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北海道のくらしアンケート

くらしく

第214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年ワインと食

2015年11月3日～11月30日

285名（男性63名 女性222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
●ボージョレー・ヌーヴォーの解禁日を知っている方は45％、購入したことがある方は全体で46％。
●購入先としては、スーパーやコンビニで購入されていて、半数以上の方は自宅で飲んでいる。
●ワイン全体に関しては、全体の57％が自宅でワインを飲むと答えています。
●ワインを飲む頻度は1ヶ月に2～3度が一番多く、良く飲むワインは赤ワイン、国別では日本産が1位。
●ワインに合う食としては、チーズ、肉料理、ピザ、魚料理となっており、和食・お寿司は6位。
●購入するワインの価格で一番多かったのは500～1000円未満のワイン。
●ワインの自由意見、「お祝い・イベントなどに飲むお酒」「クリスマスに飲む」「健康に良い」「飲みやすくて悪酔いをする」

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2015年11月19日、ボージョレー・ヌーヴォー解禁にちなんで、新酒ワイン、ワインと食に関しての
アンケートをお願いしました。
■質問内容

①ボージョレー・ヌーヴォーの解禁日知っていましたか？
②ボージョレー・ヌーヴォー購入したことがありますか？
③ボージョレー・ヌーヴォーをどこで購入しましたか？
④ボージョレー・ヌーヴォー、どこで飲みますか?
⑤自宅でワインを飲むことがありますか?

⑥普段の生活の中でワインを飲む頻度は？
⑦主に購入するワインの種類は？
⑧主に購入するワインの産地は？
⑨ワインを飲むときに一緒に食べたいと思うものは？
⑩自宅で飲むとしたら、ワイン1本の価格はいくらぐらい？
⑪生活の中でワインを楽しんだ思い出。

■質問１ 11月19日（木）が、ボージョ
レー・ヌーヴォーの解禁日であると知ってい
ましたか。＜単一選択 n=285＞
11月19日（木曜日）がボージョレー・ヌーヴォーの
解禁日だとご存知かどうかお聞きしました。

知っていた
45%

○知っていた（45％）
○知らなかった（55％）
約半数の方が知っていたと答えていますが、
「知らなかった」と答えた方が割合では上回っていま
した。

知らなかっ
た
55%

■質問２ 今までにボージョレー・ヌーヴォー（新酒で楽しむワイン）を
購入したことがありますか？＜単一選択 n=285＞
わからない
2%
お酒を飲まない
22%

毎年している
10%
たまにしている
18%

お酒は飲むがワイン
は好きではない
8%
まったくしていない
22%

ほどんどしていない
18%

今までに、ボージョレー・ヌーヴォーを購入したことがあるかをお聞きしました。
○毎月している（10％）
○たまにしている（18％）
○ほとんどしていない（18％）
○まったくしていない（22％）
○ワインは好きではない（8％） ○お酒を飲まない（22％） となりました。
ボジョレー・ヌーボーを購入したことがある方は全体で46％、ボジョレー・ヌーボーを購入したことがない（ワイン・酒全体
含め）52％となりました。
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■質問３ 今までにボージョレー・ヌーヴォーをどこで購入しましたか？
＜複数選択 n=285＞
スーパー

31%

コンビニエンスストア

16%

百貨店

12%

酒のディスカウントストア

6%

酒屋さん

4%

飲食店・レストラン

4%

インターネットショップ

3%

カタログ販売や通信販売

1%

その他

1%

わからない

2%

買ったことがない

51%

ボージョレー・ヌーヴォーの購入店をお聞きしました。
1位：スーパー（31％）
2位：コンビニ（16％）
3位：百貨店（12％）
4位：お酒のディスカウントストア（6％）5位：酒屋さん・飲食店やレストラン（4％）
となりました。

質問４ ボージョレー・ヌーヴォーを飲むとしたら、どこで飲みますか?
＜複数選択 n=285＞
自宅で

50%

友人宅などで

9%

レストランや料理店などで食事と一緒に

8%

飲食店（バーやスナックなどのお酒を飲む目的のお店）
その他

7%
1%

ボジョレーは飲まない

21%

お酒を飲まない

23%

ボージョレー・ヌーヴォーをどこで飲むかをお聞きしました。
1位：自宅で（50％） 2位：友人宅など（9％）
3位：レストラン・料理店（8％）
となりました。
半数の方が、ボジョレー・ヌーボーを自宅で飲むと答えています。

4位：飲食店（7％）

■質問５ ボージョレー・ヌーヴォーに限ら
ず、自宅でワインを飲むことがありますか?
＜単一選択 n=285＞
わからない
1%

飲む
19%

お酒を飲ま
ない
22%

ご自宅でワインを飲むことがあるかをお聞きしました。
○飲む（19％）
○たまに飲む（38％）
○ワインは飲まない（20％）
○お酒を飲まない（22％）
となりました。
自宅でワインを飲むと答えた方は全体で57％
ワインを飲まない・お酒を飲まない方は全体で42％
となりました。

ワインは飲
まない
20%
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38%
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普段の生活の中でワインを飲む頻度を教えてください。
＜単一選択 n=285＞
毎日飲む

2%

1週間に2～3度

9%

2週間に2～3度

9%

1か月に2～3度程度

12%

半年に2～3度程度

11%

1年に2～3度程度

7%

特別な日（クリスマス、誕生日など）にしか飲まない

9%

意識してワインを飲むことはない

11%

わからない

1%

ワインを飲まない、お酒は飲まない

29%

普段の生活で、ワインを飲む頻度をお聞きしました。（飲む場所の制限はありません）
1位：1ヶ月に2～3度（12％）
2位：半年に2～3度・意識してワインを飲むことはない（11％）
3位：1週間に2～3度・2週間に2～3度・特別な日にしか飲まない（9％）
6位：1年に2～3度（7％）となりました。

■質問７ 普段、主に購入するワインの種類を
お答えください。＜複数選択 n=285＞
赤ワイン

46%

白ワイン

普段、主に購入するワインの種類をお聞きしました。
1位：赤ワイン（46％）
2位：白ワイン（36％）
3位：スパークリングワイン（31％）
4位：ロゼワイン（28％）
でした。

36%

スパークリングワイン

31%

ロゼワイン

28%

ワインは飲まない お酒は飲まな
い

36%

■質問8 普段、主に購入するワインの産地をお
答えください。＜複数選択 n=285＞
日本産

42%

フランス産

20%

チリ産

20%

産地は気にしない

16%

イタリア産

16%

スペイン産

11%

オーストラリア産

8%

ドイツ産

6%

アルゼンチン産

4%

南アフリカ産

3%
2%

ポルトガル産

1%

その他の産地

0%

飲まない、お酒は飲まない
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日本産が42％で1位となりました。
また、4位に「産地は気にしない」という意見があり
ました。

5%

アメリカ産

ニュージーランド産

普段、主に購入するワインの種類をお聞きしました。
1位：日本産（42％）
2位：フランス産・チリ産（20％）
4位：産地は気にしない・イタリア産（16％）
6位：スペイン産（11％）
となりました。

35%
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■質問９ ワインを飲むときに一緒に食べたいと思うものはなんですか？
＜複数選択 n=285＞
チーズ
生ハムや肉料理
ピザ
魚料理
お菓子・スナックを食べながら
和食・お寿司
スィーツやアイスクリームなど
ワインだけ楽しんで飲む
ワインはなんにでも合うので、メニューを選ばない
中華料理
その他
わからない
ワインは飲まない
お酒は飲まない

53%
40%
31%
18%
13%
10%
7%
7%
6%
3%
1%
3%
13%
18%

■質問9 その他の意見
・ワインは比較的何に出も合うような気がするのでメニューを考えてお酒を飲まない（家飲みでの話）（４０代:男性）
・安くて軽いワインなら、テレビを見ながらスナック菓子を食べながら家飲みしたりする。（５０代:男性）
・胡桃、カシュナッツ、ピーナッツ、黒豆の煮たもの（５０代:女性）
・燻製（自家製）（６０代:男性）

ウインと一緒に食べたい物についてお聞きしました。
1位：チーズ（53％）
2位：生ハムや肉料理（40％）
3位：ピザ（31％）
5位：お菓子・スナック（13％）
6位：和食・お寿司（10％） となりました。

4位：魚料理（18％）

■質問10 普段自宅で飲むとしたら、ワイン1本の価格はいくらぐらいだと思
いますか？一般的に販売されている750ml瓶でお考えください。
＜単一選択 n=285＞
29%
24%
18%
11%
8%
5%

2%

0%

3%

普段ご自宅で飲むワイン1本の価格についてお聞きしました。
1位：500円～1000円未満（29％）
2位：1000円～2000円未満（24％）
3位：2000円～3000円未満（8％） となりました。
約3割の方が500円～1000円未満と答えています。
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今までの生活の中でワインを楽しんだ思い出などがあれば、教えてください。（自由回答

一部抜粋）

【ワインは大人のイメージ】
・20歳の成人式の日に父親からワイングラスを貰いました。 ワイングラスって何となく大人～
という感じが有って凄く嬉しかったのを覚えています♪ （４０代:女性)
【お祝い・イベントのお酒】
・20歳の誕生日に最初に飲んだお酒がスパークリングワインでした。お酒は普段から飲むけれど、
お祝い事といえばワインという気がします。 （２０代:女性)
・イタリアンのお店で飲んだスパークリングワインがとってもおいしかったのですが、その時に
婚約指輪を貰ったので、思い出深いワインとなりました。 （３０代:女性)
・イベント毎、記念日毎に以前はよく飲んでいたなぁと懐かしい気持ちになる。 （５０代:女性)
・お祝いごとの時はスパークリングワインを飲みます。 （４０代:男性:)
・お正月に実家に集まった時はみんなでワイワイ飲みます （３０代:女性)
・クリスマスや誕生日祝いなどでワインの色を楽しみ味わって飲みます。 （６０代:女性)
・以前はクリスマスや誕生日などお祝い事にはワインを楽しんでしましたが、ここ最近はお酒を
飲む機会がなくなってしまいました。子育てが落ち着いたらまた楽しみたいです！ （３０代:女性)
・結婚記念日にワインを飲んでお祝いをしている。 （４０代:女性)
・親戚が集まるときには、様々な酒類を飲むので、ワインも飲みます。 ここ最近は
スパークリングが多いです。 （３０代:女性)
・入籍の記念にシャンパンでお祝いした。 初めて飲んだものだったがすごく美味しかった。
（３０代:女性)
・普段 飲み会でも ビールしか飲まないので ホテルのレストランで ワインを出されると 特別な日の
料理という 心地よい緊張感を味わえます。 （４０代:女性)
【クリスマスに】
・クリスマス、お正月、誕生日、結婚記念日など記念日はシャンパンやワインでお祝いするのが
定番です。 （５０代:女性)
・クリスマスなどイベントの時にはスパークリングワインを飲むのが楽しみの一つです☆
（３０代:女性)
・クリスマスには必ずみんなで少しいただきます。ケーキや鶏肉をたべながらちびりちびりいきます。
（６０代:男性:)
【小さなボトルで買いやすくなった】
・以前は大きなボトルばかりが目立ち、飲み残しを考えると購入を断念してばかりでしたが、
最近では小さなボトルで市販されているので、ちょっと今日は…というときに買いやすくなりました。
（４０代:女性)
【メニューに入れて】
・クリスマスに、チーズフォンデュに白ワインを入れるのがすごく楽しみです。 （２０代:女性)
・ワインは飲めませんが、もらった場合は料理につかいます （３０代:女性)
【ボジョレー・ヌーボー】
・この時期しか飲めないボージョレ―・ヌボー。この時期海を一望できる日本平ホテルで、
広大な庭園、青い空を背景にヌーボーを堪能しました。 （５０代:男性:)
・ボジョレー・ヌーボーの解禁日に友達とやみんなでたくさん飲みました （３０代:女性)
【イタリア料理の定番】
・しばらく行ってないけどイタリアン料理の店では常にワインです。 （５０代:男性:)
【ハロウィン】
・今年のハロウィンにスパークリングワインを飲みました。スーパーで購入、値段も安価でしたが、
大勢で飲んだのでおいしかったです。 （３０代:男性:)

【ワインアラカルト】
・ドイツでホットワインを飲んだけれど寒い土地で暖かいワインって本当にカラダが温まる。
気持ち良く酔えてカラダが温まって気持ち良かった。 （５０代:女性)
・ワインとフルーツが大好きなので、自家製サングリアを作ってみたことがあります！グレープフルーツ
など、たくさんの果物の効果で、翌日全然二日酔いになりませんでした！ （２０代:女性)
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今までの生活の中でワインを楽しんだ思い出など。（自由回答

一部抜粋）

【健康に良いワイン】
・ポリフェノールは体にいいと聞いてから、赤ワインにはまって毎日のように飲んでいる時期が
ありました。おいしいけど毎日飲むのにはちょっと高いです （４０代:女性)
・赤ワインは健康に良いが飲み過ぎは駄目 （７０歳以上:男性)
【好きなメニューと共に】
・週末にピザ、パスタと一緒にゆっくりワインを飲むのが、一番楽しいです。 （４０代:女性)
【ワインの思い出】
・大学生時代、アルバイトでコツコツ貯めたお金の中から、コンビニで500円ほどのワインを
買って、友達と飲みました。 学生の私にとって、とても贅沢な気持ちになれる時間でした。 （３０代:女性)
・友人と自宅でサッカー日本代表のワールドカップ予選を見ながら、ケンタッキーフライドチキンを
食べながら、朝まで解禁されたばかりのボジョレー・ヌーボーを飲み明かした。 （３０代:男性:)
【二日酔いの恐怖】
・知人がワイン好きで年４回、飲み会ではワインを２本は空けます。飲みやすいので飲んだ後が
恐怖です。 （６０代:男性:)
・口当たりが良いので、以前１本空けてました。でも、後から回るんですよね・・・酔っぱらいました。
それからは、自宅でしか１本は空けません。((´∀｀))ｹﾗｹﾗ （６０代:女性)
・学生時代の友人とその友人宅で何本もワインのボトルを空けて話に花が咲いた事がある。
飲みすぎたせいで、それ以来ワインがほとんど飲めなくなってしまった。 （４０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
ボージョレー・ヌーヴォー解禁にちなんで、ワインと食に関するアンケートをお願いしました。
ボージョレー・ヌーヴォーの解禁日を知っている方は45％、購入したことがある方は全体で46％と、半数近くの方が知って
購入していることがわかりました。購入先としては、スーパーやコンビニで購入、半数以上の方は自宅で飲んでいるようで
す。
ワイン全体に関しては、全体の57％が自宅でワインを飲むと答えています。ワインを飲む頻度は1ヶ月に2～3度が一番多
く、良く飲むワインは赤ワイン、国別では日本産が1位でした。
ワインに合う食としては、チーズ、肉料理、ピザ、魚料理となっており、和食・お寿司は6位でした。
購入するワインの価格で一番多かったのは500～1000円未満のワインでした。
ワインに関する思い出、自由意見では、「お祝い・イベントなどに飲むお酒」「クリスマスに飲む」などが多くありました。
ポリフェノールなど「健康に良い」と意見もありました。「飲みやすくて悪酔いをする」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
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