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北海道のくらしアンケート

くらしく

第221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年ホワイトデーアンケート

2016年3月4日～4月2日

289名（男性65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
●ホワイトデーのプレゼントは、「バレンタインのお返し」47％、「バレンタインに関係なく贈る」4％
●ホワイトデーのプレゼントは、「配偶者から」27％、「親・兄弟」9％、「学校や仕事関係」7％、「恋人」7％
●ホワイトデーのプレセント、贈った数は「1～3個」、贈るとしたら「菓子・スイーツ」40％
●ホワイトデーのプレゼント、購入先は「スーパー」21％、「百貨店」15％、「専門店（食品・スイーツ）」14％
●ホワイトデーの受け取るとしたら1品「1000円未満」「1000～2000円未満」。
●バレンタインのお返し」としての意味合いが強い記念日である。家族や仕事関係などでプレゼント利用されている。

●アンケート項目
登録モニターの皆さんに、2016年のホワイトデーに関してのアンケートをお願いしました。
このアンケートでは、バレンタインデーのお返し以外での利用のプロモーションや傾向も踏まえて、アンケートの集計は、

男女の合算数で行っています。※対象モニターの傾向は中高年の主婦層を中心となっています。注意してご覧ください。
■質問内容
①ここ２～３年、ホワイトデーでプレゼントを贈りましたか？ ⑦ホワイトデープレセント贈るとしたら何を贈りますか？
②ここ２～３年、ホワイトデーでプレゼントを受取りましたか？ ⑧ホワイトデーのプレゼントの購入先は？
③プレゼントは、バレンタインデーのお返しですか？
⑨ホワイトデーのプレゼント、贈るとしたら1品いくら？
④ホワイトデーのプレゼント、だれに贈りましたか？
⑩ホワイトデーのプレゼント、受け取るとしたら1品いくら？
⑤ホワイトデーのプレゼント、だれから受け取りましたか？
⑪ホワイトデーの思い出、意見
⑥ホワイトデーのプレゼント、いくつ贈りましたか？

■質問１ 今年を含め過去２～３年の内で、ホワイト
デーでプレゼントを贈りましたか？
＜単一選択 n=289＞
わからない:,
4%

贈った・贈
る予定,
26%

今年を含め過去2～3年でホワイトデーのプレゼントを
贈りましたか？

・贈った（26％）
・贈っていない（70％）
約1/4の方が、「贈った・贈る予定」とこたえていま
す。
贈っていな
い・贈らな
い:, 70%

■質問２ 今年を含め過去２～３年の内で、ホワイト
デーでプレゼントを受け取りましたか？
＜単一選択 n=289＞
わからない:
6%

受け取っ
た・受けと
る予定
38%

今年を含め過去2～3年でホワイトデーのプレゼントを
受取りましたか？
・受け取った（38％）
・受け取っていない（56％）

受けとって
いない・受
けとらない:
56%
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■質問３ 贈った・受け取ったホワイトデーのプレゼン
トは、バレンタインデーのお返しですか？
＜単一選択 n=289＞
バレンタイン
デーのお返し
で贈った・受
け取った
47%

バレンタインデー
に関係なく贈っ
た・受け取った:
4%

贈った・受け取ったホワイトデーのプレゼントは、バレ
ンタインデーのお返しとして贈ったかをお聞きしまし
た。
○バレンタインデーのお返しとして贈った（47％）

○バレンだインでに関係なく贈った（4％）
○贈っていない、受け取っていない（49％）
約半数の方が、「バレンタインデーのお返し」としてプ
レゼントを贈っています。
4％の方は、バレンタインデー関係なく、プレゼントを
贈っています。

贈っていな
い・受け
取っていな
い:
49%

■質問４ ホワイトデーのプレゼントは、
どのような関係の方に贈りましたか？＜複数選択 n=289＞
配偶者（奥さま）

17%

学校や仕事関係の方（ご自身以外の家族含む）

9%

友人・知人

8%

親・兄弟

8%

娘など子ども

7%

恋人や親密な関係

7%

孫

2%

自分へのプレゼント

1%

親せき

1%

祖父母

1%

その他

0%

贈らない

65%

ホワイトデーのプレセントを贈った相手についてお聞きしました。
1位：配偶者（17％） 2位：学校や仕事関係（9％） 3位：友人・知人（8％） 同3位：親・兄弟（8％）
５位：子ども（7％） 同5位：恋人（7％） となっています。

■質問５ ホワイトデーのプレゼントは、どのような関係の方から受け取りましたか？
＜複数選択 n=289＞
配偶者（旦那さま）
親・兄弟
学校や仕事関係の方（ご自身以外の家族含む）
恋人や親密な関係
友人・知人
息子など子ども
孫
親せき
祖父母
その他
受けとらない

27%
9%
7%
7%
7%
6%

1%
1%
1%
0%
56%

ホワイトデーのプレセントを受取った相手についてお聞きしました。
1位：配偶者（27％） 2位：親・兄弟（9％） 3位：学校や仕事関係（7％） 同3位：恋人（7％）
同3位：友人・知人（7％）
となっています。
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■質問６ ホワイトデーのプレゼントは、いくつ贈りましたか？
※家族の代わりに贈った数も含みます。＜単一選択 n=289＞
63%

24%

10%

１～３個

４個～６個:

2%

1%

0%

1%

７個～９個:

１０個～１２個:

１3個～１5個:

１６個以上:

贈っていない:

ホワイトデーに、プレゼントをいくつ贈ったかをお聞きしました。
「１個～３個」（24％）と一番多く、次に「4個～６個」（10％）、「７個～９個」（2％）となっています。

■質問７ 今年のホワイトデーで、プレゼントを贈るとしたら何を贈りますか？
＜複数選択 n=289＞
クッキー・お菓子・ケーキ・スイーツ

40%

食品

7%

衣料品、身につけるもの
アクセサリー、ジュエリー小物

4%
3%

一緒に外食や外出する

2%

フラワーギフト

2%

インテリア・キッチン・生活雑貨

1%

理美容品

1%

わからない・その他

6%

贈らない

52%

■質問7 その他の意見
・チョコ返し・チョコ好きな家族なので（５０代:女性）
・市販のマシュマロと手作りのカップケーキやケークサレを贈る予定です（４０代:女性）
・身に着けるものを一緒に買いに行く予定。義理はクッキーを買って渡す。
自分用にマカロンを買う予定（５０代:男性）
・孫は、お気に入りのケーキ店で、フルーツたっぷりのケーキを希望してますので、
待ち合わせて購入しに行きます（６０代:女性）
・大阪の老舗のお菓子を 毎年取り寄せて会社の方に配ってます。 親には 札幌のお菓子屋さんの
お菓子を毎年贈っています。（４０代:女性）

ホワイトデーのプレゼントで、何を贈るかをお聞きしました。
1位：スイーツ（40％）
2位：食品（7％）
3位：衣料品・身に着けるもの（4％）
4位：アクセサリー・ジュエリー（3％） となりました。
4割の方が、クッキーや菓子、ケーキなどスイーツ類と答えています。
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■質問８ ご自身が贈るとした場合、どこで購入しますか？＜複数選択 n=289＞
量販店（総合スーパー・食品スーパー）

21%

百貨店

15%

専門店(食料品・スイーツ等）

14%

インターネットショッピングサイト

9%

専門店(衣料・ファッション・アクセサリー等）

3%

手作りを贈ったので購入していない

3%

専門店(日用雑貨・インテリア等）
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

2%
1%
1%
0%

4%

贈っていない

51%

ホワイトデーのプレゼントの購入先をお聞きしました。
1位：量販店（スーパー）（21％）
2位：百貨店（15％）
3位：専門店（食品・スイーツ）（14％）
4位：インターネットショッピングサイト（9％）
5位：専門店（衣料・ファッション）（3％） となりました。

■質問９ ホワイトデープレゼントを贈るとしたら1個あたりの価格はどれくらいですか？
＜複数選択２ n=289＞
50%

21%

20%
9%
1%

1%

1%

2%

■質問10 ホワイトデープレゼントを受取るとしたら1個あたりの価格はどれくらいです
か？
＜複数選択２ n=289＞
25%

46%

21%
7%

3%

0%

1%

1%

ホワイトデーのプレゼントを贈る、受け取るとしたら、１品当たりの価格はいくらかを聞きしました。
＜贈る＞
１位：1,000円未満（21％） 2位：1,000円～2,000円未満（20％） 3位：2,000円～4,000円未満（9％）
＜受取る＞
１位：1,000円円未満（25％） 2位：1,000円円～2,000円未満（21％） 3位：2,000円～4,000円未満（7％）
4位：4,000円～6,000円未満（3％）
贈る方も、受け取る方もほぼ同位同率となりました。
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今までのホワイトデーの思い出、ホワイトデーに対しての意見など（自由回答）

【バレンタインのお返し】
・お返しに、エースコインチョコ1個かえってきました・・目がテンでした （５０代:女性)
・お返しに京都の名産の桜塩を貰った事。 （３０代:女性)
・バレンタインにプレゼントを貰えないので、今までお返しを考える必要がなかったが、妻と娘が出来、
会社の部署でもバレンタインの贈り物を頂くのでホワイトデーのお返しに困っている。 （３０代:男性:)
・ホワイトデーで、お返しに、色んな種類のショートケーキを買ってきてくれました。 （３０代:女性)
・職場の女の子にバレンタインデーのお返しにクッキーを買った事があります。お返しといえども、
選ぶのに迷いましたよ。 （４０代:男性:)
・わたしは女性なので、ホワイトデーは貰う側です。 今年は義理チョコのお返しが貰えるかどうか、
当日はワクワクしながら待ちたいと思います。 （４０代:女性)
・主人が職場で義理チョコをもらってくるので、毎年ホワイトデーにお返しを贈ります。
職場の女性10数人にあげるので、製菓用の美味しいチョコレート1kgを贈っています。 （５０代:女性)

【義理ホワイトデー・職場】
・ずっと前だけどホワイトデーは３倍返しでもらえると聞いていた時代のこと。義理であげたチ
ョコレートだからまぁ大きな声では言えないけど完全に無視られお返しゼロだった。（５０代:女性)
・義理チョコ等も全部お返ししたので、もらった５倍くらいのお金がかかり、その月の出費が大変だった。
（４０代:男性:)
・在職中は、義理チョコのお返しで毎回大変でした。 （６０代:男性:)
・職場で義理チョコをたくさん配ったらホワイトデーの日に出勤したら机の上がお菓子の山になっていた。
（３０代:女性)
・職場で複数の人にお返しするときは気を遣う。 （４０代:男性:)
・職場の上司よりいただいたお返しを開けるとブランド物のミニスカーフでした。
奥様が全部食べてしまい奥様からの気持ちとのことでした。（４０代:女性)

【限定スイーツ】
・デパート限定のクッキー （５０代:女性)
・仕事帰りにケーキを買うため閉店している店が多く困る （５０代:男性:)
・最近かなり田舎に来してきたので、今回のホワイトデーはお菓子を買いづらいだろうと思い、
初めて自分でおねだりしました。当日お店に行ったときにはほとんど売り切れており、
少ししか買ってもらえず少々残念でした。（３０代:女性)
【手作り】
・手作りのマカロンがうれしかったです （５０代:女性)
【ホワイトデープレゼント】
・ネックレスを買ってもらった （３０代:女性)
・家族には酒類と決まっている。 （２０代:男性:)
・香水をもらった （４０代:女性)
・今年のホワイトデーは主人、長男と知人から頂きました。かえって高くついたのではと
思いましたが凄く嬉しかったです。（５０代:女性)
・昨年、彼氏にオルゴールをもらった。可愛いチョイスにキュンとした （３０代:女性)
・夫から長靴を買ってもらいました （５０代:女性)
・子供がお返しをもらってうれしそうに食べてたのが印象に残ってます。誰にあげたんだろうと。
（４０代:女性)
【旅行】
・ホワイトデーに息子夫婦から「湯河原温泉１泊」の旅行券をプレゼントしてもらいました。
たいへんうれしかった。（７０歳以上:男性)
・温泉旅行 （５０代:男性)
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■質問10つづき
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今までのホワイトデーの思い出、ホワイトデーに対しての意見など（自由回答）

【家族の代わりにホワイトデー】
・我が家の場合、小遣いの少ない夫と4歳の息子に買わせる訳にはいかないので、結局名前だけ夫と
子供からのお返しというだけで結局は私の支払いです。（３０代:女性)
・今年は息子のホワイトデーの買い物をしてあげなくちゃ （４０代:男性:)
・毎年 主人の会社の方へのお返し準備が楽しみです。 今年はリボンにも印刷できるテプラを購入し
手作りリボンを添えてみました。 自己満足ですが 楽しんでます♪ （４０代:女性)
・毎年、夫の会社の女性陣にお返しをします。 今回は20人位から夫が貰ってしまい大変です（４０代:女性)
【家族からホワイトデー】
・父からチョコレートをもらった。 （２０代:女性)
・父からかわいいネックレスをバレンタインデーのおかえしでもらってうれしかった。 （２０代:女性)
・毎年、旦那と息子で手作りお菓子を作っています。 今年は、生キャラメルでした。
とろけるおいしさで、口に含むと幸せいっぱいでした。 （３０代:女性)
【イベントやアミューズメント施設に行く】
・今年のホワイトデーはサンリオピューロランドに行ってきました。キティやダニエルからもお祝いされて、
これは彼女相当びっくりするよなあと思いました。 （４０代:女性)

【外出する】
・家族でカフェなどでケーキを食べることが多いです。 （４０代:男性:)
・今年のホワイトデーは家族揃ってランチにでも行こうかと迷い中です （５０代:女性)
【気持ちが大事】
・気持ちが一番なので金額にはこだわらない。やった感じが大事だと思う。 （５０代:男性:)
【その他】
・主人は貰うのは当然で、返す必要を感じないみたいなので上げなかったら、寂しそうだった。６０代:女性)
・中学生の娘は、バレンタインデーが期末試験だったので、 ホワイトデーに友人たちと
交換をする予定です。 （４０代:女性)

たくさんのご意見ありがとうございました。
ホワイトデーについては、今年を含め過去２～３年の間で、ホワイトデーを贈ったことがある（28％）、受け取ったことが
ある（38％）と答えています。
贈った、受け取ったホワイトデーのプレゼントは、バレンタインデーのお返し（47％）との意見が半数近くありました。
ホワイトデーのプレゼントを贈った相手は、配偶者（17％）、学校や仕事関係（9％）で、受け取った相手で多かったの
は、やはり配偶者（27％）、親・兄弟（9％）となっています。
ホワイトデーのプレゼントを贈った数は1～3個（24％）、4～6個（10％）となっています。
プレゼントとして贈るものは、スイーツ（40％）、食品（７％）と食べるものが多くなっています。

ホワイトデーのプレゼント購入先で多いのは、スーパー（21％）、百貨店（15％）、食品専門店（14％）となっていま
す。
金額では、贈る方も、受け取る方も1000円～2000円未満という意見がが多くありました。
自由回答では、職場でのホワイトデー「義理チョコのお返し」に関してや、家族（主に旦那様の会社）のホワイトデーのお
返しに関しての意見を多くいただきました。
ホワイトデーは、バレンタインとペアの記念日としての認識が強く、依然として「バレンタインのお返し」としての意味合
いが強い記念日であることがわかりました。

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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