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分析できる調査結果となりました。

という習慣は、今後も続けるべきだと思いますか？ 

％。虚礼は減り、「心のやり取り」は残る！？

・「続けるほうがよい」と回答

「疎遠になっていた人とも年賀ハガキでつながることができるから」（

だん連絡を取っていない人とも唯一やり取りができる機会だから」（30 代・フルタイム）

としての側面をあげる意見が目立ちました。

な、文化・習慣としての存続を主張す

ふだんはデジタルだからこそ、お正月はアナログ

「ケータイでのやり取りが増える今だからこそ、人に何かを手書きで伝える機会を大切にした

方、「やめるべき」派に多かった

「資源の無駄」（30 代・パート

）などのように年賀

今後は「目上の人には年賀

という人も増えるでしょう。また、

フルタイム）という時代を反映した声

ハガキを買ったり、カラープリンターと格闘したり印刷を手配したり

る時間もずっと少なくメッセージが送れるメール

69.8％が「年賀

「好きなアーチストの絵と、

枚にとても時間をかけていることが一目でわかる渾身の年賀状がとて

「手書きのメッセージが添えてあり、そのかたの近況がわかる」

「そのハガキを書いた時間＝自分

分析できる調査結果となりました。 

％。虚礼は減り、「心のやり取り」は残る！？

「続けるほうがよい」と回答

「疎遠になっていた人とも年賀ハガキでつながることができるから」（20 代・学生）、「ふ

フルタイム）など

が目立ちました。さらに、

な、文化・習慣としての存続を主張す

ふだんはデジタルだからこそ、お正月はアナログに”という

「ケータイでのやり取りが増える今だからこそ、人に何かを手書きで伝える機会を大切にした

方、「やめるべき」派に多かった

・パート）、「儀礼的で

）などのように年賀ハガキ

今後は「目上の人には年賀ハガキ

という人も増えるでしょう。また、

フルタイム）という時代を反映した声

手配したり

る時間もずっと少なくメッセージが送れるメール

％が「年賀ハガ

絵と、びっ

枚にとても時間をかけていることが一目でわかる渾身の年賀状がとて

「手書きのメッセージが添えてあり、そのかたの近況がわかる」

時間＝自分

 

％。虚礼は減り、「心のやり取り」は残る！？ 

「続けるほうがよい」と回答。

学生）、「ふ

など「ご

さらに、

な、文化・習慣としての存続を主張す

という視点

「ケータイでのやり取りが増える今だからこそ、人に何かを手書きで伝える機会を大切にした

方、「やめるべき」派に多かった

）、「儀礼的で

ハガキを「時

ハガキ、友

という人も増えるでしょう。また、「あ

フルタイム）という時代を反映した声



多くの人が迷いつつも毎年出し、受け取る年賀ハガキ。虚礼ではなく、ハガキによる年賀状は「も

らってうれしい」と感じる人がいる限りなくならず、しっかりとした“心のやりとり”として存続

するのではないでしょうか。デジタルコミュニケーションが人と人をつなぐ方法として定着した今

だからこそ、ハガキという、手元に残る、アナログな手段の価値が高まったことが浮き彫りにされ

た今回の調査でした。 

 

アンケート概要 

●調査対象：オレンジページくらし予報モニター会員・国内在住の女性 

（有効回答数 1128 件） 

●調査方法：インターネット調査 ●調査期間：2015 年１0 月 23 日〜１0 月 27 日 

 

●「オレンジページくらし予報」について 

 オレンジページくらし予報とは、オレンジページ社のモニターのなかでもアクティブな会員 1 万人の声を集

めたリサーチ・コミュニティです。当社のモニターには、〈一般女性よりも「食意識」「生活全般に対する意識」

が高い〉という特徴があります。くらし予報では、20 代後半から 50 代の生活者が感じていることを引き出しま

す。食意識を軸に対象者を6 つのタイプに分類し、調査、比較検討することも可能です。 WEB 上でのアン

ケート調査、キッチンスタジオ「オレンジページサロン」を利用した座談会など、ご相談に応じて展開いたし

ます。 

 

●『オレンジページ』について 

失敗なくおいしく作れるレシピ情報が支持され、今年創刊 30 周年を迎えた生活情報誌。30 代～40 代の主

婦を中心に幅広い読者層を誇ります。発行部数＝336,755 部（2015 年印刷証明書付発行部数）。 

 

この資料に関するお問い合わせ 

株式会社オレンジページ 

コトデザイン部 くらし予報担当 

kurashi@orangepage.co.jp Tel. 03-3436-8418 

http://www.kurashi.orangepage.jp/ 

 

取材お申し込み 

株式会社オレンジページ 広報室 遠藤 

press@orangepage.co.jp Tel. 03-3436-8421 


