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北海道のくらしアンケート

くらしく

アンケートレポート

第219回アンケート バレンタイン
アンケート実施期間
モニター総数
調査方法

2016年1月30日～2016年2月29日

296名（男性67名 女性229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
●今年のバレンタインでチョコレートを購入する（53％）、チョコレートを贈る（54％）
●贈るチョコレートは、ファミリーチョコ（40％）、本命チョコ（22％）、自分用チョコ（14％）
●チョコを贈る人数は、2～3人（27％）、相手は、配偶者（41％）、子ども（30％）、自分用（24％）
●バレンタインギフトを贈ったことがある（53％）、相手は配偶者（33％）、恋人（31％）、子ども（15％）
●バレンタインプレゼントは、チョコ・スイーツ（54％）、衣料品（11％）、食品（9％）
●プレゼント購入先は量販店（スーパー）（36％）、百貨店（28％）、食品専門店（16％）
●プレゼントの費用は、500円～1000円未（27％）、1000円～2000円未（26％）
■アンケート条件
今回は、バレンタインデーに関してのアンケートです。
バレンタインチョコレートの購入、バレンタインギフト、バレンタインデーの過ごし方についてお聞きしています。
■アンケート項目

①バレンタインにチョコレートを購入しますか？
②今年のバレンタインデーにチョコレートを贈りますか？
③贈るチョコレートのタイプは？
④バレンタインデーでチョコレートを何人に贈りますか？
⑤誰にチョコレートをプレゼントしますか？
⑥チョコレート以外にギフトを贈ったことがありますか？
⑦バレンタインデーギフト誰に贈りましたか？

⑧バレンタインギフトを誰から受け取りましたか？
⑨プレゼントを贈るとしたらどのようなものを贈りますか？
⑩プレゼントを贈るとしたらどこで買いますか？
⑪プレゼントを贈るとしたら費用はどれくらい？
⑫贈る際にしたい、受け取る際にされると嬉しいことは？
⑬今年のバレンタイはどこで過ごしますか？
⑭バレンタインの思い出、今年の予定。

今回はバレンタインデーについてお聞きしました。

■質問１ 今年のバレンタインデーの時期に、
チョコレートを購入しますか？
＜単一選択 n=296＞
女性229名 男性67名
女性

今年のバレンタインデーにチョコレートを
○購入する（53％）
女性：48％、男性：5％

男性

購入する

48%

購入しない

今年のバレンタインデーに、チョコレートを購入する
かをお聞きしました。

20%

○購入しない（36％）
女性：20％、男性：16％

5%

〇わからない、決めていない（12％）
女性：10％、男性：2％

16%

※女性、男性の割合は全体からの割合です。
わからない、決めていない

10%

2%

0%

20%

40%

60%

バレンタインにチョコレートを贈るかをお聞きしまし
た。

■質問２ 今年のバレンタインデーにチョコレート
を贈りますか？＜単一選択 n=296＞
女性229名 男性67名
女性

50%

贈らない

今年のバレンタインデーにチョコレートを
〇贈る（54％）
女性：50％、男性4％

男性

贈る

19%

女性の約半数が、バレンタインチョコレートを購入す
ると答えています、回答者の内の男性5％も購入する
と答えています。

4%

〇贈らない（36％）
女性19％、男性17％
〇わからない、決めていない（10％）
女性8％、男性2％

17%

※女性、男性の割合は全体からの割合です。

わからない、決めていない

8%

0%
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女性の約半数が、バレンタインでチョコレートを贈る
と答えています、回答者の内の男性4％も贈るとこた
えています。

2%

20%

40%

60%
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北海道のくらしアンケート

アンケートレポート

第219回アンケート バレンタイン
アンケート実施期間
モニター総数
調査方法

2016年1月30日～2016年2月29日

296名（男性67名 女性229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 今年のバレンタインデーで、あなたが贈るチョコレートはどれですか？
<複数選択 n=296＞
ファミリーチョコ（家族へ贈るチョコ）

40%

本命チョコ

22%

自分チョコ(自分へご褒美チョコ）

14%

義理チョコ（つき合いで贈るチョコ）

13%

友チョコ(友達と贈り合うチョコ）
逆チョコ（男性から女性へ贈るチョコ）
その他

11%
1%
1%

贈らない

38%

バレンタインデーに贈るチョコレートのタイプをお聞きしました。
１位：ファミリーチョコ（40％）
２位：本命チョコ（22％）
４位：義理チョコ（13％）
５位：友チョコ（11％）

３位：自分チョコ（14％）

1位は家族へ贈るファミリーチョコとなりました、3位に自分へのチョコ、義理チョコは4位となりました。

■質問４ 今年のバレンタインデーでチョコ
レートを何人に贈りますか？
＜複数選択 n=297＞
42%

今年のバレンタインデーに、何人にチョコレートを贈
るかをお聞きしました。
1位：2～3人（27％）
2位：1人（14％）
3位：4～5人（10％）

27%

2～3名にチョコレートを贈るという答えが一番なりま
した。

14%
10%
3%

㈱オミセネット http://omisenet.com/

2%

2%

1%

質問３のアンケートで、
ファミリーチョコへの回答が多かったように、ご家庭
で、夫と子どもへのチョコレートなどのように、複数
人へ贈ることが多いようです。
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北海道のくらしアンケート

アンケートレポート

第219回アンケート バレンタイン
アンケート実施期間
モニター総数
調査方法

2016年1月30日～2016年2月29日

296名（男性67名 女性229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５ 今年のバレンタインデーで、誰にチョコレートをプレゼントしますか？
＜複数選択 n=296＞
配偶者

41%

子供(息子など）

30%

自分用に購入

24%

父母や兄弟

15%

友達 知り合い

10%

恋人や親密な関係

7%

親戚や叔父、叔母など

5%

仕事や学校の関係

4%

孫
祖父母
その他

2%
2%
2%

贈らない

38%

バレンタインデーにチョコレートを贈る相手についてお聞きしました。
1位：配偶者（41％）
2位：子ども（30％）
3位：自分用（24％）
4位：父母や兄弟（15％）
5位：友達知り合い（10％）
1位は配偶者、2位は子ども。4位に親と兄弟が入っています。3位に24％で自分用に購入するという意見が入りました。

今までバレンタインデーに、チョコレート以外のバレ
ンタインギフトを贈ったことがあるかどうかをお聞き
しました。

■質問６ 今までバレンタインでチョコレー
ト以外のギフトを贈ったこと、受け取ったこ
とがありますか？＜複数選択n=296＞

チョコレート以外のバレンタインギフトを
53%

贈ったことがある

〇贈ったことがある（53％）
〇受け取ったことがある（22％）

22%

受け取ったことがある

〇どちらもない、覚えていない（36％）
36%

どちらもない、覚えていない

5割以上の方が、今までのバレンタインでチョコレート

■質問７ バレンタインギフトを、どのような関係の方に贈りましたか？
＜複数選択 n=296＞
配偶者

33%

恋人や親密な関係

31%
15%

子供(息子など）
父母や兄弟

13%

友達 知り合い

12%

仕事や学校の関係（本人または家族）

10%

覚えていない
親戚や叔父、叔母など
孫
祖父母
その他

6%
2%
2%
1%
2%

贈ったことがない

39%

バレンタインギフトを「贈った相手」についてお聞きしました。
1位：配偶者（33％）
2位：恋人（31％）
3位：子ども（15％）
4位：父母や兄弟（13％） 5位：友達・知り合い（12％） となっています。
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北海道のくらしアンケート

アンケートレポート

第219回アンケート バレンタイン
アンケート実施期間
モニター総数
調査方法

2016年1月30日～2016年2月29日

296名（男性67名 女性229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 バレンタインギフトを、どのような関係の方から、
受け取りましたか？＜複数選択 n=296＞
友達 知り合い

15%

恋人や親密な関係

14%

配偶者

12%

子供(娘など）

7%

仕事や学校の関係（本人または家族の）

7%

覚えていない

5%

父母や兄弟

5%

孫

1%

親戚や叔父、叔母など

1%

祖父母
その他

1%
2%

受け取ったことがない

59%

バレンタインギフトを「受け取った相手」についてお聞きしました。
1位：友達 知り合い（15％）
2位：恋人（14％）
3位：配偶者（12％）
4位：子ども（7％） 同4位：仕事の職場や学校などのつながり（7％） となっています。
受け取った側ですから、主に男性の方の回答となっています。
配偶者や恋人という返答がが首位ではないのは、ホワイトデーでのお返しがあるためと思われます。

■質問９ 今年のバレンタインで、プレゼントを贈るとしたら
どのようなものを贈りますか？＜複数選択 n=296＞
54%

チョコレート、スイーツ、お菓子
11%

衣料品、身につけるもの
上記以外の食べるもの
手作りのもの
フラワーギフト

9%
4%
3%

その他

2%

現金・商品券

2%

インテリア・雑貨

2%

腕時計や、アクセサリー、ジュエリー小物

2%

贈らない

37%

・夫がシュークリームが好きなので作って贈ります（５０代:女性）
・夫にはチョコと会社用の通勤鞄。子供にはちょっと良いチョコ＾＾（４０代:女性）
・普段買わない高級品（３０代:女性）
・孫が喜ぶ、アニメキャラクターのチョコ（６０代: 女性）
・先日、父が水素水と健康の効果について興味深そうに話をしていたので、水素水を送る予定です。
夫へのプレゼントは、今年はちょっと奮発して、シルク･ド･ソレイユ「トーテム」を観に行きます。（４０代:女性）
・写真が入れられるお菓子と 新作のチョコレートを贈りました。（４０代:女性）
・マフラー、手袋（４０代:女性）

チョコレートを含めて、バレンタインで贈るギプレゼント全般についてお聞きしました。
１位：チョコレート、スイーツ、菓子（54％）
２位：衣料品・身に着けるもの（11％）
４位：手作りの物（5％）
5位：フラワーギフト（3％）
5割以上の方が、チョコレートやスイーツと答えています。
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3位：食品（9％）
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くらしく

北海道のくらしアンケート

アンケートレポート

第219回アンケート バレンタイン
アンケート実施期間
モニター総数
調査方法

2016年1月30日～2016年2月29日

296名（男性67名 女性229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１0 バレンタインのプレゼントを贈るとしたらどこで購入しますか？
＜複数選択 n=296＞
量販店（総合スーパー・食品スーパー）

36%

百貨店

28%

専門店(食料品・スイーツ等）

16%

インターネットショッピングサイト

12%

手作りを贈ったので購入していない

5%

専門店(衣料・ファッション・アクセサリー等）

4%

専門店(日用雑貨・インテリア等）

3%

ギフトショップ
量販店（家電・ホームセンター）
通信販売・カタログ販売
わからない

3%
2%
1%
3%

贈らない

31%

バレンタインのプレゼントを購入する先をお聞きしました（チョコレート、ギフトを含めてお聞きしています。）
１位：量販店（スーパー）（36％）
２位：百貨店（28％）
3位：食品の専門店（16％）
４位：ネットショップ（12％）
5位：手作りを贈る（5％）

■質問１１ バレンタインのプレゼントを贈るとしたら費用は
どれくらいですか？＜複数選択 n=296＞
31%
27%

26%

17%
14%

7%
2%

0%

1%

3%
1%

0%

0%

0%

0%

バレンタインのプレゼントを贈るとしたら費用いくらくらいかお聞きしました。
１位：500円～1,000円未満（27％）
２位：1,000円～2,000円未満（26％）
3位：2,000円～4,000円未満（17％） 4位：500円未満（14％）
500円以上～2000円未満がバレンタインのプレゼントの費用として多いようです。
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北海道のくらしアンケート

アンケートレポート

第219回アンケート バレンタイン
アンケート実施期間
モニター総数
調査方法

2016年1月30日～2016年2月29日

296名（男性67名 女性229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１２ プレゼントを贈る際にしたいこと、受け取る際にされると
うれしいことはどれですか？＜複数選択 n=296＞
62%

直接会って渡すこと

18%

贈り物に手書きのメッセージカードを入れること

当日に集まって食事会やパーティを行うこと

4%

15%

特にない

20%

わからない 贈る予定がない

プレゼントを贈る際にしたいこと、受け取る際にされると嬉しいことをお聞きしました。
1位：直接会って渡す（62％）
2位：手紙のメッセージをつける（18％） 3位：食事会やパーティーを行う（4％）
6割の方が直接会って渡すと答えています。

■質問１３ 今年のバレンタインはどのような場所でお祝いする予定ですか？
＜複数選択 n=296＞
自宅

46%

レストランや料理店

5%

友人や知人の家

4%

実家や他の家族（親、兄弟）の家

4%

飲食店～お酒を飲む目的のお店
イベントや行事に参加
その他
わからない 考えていない

2%
1%
2%
10%

予定はない

38%

今年のバレンタインはどこで過ごされるかをお聞きしました。
1位：自宅（46％）
2位：レストラン、料理店（5％）
3位：友人・知人の家（4％） 同3位：実家や家族の家（4％） となりました。
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北海道のくらしアンケート

くらしく

アンケートレポート

第219回アンケート バレンタイン
アンケート実施期間
■質問１４

2016年1月30日～2016年2月29日

モニター総数 296名（男性67名 女性229名）
調査方法
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
今までのバレンタインで思い出に残っていること、今年のバレンタインの予定等。（自由回答

一部抜粋）

【バレンタインデーの思い出】
・お互いの日頃の感謝を手紙に書いて交換し合ったこと （３０代:女性)
・ここ数年、子供たちがドキドキしながらチョコレートを買っているが、インフルエンザで学級閉鎖
だった事が数回ある・・・ （４０代:女性)
・バレンタインデーに病院に行き赤ちゃん誕生がわかりまして、お祝いをしました。 （５０代:女性)
・結婚前、彼には豪華なプレゼント（家電など）つきでブランドチョコを贈っていましたが、結婚後は夫、
子供達にはチープなチョコのみで済ませています。 （４０代:女性)
・今年のバレンタインデー当日、夫は出張でいないため、数日前に渡すつもりです。本人の好きな銘柄の
ウィスキーを使ったボンボンをあげる予定です。 （３０代:女性)
【夫の貰ったチョコ、夫のあげるチョコ】
・もらったチョコは毎回嫁が食べてしまうこと （４０代:男性:)
・以前は夫の周りの方の分も手作りしていて大変でしたが 今は夫一人分で楽です （５０代:女性)
【会社や学校等でのバレンタイン】
・会社に勤めていた頃は、先輩と二人で男性社員にケーキを買って みんなで食べていました。 （４０代:女性)
・今年は娘のバレンタイン作成要員に当日朝から駆り出された。 合計１３人分くらい。 午前中いっぱいかかり、
へとへとになりました。来年はもっと簡単に、効率の良い物を作ろうと思いました。 （３０代:女性)
・職場で部下の女性から貰えると義理でも嬉しい （４０代:男性:)
【バレンタインギフト】
・今年のバレンタインはチョコレートではなくて下着を送ろうかと悩み中です （５０代:女性)
・今年はマフラーを贈る予定。カードに「私の愛を首にまいて！！」と書く予定です！（笑い） （４０代:女性)
・最近は毎年お菓子を作って配っています。作るのが好きなので （５０代:女性)
・手作りのネクタイを贈ったことがあります。あまり縫い目がきれいに仕上げることはできなかったので、
先生に修正をしてもらいました。 （４０代:女性)
・夫が甘い物を食べないので贈る習慣がなく、化粧品メーカーがバレンタインにあわせて男性用コスメのセールを
やっているので、一度、夫に化粧水を買ってあげたことがあります。 （４０代:女性)
・毎年バレンタインは札幌にみかんを贈る。 （５０代:女性)
【バレンタインデーは興味がない】
・お祭り騒ぎに乗りたくもなく、面倒な日のひとこと。 （５０代:女性)
・欲しい物もピンとこない年齢になってきており、これからは、一緒に楽しむ時間を大切にしたいと感じてきました。
（４０代:女性)
・若い時は手作りチョコを作るのが楽しみだったが今はそんな情熱のかけらもなくなった （５０代:女性)
【チョコレートを購入】
・ショコラティエのチョコを購入予定です。 （３０代:女性)
・バレンタインは毎年その時に食べたいチョコがあるかどうかで決めています。 （５０代:女性)
・バレンタイン用に高級チョコレートのお店がデパートに限定で来るのでそれは買いに行く。 （６０代:女性)
・子供に毎年、駄菓子屋さんにあるようなブラックサンダーなどのチョコを箱ごと大人買いであげてます。息子、
大喜び （４０代:女性)
【手作りバレンタイン】
・彼氏にブラウニーを作る （３０代:女性)
・姉妹で父にチョコのお菓子を手作りで作っています。 （２０代:女性)
私は自分の夫に市販の買うか手作りにするか迷い中です（３０代:女性)
・今年は主人にはチョコを使ったパンを作る。 （４０代:女性)
【自分用のチョコ】
・今は自分の為に、この時期しか買えない輸入チョコレート狙いでサロンデュショコラに行きます。予算は１万～２万。
アホだと思いますが、他に何も贅沢してないのでどこか、温泉にでも行ったつもりで楽しみます。 （５０代:女性)
・自分で食べたいチョコレートを購入して主人にあげます。今年はチョコレートケーキ。一緒に食べる予定です。
（４０代:女性)
・自分用にチョコを毎年買うのが楽しみです （３０代:女性)
【メニュー】
・チョコレートフォンデュをしてすぐ後に晩ごはんでお味噌汁をだしたこと。 （３０代:女性)
・家族でチョコフォンデュをしたら好評でした （４０代:女性)
【レストランで食事】
・ホテルのデザートビュッフェに行きました！チョコがメインのビュッフェで甘いもの好きな自分は大満足。 （２０代:男性:)
・家族でグルメの食事 （５０代:男性:)
【旅行】
・今年は小樽旅行の際に渡します。 （２０代:女性)
【孫へのバレンタイン】
・初孫にプレゼントするのが楽しみになりました。 （５０代:女性)
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北海道のくらしアンケート

くらしく

アンケートレポート

第219回アンケート バレンタイン
アンケート実施期間
モニター総数
調査方法

2016年1月30日～2016年2月29日

296名（男性67名 女性229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

たくさんのご意見ありがとうございました。
バレンタインデーに関して、今年のバレンタインデーにチョコレート購入すると答えた方は全体の53％、（内男性5％）、
半数以上の方がバレンタインデーにチョコレートを購入すると答えています。
バレンタインデーにチョコレートを贈ると答えた方は、全体の54％と半数以上となりました。
贈るチョコレートのタイプは、家族へ贈るファミリーチョコが40％、本命チョコが22％、自分へのご褒美チョコが14％でした。
バレンタインでチョコレートを贈る人数で多かったのは2～3名でした。
バレンタインでチョコレートを贈る相手で多かったのは、配偶者41％、子ども（30％）、自分用（24％）となっています。
先の質問の回答で多かった「ファミリーチョコ」、「贈る人数2～3人」と併せて考えると、家族用のチョコレートとして
利用されているのがわかります。
バレンタインデーに、チョコレート以外のギフトを贈ったことがあるかを聞いたところ、「ある」と答えた方は53％と
5割を超える回答がありました。
ギフトを贈った相手は1位は、配偶者（33％）、2位が恋人（15％）、3位が子ども（15％）となっています。
バレンタインプレゼントで多かったのは
1位：チョコレート、スイーツ等（54％）、2位：衣料品（11％）、3位：食品（9％）となっています。
購入先で多かったのは、量販店（スーパー）（36％）、百貨店（28％）、食品専門店（16％）、
プレゼントを購入する費用は、500円～2000円未満が5割以上となりました。

バレンタインの思い出の意見では、手づくりのチョコレートを作って楽しむという意見と、
自分用のチョコレートを購入する、自分が食べたいと思うチョコレートを購入するという意見がありました。
また、バレンタイン等のお祭り騒ぎが面倒、チョコレートを贈るなどではなく、一緒に楽しむ時間を作る、旅行に行くなどの
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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