2017年度 生活行動研究部 生活歳事アンケート一覧
4月

歳事
卒園・卒業

1、卒園・卒業を迎えた子供の園・学校(保育園、幼稚園、小学校…など)
2、卒園・卒業を迎えた子供の性別
3、卒園・卒業を迎えた子供の園・学校の形態（国立、公立、私立）
4、卒園・卒業式の日程
5、子供の卒園・卒業にちなんで実施したこと
6、卒園・卒業式に参列した人
7、子供の卒園・卒業式用の衣装、服飾雑貨の購入について
(1)購入内容
(2)購入開始時期
(3)購入場所
(4)購入金額

花粉対策・

1、花粉症の症状について
PM2.5対策 (1)花粉症の程度
(2)花粉症の症状で困ったこと
2、2016年11月～2017年3月の期間の予防や対策について

調査項目
8、子供の卒園・卒業式用の衣装、服飾雑貨のレンタルについて
(1)レンタル場所
(2)レンタル金額
9、母親の卒園・卒業式用の衣装、服飾雑貨の購入について
(1)購入内容
(2)購入開始時期
(3)購入場所
(4)購入金額
10、子供の卒園・卒業のお祝いの食事について
(1)メニュー内容
(2)食べた家はどこか（自宅、実家、親戚宅、知人宅）
(3)自宅で食べた食事（材料含む）の購入場所
(4)自宅で食べた食事（材料含む）の購入金額
【花粉対策をしていない人】
3、PM2.5の認知率
4、2016年11月～2017年3月の間にPM2.5対策として行なったこと
【花粉対策を行った人】

(1)行なったこと

5、PM2.5の認知率

(2)予防や対策商品で購入したもの

6、2016年11月～2017年3月の間に、花粉対策と異なるPM2.5対策をしたか

(3)購入したマスクの種類

【花粉症とは異なる対策を行なった人】

(4)花粉症に効果があるといわれる飲料・食品で購入したもの

7、PM2.5対策のために購入したもの

(5)予防や対策商品の購入場所

8、購入金額

(6)購入した店舗での購入理由
(7)予防や対策商品の購入金額
(8)予防や対策商品を購入し始めた時期
(9)例年、予防や対策商品を買わなくなる時期
入園・入学

1、入園・入学を迎えた子供の園・学校(保育園、幼稚園、小学校…など)

9、学習机について(プレゼントしてもらったもの含む)

2、入園・入学を迎えた子供の性別

(1)購入者

3、入園・入学を迎えた子供の園・学校の形態(国立、公立、私立)

(2)購入の際、最も意見を参考にした人

4、子供の入園・入学式の日程

(3)購入時期

5、子供の入園・入学に際しての生活の変化の有無

(4)購入場所

6、子供の入園・入学に際して行なったことについて

(5)購入金額

7、子供の入園・入学式用の服や服飾雑貨について

(6)学習机を選んだ理由

(1)購入内容
(2)購入開始時期

(7)学習机の設置場所
10、子供の母親の入園・入学式用の服や服飾雑貨について

(3)購入場所

(1)購入内容

(4)購入金額

(2)購入時期

8、ランドセルについて(プレゼントしてもらったもの含む)
(1)ランドセルの色
(2)購入者

(3)購入場所
(4)購入金額
11、子供のお祝いに家で食べた食事について

(3)購入の際、最も意見を参考にした人

(1)メニュー内容

(4)購入時期

(2)食べた場所（自宅、実家、親類宅など）

(5)購入場所

(3)自宅で食べた食事(材料含む)の購入場所

①購入した総合スーパーの店舗名

(4)自宅で食べた食事(材料含む)の購入金額

(6)購入金額
(7)ランドセルを選んだ理由
春ギフト

1、卒園卒業･入園入学・入社祝いを贈ったか
2、卒園・卒業のお祝いに贈ったギフトについて

4.入社祝いギフト
(1)贈答相手

(1)贈答相手

(2)贈答相手が卒業した学校(中学校・高校・大学…など)

(2)贈答相手が卒園・卒業した園・学校(保育園・幼稚園・小学校…など)

(3)ギフト内容

(3)ギフト内容

(4)購入場所

(4)購入場所

(5)購入金額

(5)購入金額
3、入園･入学のお祝いに贈ったギフト
(1)贈答相手
(2)贈答相手が入園・入学した園・学校(保育園・幼稚園・小学校…など)
(3)ギフト内容
(4)購入場所
(5)購入金額

イースター

1、イースターの認知率
2、イースターの実施率と実施内容
3、イースターにちなんで実施した食事について
(1)イースターの食事で工夫した点
(2)食事やパーティを一緒にした人
(3)食事やパーティーの実施日
4、イースターにちなんで何モチーフのお菓子を購入したか
5、イースターにちなんで何モチーフのグッズ（雑貨や文具など）を購入したか
6、イースターにちなんだ飾り付けのために何モチーフの装飾品を飾ったか
7、イースターのために購入したものの総額
8、2018年のイースターに実施したいこと

新生活

1、新生活及び新年度開始に伴う環境の変化

【引越しをしなかった人】

2、新生活及び新年度開始に伴い、新しく始めたこと

6、引越しをしなかった人の新生活準備について

3、新生活及び新年度開始に伴い、新しく始めたいこと

(1)レンタルサービスの利用の有無

4、引越しの有無

(2)レンタルしたもの

【引越しをした人】

(3)購入したもの

5、引越しの内容について

(4)購入したビジネスウエアやビジネス用の服飾雑貨について

(1)引越しの理由

①購入したもの

(2)引越し時期

(5)購入した生活家電、調理家電、AV家電、パソコンについて

(3)引越し前に住んでいた都道府県

①購入したもの ②買いに行った人

(4)引っ越し業者比較サイトの利用の有無

③購入時期

(5)レンタルサービスの利用の有無

④購入場所

⑤購入金額

(6)購入した家具、寝具、インテリア、収納用品、照明について

(6)レンタルしたもの

①購入したもの ②買いに行った人

(7)購入したもの

③購入時期

(8)購入したビジネスウエアやビジネス用の服飾雑貨について
①購入したもの
①購入したもの

②買いに行った人
④購入場所

⑤購入金額

(10)購入した家具、寝具、インテリア、収納用品、照明について
①購入したもの
③購入時期

②買いに行った人
④購入場所

⑤購入金額

(11)購入した調理器具、キッチン用品について
①購入したもの
③購入時期

⑤購入金額

(7)購入した調理器具、キッチン用品について
①購入したもの ②買いに行った人

(9)購入した生活家電、調理家電、AV家電、パソコンについて
③購入時期

④購入場所

②買いに行った人
④購入場所

⑤購入金額

(12) (8)～(11)以外で購入したものについて
①購入金額

③購入時期

④購入場所

⑤購入金額

(8)(4)～(7)以外で購入したものについて
①購入金額
【これから引越しをする予定の人】
7、これから引越しをする予定の人の新生活準備
(1)引越しの理由
(2)引越し予定時期
(3)引っ越し業者比較サイトの利用の有無
(4)レンタルサービスの利用の有無
(5)レンタルしたもの
(6)購入したもの
(7)ビジネスウエアやビジネス用の服飾雑貨について
①購入したもの
(8)生活家電、調理家電、AV家電、パソコンについて
①購入したもの
③購入時期

②買いに行った人
④購入場所

⑤購入金額

(9)家具、寝具、インテリア、収納用品、照明について
①購入したもの
③購入時期

②買いに行った人
④購入場所

⑤購入金額

(10)調理器具、キッチン用品について
①購入したもの
③購入時期

②買いに行った人
④購入場所

⑤購入金額

(11)(7)～(10)以外で購入したものについて
①購入金額

5月

歳事
花見

1、今シーズンの花見について
(1)花見シーズンに実施したこと
(2)野外での花見を一緒にした人
2、「家族もしくは家族を含んだグループ」との花見について
(1)花見の実施メンバー
(2)花見の実施日
(3)花見の実施時間帯
(4)飲食を伴う花見の回数
(5)食事の準備方法（事前に小売店で購入・手作りなど）
(6)事前に小売店で購入した弁当･惣菜･菓子などについて
①購入内容
②購入場所
③購入金額
(7)手作りの食事について
①手作りしたメニュー内容
②材料の購入場所
③材料の購入金額

調査項目
3、「家族以外」との花見について
(1)花見の実施メンバー
(2)花見の実施日
(3)花見の実施時間帯
(4)飲食を伴う花見の回数
(5)食事の準備方法（事前に小売店で購入・手作りなど）
(6)事前に小売店で購入した弁当･惣菜･菓子などの購入場所
(7)花見にかけた費用(食品、準備品全て含む)

(8)事前に準備した飲み物について
①購入内容
②購入場所
③購入金額
(9)食べ物、飲み物以外で準備したものについて
①準備内容
②準備品の中で今年購入した内容
③購入場所
端午の節句

④購入金額
1、初節句について
(1)初節句に実施したこと
(2)五月人形の購入について
①五月人形のタイプ（兜飾り、鎧飾り、大将飾り…など)
②購入した人
③選んだ人
④購入時期
⑤購入場所
⑥購入金額
(3)こいのぼりの購入について
①こいのぼりのタイプ(庭飾り、ベランダ飾り、室内飾り…など)
②購入した人
③選んだ人
④購入時期
⑤購入場所
⑥購入金額
(4)端午モチーフのインテリア雑貨の購入について
①購入したもの
②購入場所
③購入金額
(5)端午の節句にちなんだ食事、お菓子、デザートについて
①食べた場所
②一緒に食べた人
③食べた日
④食べたメニュー
⑤購入場所
⑥購入金額

2、端午の節句(初節句以外)について
(1)初節句以外の末子の男のお子様の年齢・学齢
(2)端午の節句(初節句以外)に実施したこと
(3)端午モチーフのインテリア雑貨の購入について
①購入したもの
②購入場所
③購入金額
(4)端午の節句にちなんだ食事、お菓子、デザートについて
①食べた場所
②一緒に食べた人
③食べた日
④食べたメニュー
⑤購入場所
⑥購入金額

GW

1、ゴールデンウィーク時期の休みの日について
(1)仕事が休みだった日
(2)仕事が休みだった連続日数
2、ゴールデンウィーク時期に実施したこと
(1)実施したこと
(2)(1)で選択した内容を実施した日
3、旅行について
(1)国内旅行について
①同行者
②主な目的
(2)国内旅行・海外旅行について
①予約時期
4、日帰りレジャーについて
(1)実施したこと
5、旅行(国内・海外)、日帰りレジャー、帰省について
(1)移動手段
(2)途中立ち寄って買物した場所

6、旅行(国内・海外)、日帰りレジャー、帰省、スポーツについて
(1)準備品として購入したもの
(2)購入場所
(3)購入金額
7、ホームパーティやごちそうについて
(1)食べた場所
(2)自宅で食べたメニュー
(3)購入場所
(4)購入金額
８、ショッピングについて
(1)一緒に出掛けた人
(2)購入したもの
(3)購入場所
(4)購入金額

母の日

1、母の日に実施したことについて
2、母の日に贈ったギフトの贈り相手
3、母の日に実母・義母に贈ったギフトについて
(1)母親の年齢
(2)購入したもの
①花類 （生花、植物、栽培キット、造花、食品・
衣料品・服飾雑貨とのセットギフト）について
a、花類の種類(生花・造花・観葉植物など)
b、生花の種類
c、花類と一緒に贈ったもの
d、購入時期
e、購入場所
f、購入金額
②食品について
a、購入したもの
b、購入時期
c、購入場所
d、購入金額
③衣料品・服飾雑貨(鞄、財布、エプロンなど)について
a、購入したもの
b、購入時期
c、購入場所
d、購入金額

4、母の日に妻に贈ったギフトについて
(1)妻の年齢
(2)購入したもの
(3)購入時期
(4)購入場所
(5)購入金額
5、母の日に自分に贈ったギフトについて
(1)購入したもの
(2)購入時期
(3)購入場所
(4)購入金額
6、母の日の家での食事について
(1)お祝いをした相手
(2)母親の年齢
(3)妻の年齢
(4)食事をした日
(5)食事をした場所
(6)一緒に食事に参加した人
(7)食事メニュー
(8)食事を準備した人
(9)購入場所
(10)購入金額

④①～③以外のギフトについて
a、購入したもの
b、購入時期
c、購入場所
d、購入金額

6月 歳事
父の日

7月 歳事
春の遠足

1、父の日に実施したことについて
2、父の日に贈ったギフトの贈り相手
3、父の日に実父・義父に贈ったギフトについて
(1)父親の年齢
(2)購入したギフト
①お酒ギフト(セットギフト含む)について
a、お酒の種類
b、購入時期
c、購入場所
d、購入金額
②お酒以外の食品ギフト(セットギフト含む)について
a、購入したもの
b、購入時期
c、購入場所
d、購入金額
③衣料品・服飾雑貨について
a、購入したもの
b、購入時期
c、購入場所
d、購入金額
④その他のギフト(①～③以外)について
a、購入したもの
b、購入時期
c、購入場所
d、購入金額
1、2017年4～6月の遠足の実施について
(1)実施月
(2)実施日
2、遠足に持参したお弁当について(手作り、市販、持参していない)
3、手作りのお弁当について
(1)手作りのお弁当のメニュー内容
(2)冷凍食品の利用率
(3)自然解凍の冷凍食品の利用率
(4)材料の購入場所
(5)材料の購入金額
(6)遠足のお弁当作りで工夫したこと
(7)お弁当作りが好きか(5段階評価)

調査項目
4、父の日に夫に贈ったギフトについて
(1)夫の年齢
(2)購入したもの
(3)購入時期
(4)購入場所
(5)購入金額
5、父の日に自分に贈ったギフトについて
(1)購入したもの
(2)購入時期
(3)購入場所
(4)購入金額
6、父の日の家での食事について
(1)お祝いをした相手
(2)父親の年齢
(3)夫の年齢
(4)食事をした日
(5)食事をした場所
(6)一緒に食事に参加した人
(7)食事メニュー
(8)食事を準備した人
(9)購入場所
(10)購入金額

調査項目
4、遠足に持参したお菓子の購入金額
5、お弁当・お菓子以外の遠足準備品の購入について
(1)購入内容
(2)購入場所
(3)購入金額

春の運動会

1、2017年4～6月の運動会・体育祭の実施について
(1)実施月
(2)実施日
(3)写真やビデオ撮影の有無
(4)気を付けて対策したこと
(5)運動会・体育祭の際に実施したこと
2、手作りのお弁当について
(1)お弁当作りで工夫したこと
(2)お弁当作りで参考にした情報
(3)前日からの仕込みの有無
(4)お弁当作りのための起床時間
(5)何人分の手作り弁当を用意したか
(6)メニュー内容
(7)冷凍食品利用の有無
(8)冷凍食品利用の理由
(9)材料の購入場所
(10)材料の購入金額

3、用意した飲み物の内容
4、購入した準備品（食品以外）について
(1)準備品（食品以外）の購入内容
(2)準備品（食品以外）の購入場所
5、一緒に応援に行った人

七夕

1、サマーバレンタイン認知率
2、2017年七夕にちなんで行なったこと
3、七夕にちなんで食べた食事
(1)食べた場所
(2)食べたメニュー
(3)購入場所
(4)購入金額
(5)食事の際に用意した飲み物について
①用意した飲み物の内容
②購入場所
③購入金額

4、七夕にちなんで食べたスイーツやお菓子
(1)食べた場所
(2)購入場所
(3)購入金額
5、自宅で食べた食事・スイーツ・お菓子における七夕モチーフの登場率
6、七夕にちなんで購入した雑貨
(1)購入した雑貨の内容
(2)購入場所
(3)購入金額

8月

7月のお盆

1、7月のお盆の実施について
(1)実施率と実施内容
2、7月のお盆の盆飾りについて
(1)盆飾りを飾った時期
3、7月のお盆にちなんで家で食べた食事について
(1)食事メニューの内容
(2)(1)で選択した中でメインとして食べたメニュー
(3)食事をした日
(4)食事をした場所
(5)購入場所
(6)購入金額
4、7月のお盆の来客準備について
(1)購入したもの
(2)購入場所
(3)購入金額

5、7月のお盆の帰省について
(1)7月のお盆のために帰省していた日
(2)帰省手段
(3)帰省土産の内容
(4)購入場所
(5)購入個数
(6)購入金額
6、7月のお盆の行事準備品について
(1)購入したもの
(2)購入場所
(3)購入時期
(4)購入金額
7、7月のお盆の実施地域について
(1)お盆を実施した場所は現在居住している都道府県か？
現在居住していない都道府県か？
(2)現在の居住地以外でお盆を実施した人がお盆を実施した都道府県

梅雨対策

1、2017年梅雨対策で行なったこと
2、2017年梅雨対策で購入したもの
3、梅雨対策に購入した傘について
(1)購入場所
(2)購入金額
4、梅雨対策に購入した衣料・服飾雑貨について
(1)購入したもの
(2)購入場所
(3)購入金額

5、梅雨対策に購入した家電製品について
(1)購入したもの
(2)購入場所
(3)購入金額
6、梅雨対策に購入した日用品について
(1)購入したもの
(2)購入場所
(3)購入金額
7、梅雨対策に購入したもの(※)について
※｢傘｣｢衣料・服飾雑貨｣｢家電製品｣｢日用品｣以外
(1)購入金額

歳事
土用の丑

土用二の丑

調査項目
7、うなぎ、あなご以外の代替品として食べたものは何か
8、うなぎ以外に飲食したものについて
(1)食べた場所
(2)食べた日
(3)購入場所
(4)購入総額

1、うなぎの好き嫌いについて
2、普段うなぎを食べる頻度
3、普段うなぎをどのようなメニューで食べるか
4、土用の丑の日の認知率
5、土用の丑にちなんで飲食したもの
6、土用の丑に食べたうなぎについて
(1)食べた場所
(2)食べた日
(3)うなぎの予約購入の有無
(4)予約して購入した場所
(5)予約せずに購入した場所
(6)購入形態(長焼き・串焼き・弁当など)
①自宅で食べたうなぎ弁当について
a、購入数
b、購入総額
②自宅で食べた長焼き、串焼き、真空パックの長焼き・串焼きのうなぎについて
a、購入の際に重視したこと
b、購入枚(串)数
c、一緒に食べた人数
d、どのようなメニューで食べたか
e、購入総額
③自宅で食べた寿司、おにぎり、肝のお吸い物、惣菜などのうなぎについて
a、購入総額

1、夏の土用の丑(7/25・火)の飲食について
5、うなぎ、あなご以外の代替品として食べたものは何か
2、夏の土用の二の丑(8/6・日)の認知率
6、うなぎ以外に飲食したものについて
3、夏の土用の二の丑にちなんで飲食したもの
(1)食べた場所
4、夏の土用の二の丑に食べたうなぎについて
(2)食べた日
(1)食べた場所
(3)購入場所
(2)食べた日
(4)購入総額
(3)購入場所
(4)購入形態(長焼き・串焼き・弁当など)
①自宅で食べたうなぎ弁当について
a、購入数
b、購入総額
②自宅で食べた長焼き、串焼き、真空パックの長焼き・串焼きのうなぎについて
a、購入総額
③自宅で食べた寿司、肝のお吸い物、惣菜などのうなぎについて
a、購入総額

夏のボーナス 1、有職者の夏のボーナスについて
(1)自身への支給率
(2)自身への支給日
(3)自身への支給額（税込みの額面）
2、自身がボーナスを支給された既婚有職者の配偶者の夏のボーナスについて
(1)配偶者への支給率
(2)配偶者への支給額（税込みの額面）
3、自身がボーナスを支給された既婚有職者の夏のボーナス利用(家庭分含む)について
(1)使い道
(2)購入したもの
(3)購入場所
(4)購入金額
4、独身有職者の夏のボーナス利用について
(1)使い道
(2)購入したもの
(3)購入場所
(4)購入金額
5、専業主婦及び自身が夏のボーナスを支給されなかった既婚有職者の配偶者の夏のボーナスについて
(1)配偶者への支給率
(2)配偶者への支給額
6、専業主婦及び自身が夏のボーナスを支給されなかった既婚有職者の夏のボーナス利用(家庭分含む)について
(1)使い道
(2)購入したもの
(3)購入場所
(4)購入金額
7、ボーナスを最初に使用した日
8、夏のボーナスに伴う家でのごちそうや外食の実施率
8月のお盆

9月 歳事
お中元

1、8月のお盆の休暇状況
2、8月のお盆の実施について
(1)実施率と実施内容
3、 8月のお盆の盆飾りについて
(1)盆飾りを飾った時期
4、8月のお盆にちなんで家で食べた食事について
(1)食事メニューの内容
(2)(1)で選択した中でメインとして食べたメニュー
(3)食事をした日
(4)食事をした場所
(5)購入場所
(6)購入金額
5、8月のお盆の来客準備について
(1)購入したもの
(2)購入場所
(3)購入金額

1、2017年お中元(贈答用・自宅用)の購入率
2、贈答用に購入したお中元について
(1)贈答相手
(2)購入個数
(3)購入内容
(4)購入時期・購入日
(5)購入場所
(6)選んだ理由
(7)購入の際に利用したサービス
(8)購入総額
(9)贈り先の数・購入金額における昨年との変化

6、8月のお盆の帰省について
(1)8月のお盆期間に帰省していた日
(2)帰省手段
(3)帰省土産の内容
(4)購入場所
(5)購入個数
(6)購入金額
7、8月のお盆の行事準備品について
(1)購入したもの
(2)購入場所
(3)購入時期
(4)購入金額
8、8月のお盆の実施地域について
(1)お盆を実施した場所は現在居住している都道府県か？
現在居住していない都道府県か？
(2)現在の居住地以外でお盆を実施した人がお盆を実施した都道府県

調査項目
3、自宅用に購入したお中元について
(1)購入内容
(2)購入時期・購入日
(3)購入場所
(4)選んだ理由
(5)購入総額

子供の夏休み 1、幼稚園児・小学生の子供の夏休みの過ごし方
(1)親が不在で幼稚園児や小学生の子供だけになってしまう場合、どのようにしたか
(2)子供だけで留守番をさせた時、昼食の準備はどうしたか
2、2017年子供の夏休みについて
(1)始まった日
(2)終わった日
(3)子供が夏休み中に行ったこと
(4)｢宿泊を伴う国内旅行に出かけた｣｢日帰りで遊びに出かけた｣人が、 国内旅行先や日帰りレジャーで行ったこと
(5)子供が参加した地域イベントについて
(6)子供の夏休みの宿題について
①宿題の内容
②自由研究の内容
(7)子供の夏休み期間中に子供のために購入したものについて
①購入したもの
②購入場所
③購入金額
(8)子供の夏休み期間中、困ったこと･大変だったこと

防災の日

1、日頃の災害対策について
(1)実施内容
(2)ローリングストックの意識
(3)1人あたり何日分の食品を備蓄しているか
(4)日頃、備蓄・準備している防災用品・非常食
(5)災害対策を最も意識する時期
(6)最も身近に危険を感じる災害
(7)今後対策を強化していきたいと思う災害

新学期準備

1、子供の通園・通学先の学期制（二学期制か、三学期制か）
2、夏休み明けの通園・通学の開始時期
3、夏休み明けの通園・通学準備品の購入について
(1)購入内容
(2)購入場所
(3)購入金額

敬老の日

1、｢敬老の日」について
(1)「敬老の日」の対象者は何歳からだと思うか？
2、敬老の日のお祝い実施の有無
3、敬老の日のお祝いについて
(1)敬老の日を祝った相手
(2)敬老の日を祝った相手の年齢
(3)敬老の日に実施したこと

10月 歳事
有職者の夏
季休暇

まごの日

11月 歳事
ハロウィン

1、夏期休暇の取得率
(1)月別取得率
(2)7月に取得した日
(3)8月に取得した日
(4)9月に取得した日
(5)連続休暇日数
2、夏期休暇の過ごし方
3、国内旅行や日帰りで遊びに出かけた際に行なったレジャーについて
(1)一緒に行った人
(2)実施内容
4、帰省土産の購入について
(1)購入の有無
(2)購入地域
(3)購入場所(店舗）
(4)購入金額
1、まごの日の認知率
2、孫の有無
3、孫との同居の有無
4、まごの日の実施内容
5、まごの日に贈ったプレゼントについて
(1)プレゼントを贈った孫の人数
(2)プレゼントを贈った孫の年齢
(3)プレゼントの内容
(4)購入場所
(5)購入日
(6)購入金額

2、防災の日の実施について
(1)実施内容
(2)購入した防災用品・非常食
3、購入した非常食(飲料を除く)について
(1)購入した非常食の形態(食べ方)
4、購入した防災用品について
(1)購入場所
(2)購入時期
(3)購入金額

5、ギフトの贈答について
(1)贈答個数
(2)購入したギフトの内容
(3)ギフトを選んだときの気持ち
(4)購入時期
(5)購入場所
(6)購入金額
6、敬老の日のお祝いに家で食べた食事について
(1)食事をした日
(2)食事をした場所(自宅か?お祝い相手宅か?)
(3)食べたメニュー
(4)メニューを用意する際に最も重視したこと
(5)購入場所
(6)購入金額

調査項目
5、夏期休暇の旅行・行楽・レジャー帰省などの準備品(食品以外)の購入について
(1)購入したもの
(2)衣料品や服飾雑貨で購入したもの
(3)購入場所(店舗)
(4)購入金額
6、夏期休暇の旅行・行楽・レジャー・帰省などの食品の準備品(食品)について
(1)購入したもの
(2)購入場所(店舗)
(3)購入金額
7、夏期休暇の食事について、普段と変わったことがあるか

7、まごの日にちなんで食べた食事について
(1)食事をした日
(2)食事をした場所
(3)食事のメニュー
(4)購入場所
(5)購入金額

調査項目
1、2017年のハロウィンの実施について
4、自分用や贈答用のハロウィングッズ(※)について
(1)実施率と実施内容
※お菓子、仮装グッズ、装飾品除く
(2)非実施者の来年の意向
(1)購入内容
(3)来年実施したい内容
(2)購入場所
2、家(自宅や友人宅など)でのハロウィンにちなんだ食事やホームパーティについて
(3)購入時期
(1)食べたメニュー
(4)購入金額
(2)参考にした情報源
5、ハロウィンの装飾・メイクや仮装グッズについて
(3)食事･パーティをした場所
(1)仮装実施時期
(4)食事･パーティの参加者
(2)購入内容
(5)食事･パーティをした日
(3)購入場所
(6)購入場所
(4)購入時期
(7)購入金額
(5)購入金額
3、自分用や贈答(トリックオアトリート)用のハロウィンのお菓子について
6、ハロウィンイベントについて
(1)購入内容
(1)参加時期
(2)購入場所
7、ハロウィンの楽しみは何か
(3)購入時期
8、ハロウィン実施者の来年の意向
(4)購入金額
(1)来年の実施意向
(2)来年実施したい内容

秋の遠足

1、2017年9～10月の遠足の実施について
(1)実施月
(2)実施日
2、遠足に持参したお弁当について(手作り、持参、持参しなかった)
3、手作りのお弁当について
(1)手作りのお弁当のメニュー内容
(2)冷凍食品利用の有無
(3)冷凍食品利用の理由
(4)材料の購入場所
(5)材料の購入金額

4、遠足のお弁当作りで工夫したこと
5、遠足に持参したお菓子の購入金額
6、お弁当・お菓子以外の遠足準備品の購入について
(1)購入内容
(2)購入場所
(3)購入金額

秋の運動会

1、2017年9～10月の運動会・体育祭の実施について
(1)実施月
(2)実施日
(3)写真やビデオ撮影の有無
(4)気を付けて対策したこと
(5)実施内容
2、手作り弁当について
(1)弁当作りで工夫したこと
(2)弁当作りで参考にした情報
(3)前日からの仕込みの有無
(4)弁当作りのための起床時間
(5)何人分の手作り弁当を用意したか
(6)メニュー内容
(7)冷凍食品利用の有無
(8)冷凍食品利用の理由
(9)材料の購入場所
(10)材料の購入金額

3、飲み物の内容
4、運動会・体育祭の準備品（食品以外）の購入について
(1)購入内容
(2)購入場所
5、一緒に応援に行った人

七五三

1、七五三の実施率
2、お祝いをした子供の年齢と性別
3、七五三の実施内容
4、七五三のお参りについて
(1)お参りの日程
(2)お参りに同行した人
5、子供の晴れ着(おでかけ着)について
(1)晴れ着(おでかけ着)の種類
(2)どのように用意したか(購入・レンタルなど)
6、晴れ着(おでかけ着)レンタルについて
(1)レンタルを申し込んだ時期
(2)レンタルのみか写真撮影とセットか
(3)レンタルの金額

7、晴れ着(おでかけ着)購入について
(1)購入時期
(2)購入の金額
8、写真館での記念撮影
(1)記念撮影の時期
(2)記念撮影の時期を決めた理由（2016年10月以前の撮影について）
9、家でのお祝いの食事について
(1)食事をした日
(2)一緒に食事をした人
(3)食事のメニュー
(4)食事をした場所
(5)購入場所
(6)購入金額
10、外食でのお祝いの食事の場所

12月 歳事
ボージョレ・
ヌーボー

1、普段自宅での飲酒の頻度
2、普段自宅でよく飲むお酒
3、ボージョレの認知率
4、ボージョレを飲んだかどうか
5、ボージョレの購入について
(1)購入した人
(2)購入したボージョレの種類
(3)購入したボージョレの容器の種類
(4)購入方法(予約/非予約)
6、予約購入したものについて
(1)予約場所
(2)予約時期
(3)予約本数
(4)予約したボトルのサイズ
(5)購入金額
(6)予約理由

調査項目
7、予約しないで(解禁後に)購入したものについて
(1)購入場所
(2)購入日
(3)購入本数
(4)購入したボトルのサイズ
(5)購入金額
(6)購入理由
8、ボージョレのための“おつまみ”の購入について
(1)購入したもの
(2)購入場所
(2)購入金額
9、ボージョレのための”食事メニュー”の用意について
(1)ボージョレのために用意した食事メニュー
(2)購入場所
(3)購入金額
10、ボージョレに合わせて購入した“ワイングッズ”について
(1)購入したもの
(2)購入金額
11、ボージョレを飲んだシーン
12、ボージョレをアレンジして作ったメニュー

冬のボーナス 1、有職者の冬のボーナスについて
(1)自身への支給率
(2)自身への支給日
(3)自身への支給額(税込みの額面)
2、自身がボーナスを支給された既婚有職者の配偶者の冬のボーナスについて
(1)配偶者への支給率
(2)配偶者への支給額(税込みの額面)
3、自身がボーナスを支給された既婚有職者の冬のボーナス利用(家庭分含む)について
(1)使い道
(2)購入したもの
(3)購入場所
(4)購入金額

4、独身有職者の冬のボーナス利用について
(1)使い道
(2)購入したもの
(3)購入場所
(4)購入金額
5、専業主婦及び自身が冬のボーナスを支給されなかった既婚有職者の配偶者の冬のボーナスについて
(1)配偶者への支給率
(2)配偶者への支給額(税込みの額面)
6、専業主婦及び自身が冬のボーナスを支給されなかった既婚有職者の冬のボーナス利用(家庭分含む)について
(1)使い道
(2)購入したもの
(3)購入場所
(4)購入金額
7、冬のボーナスを最初に使用した日
8、冬のボーナスに伴う家でのごちそうや外食の実施率
9、冬のボーナスに伴い家で食べたごちそうのメニュー
お歳暮

1、お歳暮を贈る意味合い
2、2017年お歳暮(贈答用・自宅用)の購入率
3、 贈答用に購入したお歳暮について
(1)贈答相手
(2)購入個数
(3)購入内容
(4)購入時期・購入日
(5)購入場所
(6)選んだ理由
(7)購入の際に利用したサービス
(8)購入総額
(9)送り方（配送なのか手渡しなのか）
(10)贈り先の数・購入金額における昨年との変化

4、 自宅用に購入したお歳暮について
(1)購入内容
(2)購入時期
(3)購入場所
(4)選んだ理由
(5)購入総額
5、もらいたいお歳暮ギフトについて
(1)どのようなものか
(2)具体的な内容

クリスマス

1、クリスマスのアドベント認知率
2、クリスマスの実施内容
3、自宅以外でのホームパーティ、ごちそうの実施日
4、自宅でのホームパーティ、ごちそうについて
(1)実施日
(2)同席者
(3)メニュー内容
(4)(3)の中で予約購入したメニュー
(5)メニューの購入場所
(6)メニューの購入金額
(7)飲んだ飲料内容
(8)シャンパンやスパークリングワインのサイズ
(9)飲料の購入場所
(10)飲料の購入金額
5、クリスマスケーキの用意方法(予約/非予約/手作り)
6、予約して購入したクリスマスケーキについて
(1)予約時期
(2)選んだ理由
(3)購入場所
(4)購入金額

7、予約しないで購入したクリスマスケーキについて
(1)購入日
(2)ケーキの形
(3)一緒に食べた人数
(4)購入個数
(5)購入場所
(6)購入金額
8、手作りのクリスマスケーキの購入について（材料、装飾品）
(1)材料・装飾品の購入金額
9、クリスマスプレゼントについて
(1)購入個数
(2)購入内容
(3)購入した｢玩具･ゲーム｣の内容
(4)購入場所
(5)購入日
(6)贈答相手
(7)配偶者へのプレゼント購入金額
(8)配偶者以外へのプレゼント購入金額
10、自宅でのクリスマスの飾り付けについて
(1)飾り付け開始時期
(2)飾り付け内容
(3)購入内容
(4)購入場所
(5)購入金額

歳末

1、大掃除について
(1)実施率
(2)大掃除開始時期
(3)大掃除をした箇所
(4)大掃除用品で購入したもの
(5)購入時期
(6)購入場所
(7)購入金額
2、年越しそばについて
(1)年越しそば準備のために購入したもの
(2)購入日
(3)購入場所
(4)購入金額

3、おせち料理について
(1)おせち料理の準備方法(予約/非予約/手作り)
(2)予約して購入したおせちセットについて
①予約時期
②予約場所
③予約セット数
④何人前のおせちを予約したか
④購入金額
⑤予約したおせちセットの種類(洋風、和風など)
⑥予約する際、決め手となったポイント
(3)予約しないで購入したおせちセットについて
①購入場所
②購入セット数
③購入金額
(4)単品で購入したおせち料理について
①購入したもの
②購入場所
③購入金額

(5)手作りしたおせち料理について
①作ったもの
②材料の購入場所
③材料の購入金額
(6)単品のおせちや手作りおせちの食卓への出し方
(7)予約なしのおせちセット、単品おせち、手作りのおせち材料の購入日
(8)2018年のお正月を迎えるにあたっての気持ち
4、ペットのおせち料理について
(1)ペットの有無
(2)ペット用のおせち料理の購入率
(3)ペット用のおせち料理の購入金額

1月

歳事
年末年始の
夕食

1、2017/12/31（日・大晦日）の夕食について
(1)夕食を食べた場所
(2)家で食べた夕食メニュー
(3)家で食べた夕食の準備方法
2、2018/1/1(月・祝/元日）の夕食について
(1)夕食を食べた場所
(2)家で食べた夕食メニュー
(3)家で食べた夕食の準備方法
3、2018/1/2（火）の夕食について
(1)夕食を食べた場所
(2)家で食べた夕食メニュー
(3)家で食べた夕食の準備方法
4、2018/1/3（水）の夕食について
(1)夕食を食べた場所
(2)家で食べた夕食メニュー
(3)家で食べた夕食の準備方法

調査項目
5,2018/1/4（木）の夕食について
(1)夕食を食べた場所
(2)家で食べた夕食メニュー
(3)家で食べた夕食の準備方法
6、お正月(2018/1/1～1/4)の余り食材のアレンジについて
(1)余ったおせちをアレンジ・リメイクして食べたか
(2)どのようにアレンジ・リメイクしたか
(3)余った餅をアレンジして食べたか
(4)どのようにアレンジしたか
7、2017/12/31(日)～2017/1/4(木)に飲んだお酒やアルコールテイスト飲料

年末年始の
休暇

1、年末年始の休暇日
(1)休暇取得日
(2)連続休暇取得最長期間
2、年末年始期間の過ごし方
3、レジャーの実施日
(1)海外旅行
(2)国内旅行
(3)宿泊を伴う帰省
(4)日帰り帰省
(5)日帰りレジャー
4、年末の食品のまとめ買いについて
(1)まとめ買いをした日
(2)まとめ買いをした場所
(3)まとめ買いをした金額
5、正月用品（鏡餅、注連縄・リースなど）の買い物について
(1)購入内容
(2)購入日
(3)購入場所
(4)購入金額

6、新年準備用品（下着、布団、インテリア用品など）の買い物について
(1)購入内容
(2)購入日
(3)購入場所
(4)購入金額
7、帰省土産やお年賀の買い物について
(1)購入場所
(2)購入内容
(3)購入した和洋菓子の内容
(4)購入個数
(5)購入金額
8、福袋の買い物について
(1)購入日
(2)福袋を買うために出かけた場所（館）
(3)福袋を購入した店
(4)購入内容
(5)購入個数
(6)購入金額
9、セールについて
(1)セールに出かけた日
(2)セールに出かけた場所（館）
(3)セール品を購入した店
(4)セールで購入したもの

年賀状

1、新年の挨拶について(年賀状、メール、アプリなど)
2、年賀状について
(1)出した枚数
(2)出した相手
(3)購入した年賀状の種類(印刷注文、お年玉付き(無地・柄ありなど)
3、印刷注文した年賀状について
(1)注文時期
(2)注文場所
(3)注文時に利用したサービス
(4)注文金額
4、お年玉付き年賀はがきについて
(1)購入時期
(2)購入場所

5、その他のはがき（普通郵便はがきやポストカードなど）について
(1)購入時期
(2)購入場所
6、新たに購入した年賀状準備品について
(1)購入内容
(2)購入時期
(3)購入場所
(4)購入金額
7、年賀状を出すにあたり前もって準備したこと
8、年賀状に関するスマートフォンアプリで活用したもの

正月の行事
食

1、知っている正月の行事食
2、今年(2018年)に食べた正月の行事食
3、今年(2018年)に食べた雑煮について
(1)お雑煮を食べた日
(2)お餅の形
(3)お雑煮の汁
(4)お雑煮の具材
(5)お雑煮を食べた地域

4、今年(2018年)に食べた年取りの魚
5、1～4で挙げた行事食以外で食べた行事食

成人の日

2月 歳事
節分

1、成人の日の実施について
(1)実施率
(2)実施内容
2、写真館での記念撮影について
(1)誰と一緒に撮ったか
3、晴着、スーツ、フォーマルウエアの用意方法(購入・レンタルなど)
4、振袖、羽織・袴のレンタルについて
(1)レンタルした場所
(2)レンタル時期
(3)レンタルにかかった金額
(4)購入した和装小物の金額
5、振袖、羽織・袴の購入について
(1)購入場所
(2)購入時期
(3)購入金額

1、節分にちなんで実施したこと
2、節分にちなんで食べた太巻き寿司について
(1)食べた場所
(2)どの食事として食べたか(朝食/昼食/夕食)
(3)食卓における位置づけ(メイン/サイドメニュー)
(4)食べ方（丸かぶり/切って食べた）
(5)用意方法（予約/非予約/手作り）
3、予約購入した太巻き寿司について
(1)予約購入本数
(2)予約時期
(3)予約購入した太巻き寿司を選んだポイント
(4)予約購入場所
(5)予約購入金額

6、スーツ、ワンピース、ドレスの購入について
(1)購入場所
(2)購入時期
(3)購入金額
7、成人の日のお祝いの食事について
(1)食事をした場所
(2)メニュー・飲み物
(3)購入場所
(4)購入金額
8、新成人の子供へのお祝いのギフトについて
(1)子供に贈ったギフト内容
(2)ギフトの購入金額
9、新成人を迎えた孫、親戚、知人へのお祝いについて
(1)実施内容
(2)お祝い相手
(3)ギフト内容
(4)ギフトの購入金額 ※着物、スーツ、フォーマルウエアは除く

調査項目
4、予約しないで購入した太巻き寿司について
(1)購入本数
(2)購入した太巻き寿司を選んだポイント
(3)購入場所
(4)購入金額
5、手作りした太巻き寿司について
(1)材料購入場所
(2)材料購入金額
6、節分にまいた豆の種類について
7、節分にちなんで食べた和洋菓子、パンの内容
8、太巻き寿司以外に購入したものについて
(1)購入場所
(2)購入金額

バレンタイン 1、バレンタインデーの実施内容
デー
2、プレゼントしたお菓子の準備方法（既製品の購入or手作り）
3、既製品のお菓子のギフトについて
(1)贈答相手
(2)贈答内容
(3)購入したチョコレートについて選んだ理由
(4)購入日
(5)購入場所
(6)購入個数
(7)購入金額
4、手作りのお菓子のギフトについて
(1)贈答相手
(2)贈答内容
(3)手作りの際に参考にした情報
(4)SNSやHP、アプリを参考にした人が見た情報(動画、テキストのレシピ等)
(5)材料購入日
(6)手作りキットの購入有無
(7)材料購入場所
(8)材料購入金額
(9)試作品作りの有無
5、お菓子以外のギフトについて
(1)贈答相手
(2)贈答内容
(3)購入日
(4)購入場所
(5)購入金額
平昌五輪

6、バレンタインデーのギフトを渡した日
7、ホワイトデーのお返しへの期待について
(1)期待の有無
(2)期待するお返しの内容
8、自分用のお菓子の購入について
(1)購入内容
(2)購入したチョコレートについて選んだ理由
(3)購入日
(4)購入場所
(5)購入個数
(6)購入金額
9、バレンタインにちなんだ食事やホームパーティの実施について
(1)実施場所
(2)一緒に実施した人
(3)実施日
(4)メニュー内容
(5)メインメニューの内容
(6)購入場所
(7)購入金額

1、平昌オリンピックに関連して行なったこと
2、平昌オリンピックを観るためのAV家電・情報家電について
(1)平昌オリンピックのために購入したAV家電・情報家電
(2)購入時期
3、平昌オリンピックの観戦について
(1)平昌オリンピックの観戦にあたり、生活で変化したことや意識的に行なったこと
(2)観戦した競技
(3)観戦中のSNS・ブログへの書き込みの有無
(4)観戦方法
(5)家で観戦した時間帯
4、夕食時の観戦時の食事準備やメニューの工夫
5、夕食の買い物で変化したこと
6、開催国韓国への関心
7、平昌オリンピックをきっかけに始めたこと･始めようと思っていること
8、今冬に行なったウインタースポーツ
9、2020年東京オリンピックについて
(1)関心があるか
(2)東京オリンピックをどこで観戦したいか
(3)東京オリンピックに向けてやりたいこと

3月 歳事
ひなまつり

1、大人だけのひなまつりについて
(1)大人だけのひなまつりパーティ実施状況
(2)大人だけの家でのひなまつりパーティで飲食したもの
2、初節句
(1)初節句の実施率
(2)初節句の実施内容
(3)初節句に購入したひな人形や日本人形について
①ひな人形を飾った場所
②ひな人形の形態(何段飾りか？何人飾りか？)
③ひな人形を購入した人
④ひな人形を選んだ人
⑤ひな人形や日本人形の購入時期
⑥ひな人形や日本人形の購入場所
⑦ひな人形や日本人形の購入金額
(4)初節句を演出するために購入したものについて
①購入したもの
②購入時期
③購入場所
④購入金額
(5)初節句のお祝いに食べた食事について
①初節句のお祝いに食事をした場所
②自宅で初節句のお祝いの食事を一緒に食べた人
③自宅で初節句のお祝いの食事を食べた日
④初節句のお祝いに飲食したものについて
a、飲食したもの
b、購入場所
c、購入金額

調査項目
3、初節句以外のひなまつり
(1)ひなまつりの実施率と実施内容
(2)ひなまつりに購入したひな人形や日本人形について
①ひな人形を飾った場所
②ひな人形の形態(何人飾りか？)
③ひな人形や日本人形の購入場所
④ひな人形や日本人形の購入金額
(3)ひなまつりを演出するために購入したものについて
①購入したもの
②購入時期
③購入場所
④購入金額
(4)ひなまつりにちなんで食べた食事について
①ひなまつりにちなんで食事をした場所
②自宅でひなまつりの食事を一緒に食べた人
③自宅でひなまつりの食事をした日
④ひなまつりにちなんで飲食したものについて
a、飲食したもの
b、飲食したものの中で予約購入したもの
c、購入場所
d、購入金額

ホワイトデー 1、2018年ホワイトデーの実施率と実施内容
2、プレゼントした食品のみのギフトについて
(1)贈った相手
(2)ギフトの内容
(3)プレゼントしたお菓子の準備方法（既製品の購入or手作り）
3、既製品のお菓子のギフトについて
(1)購入時期
(2)購入場所
(3)購入理由
(4)購入個数
(5)購入金額
4、手作りのお菓子のギフトについて
(1)購入金額

5.食品以外のギフトについて
(1)贈った相手
(2)ギフトの内容
(3)購入者（自分or代理）
(4)購入時期
(5)購入場所
(6)購入理由
(7)購入個数
(8)購入金額
6、食品と雑貨のセットギフト
(1)購入者（自分or代理）
(2)購入個数
(3)購入金額
7、ギフトを渡した日について
8、自分用に購入したお菓子や雑貨について
(1)購入内容
(2)購入金額

受験

1、お子様について
(1)同居の有無
(2)受験率
2、お子様の受験内容について
(1)受験した子どもの年齢・学齢
(2)受験した子供の性別
(3)子供が受験した学校の種類(国・公・私）
(4)子供が受験した学校
(5)受験勉強方法
(6)子供の受験のために行なったこと
3、子供用の面接準備品について
(1)買い始めた時期
(2)買ったもの
(3)購入場所
(4)購入金額

4、自分や配偶者用の面接準備品について
(1)買い始めた時期
(2)買ったもの
(3)購入場所
(4)購入金額
5、夜食について
(1)用意し始めた時期
(2)2017年8月以前～11月の期間に用意した頻度
(3)2017年12月～2018年3月以降の期間に用意した頻度
(4)用意したメニュー
6、験担ぎ商品について
(1)買ったもの

春のお彼岸

1、春のお彼岸の実施率と実施内容
2、ぼたもちについて
(1)ぼたもちの用意方法(購入・手作りなど)
(2)購入したぼたもち
①購入日
②購入場所
③購入金額
(3)手作りしたぼたもち
①手作りした日
②材料の購入場所
③材料の購入金額

3、お墓参りについて
(1)参加した人
(2)実施日
(3)お墓参りをどこで行なったか(居住都道府県かそれ以外か)
(4)居住地以外でお墓参りを行なった人が行った都道府県
4、仏壇へのお供えやお墓参り準備品について
(1)購入した準備品
(2)購入場所
(3)購入金額
5、家で食べたお彼岸の食事について
(1)食べた日
(2)一緒に食べた人
(3)食べた場所
(4)食事メニュー内容
(5)購入場所
(6)購入金額

修学旅行

1、小学生
(1)修学旅行へ行ったかどうか
(2)修学旅行へ行った子供の性別
(3)修学旅行へ行った子供の学校区分（国立、公立、私立）
(4)修学旅行の出発月
(5)修学旅行日数
(6)修学旅行先
(7)修学旅行用品の買物状況
①購入内容
②購入したものの選択者
③購入場所
④購入金額

2、中学生
小学生同様(1)～(7)
3、高校生
小学生同様(1)～(7)
4、修学旅行での活動内容
5、修学旅行に持っていったお小遣いの金額

