族そろって記念写真を撮る
その他

わからない
贈らない

9%
4%

12%
23%

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（34％）
２位：着いたその日に電話をしたり顔を合わせる（18％）
３位：当日お祝いをする（16％） 3位：一緒に外出や外食に行く（16％） となりました。
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今までの父の日で行った事や、してもらった事で思い出に残っていること（自由回答）

【父の日のプレゼント】
・プレゼント贈るに際し、あらかじめ品物伝えておいたので贈る相手の好みが聞けたので、一回きりでなく
ずっとつかってもらえそうだ （５０代:女性)
・何を贈っても喜んでくれた。 （５０代:女性)
・結婚してから、父の日を意識するようになりました。 （４０代:女性)
・毎年メッセージカードを渡していて、今でも父がとっていてくれていること （１９歳以下男性）
・毎年決まったものを定例的に送っていましたが、今年からは、旅行に招待したいと思っています。
さぞ、喜ぶと思っています。 （７０歳以上:男性:)
【家族で外出・外食】
・かばんを贈ったが、使ってもらえなかった…贈り物ってあげるほうも、もらうほうも困ると思う。楽しく外食が、
一番いいかもしれないと思いました。 （３０代:女性)
・やはり、自分の父にですが食事に誘い喜んでもらえたことですね （６０代:女性)
・家族みんなで少し値段の高い、父の好きなごはん屋さんに行った。 （３０代:女性)
・今は亡き父と生前、心地よい風に包まれた開放的な雰囲気の中で飲み食べ放題のビュッフェスタイルの
ビアガーデンで父の日を感謝したこと （５０代:男性:)
【孫からのプレゼント】
・息子の孫娘からおじいちゃんの似顔絵を初めてもらったときがうれしかったですね。 （６０代:男性:)
・ウォーキングを趣味にしている実家の父にナイキの靴を 帰省の時に一緒に買いに行って贈りました。
孫が 「じーじは赤色が似合うよ～」と勧めたので真紅の靴を購入。 多少照れながら履いてくれていた（４０代:女性)
・東京在住の娘達からの贈り物に孫たちのメッセージカードが同封してあったこと。 （６０代:男性:)
【母の日と一緒にお祝い】
・父の日では母の日と一緒にしてしまうことが多いです。父の日では何を贈るかいつも悩んでしまいます。
同じ女性の母の日のほうが、やはり贈りやすいです。 （３０代:女性)
【食品・スイーツ】
・ビールが好きな実父のためにインターネットで珍味の詰め合わせと高級なビールをプレゼントした。 （３０代:女性)
・去年は父の好きな蟹を宅配便で贈って、とても喜んでくれました。息子達（父にとったら孫）と電話で話せたことも
嬉しかったようです。 （４０代:女性)
・私は妻に立場ですが、夫が父の日に３人の息子たちから受け取るのはチョコレート。甘いものが大好きなので
チョコ、なのかな？（喜んでます） （５０代:女性)
・手作りのお菓子を毎年贈っていたけれど、反応が薄くてつまらなかった思い出があります。。。 （２０代:女性)
・毎年お義父さんにウイスキーを贈っています。父の日に少し高いウイスキーを贈ると喜んでくださいます。 （２０代:女性)
【衣料・身に付けるもの】
・衣類を贈ることが多いのですが、必ず身に着けた姿を見せてくれて、ちょっと照れているのが
何ともかわいいのです。 （５０代:女性)
・散歩が日課のお父さんに 私が高校生の頃あげたジャージをその後10年近くも着て散歩に行っていた。
大事にしてくれてることが嬉しく、もっと高価で機能性の高いジャージをお母さんと父の日にプレゼントしました。
（３０代:女性)
・昔父に贈ったネクタイを近年になってめでたい席でしてくれていた。 （３０代:女性)
・部屋着を夫に送ったら気に入って毎日着ていた （４０代:女性)
・毎回何をあげるか困りハンカチや靴下などあげています、母の日のカーネーションのように定番が
あるとありがたい。 （３０代:女性)
【日用品】
・ビールとタンブラーのセットを贈ったら、『このタンブラー、欲しかったけど高くて買えなかったんだ』と
喜んでくれて、使ってくれていることが嬉しいです。 （３０代:女性)

【その他】
・ハイビスカスの鉢植えを贈って数年大事に育ててくれました。 （４０代:女性)
・子どもが小さい時の「肩もみ券」が懐かしい。 （６０代:男性:)
・子供のころ、少ないお小遣いをもって妹とスーパーでプレゼントを買ってお店の人にラッピングも頼んだりと、
いろいろとコミュニケーションをとったりお金を使う勉強になったなぁと思います （３０代:女性)
・父とは折り合いが良くないので、儀礼的な風習になっている。 （４０代:男性:)
【特に無し】
・実父の誕生日が6月で、誕生日のプレゼントを贈るので、父の日のお祝いはあまりしていない。義父は、
しばらく入院をしていたので、何か贈ることはなかったです。 （３０代:女性)
・孫が生まれてから、母の日父の日は辞退した。敬老の日に移行です。 （６０代:男性:)
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たくさんのご意見ありがとうございました。
父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7割以上となっています。贈る相手は、実父が61％と多く、
義理の父親は36％でした。
父の日ギフト費用は５０００円未満が5割以上と多く、内容は、贈る側の意見としては「お酒や食品」「衣料・アクセサ
リー」「産直ギフト」などがあり、受け取る側の立場では、「お酒と食品」「産直ギフト」「商品券やギフト券」となって
います。
自由回答では、父の日に家族で食事をしたりお祝いをする。孫と一緒にお祝いをするなどの意見が多くありました。また、
母の日と一緒にお祝いをする。孫が生まれてから父の日から敬老の日にお祝いを変えたという意見もありました。

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/

2017/5/10 6/6 ページ

