
【プレゼントを売ったことがある女性は 3割も！？】もらったら嬉しい 

1,000円以内で買えるプチプラプレゼント 

もらっても嬉しくないプレゼントは○○！？ 

引越革命株式会社 

 

引越革命株式会社（本社所在地：大阪府東大阪市、代表取締役：藤枝 勲）は、20 代～30 代の女性、40 歳

以上の女性を対象に「もらったら嬉しいプチプラプレゼント」に関する調査を実施しました。 

「ちょっとしたお礼に！」 

「お礼を頂いたから返さないと！」 

こういったときには"プチプラプレゼント"が渡しやすいですよね。 

1,000 円くらいで買えるのがちょうどいいプチプラプレゼントですが、実際に何を買ったらいいのか悩んだ

ことはありませんか？ 

ある程度金額が限られているからこそ、感謝の気持ちも込めてプチプラでも相手が喜ぶものをプレゼントし

たいですよね。 

 

女性にとって、どういったプチプラプレゼントが喜ばれるのか？ 

また、どういったプチプラプレゼントが"ありがた迷惑"になってしまうのか？ 

知っておいたら、今後プチプラプレゼントを購入するときに役に立つでしょう。 

 

そこで今回、引越革命株式会社（http://www.2020.co.jp/）は、20 代～30 代の女性、40 歳以上の女性を

対象に「もらったら嬉しいプチプラプレゼント」に関する調査を実施しました。 

 

ぜひ、プチプラプレゼントを購入する際に参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/56347
http://www.2020.co.jp/


• 【年代別】1,000 円以内で買える！もらったら嬉しいプチプラプレゼント！ 

はじめに、もらったら嬉しいプチプラギフトについて伺ってみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「1,000 円以内でもらったら嬉しいプレゼントは何ですか？（上位 3 つ選択）」と質問したところ、20 代～

30 代の方は、『お菓子・スイーツギフト（75.8%）』と回答した方が最も多く、次いで『商品券（56.3%）』

『美容グッズ（46.7%）』『ハンカチや雑貨など（32.8%）』『キッチングッズ（31.8%）』と続きました。 

 

一方で、40 歳以上の女性では、『お菓子・スイーツギフト（85.3%）』と回答した方が最も多く、次いで『商

品券（68.7%）』『ハンカチや雑貨など（37.1%）』『美容グッズ（30.6%）』『キッチングッズ（26.9%）』

と続きました。 

 

1,000 円以内で買えるプチプラなお菓子などは、高級品と違いもらう方も気が楽ですよね。 

また、商品券であれば、プレゼントする方も選ぶ手間がかからず、受け取った相手も有意義に使うことがで

きるので年齢問わず喜ばれるようです。 

また、流行りのメイクを取り入れたい若者にとって、美容グッズはいくつあっても嬉しいと感じるのかもし

れません。 

 



 

お菓子や商品券といった消耗品をもらうのももちろん嬉しいですが、実用的なものであれば年齢問わず広い

世代で受け入れやすいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、「1,000 円以内でもらったら嬉しい実用的なプレゼントは何ですか？（上位 3 つ選択）」と質問した

ところ、『ハンドクリームやヘアケアグッズ（66.4％）』と回答した方が最も多く、次いで『キッチングッズ

（62.8%）』『ワイヤレス充電器（49.3%）』と続きました。 

 

その理由を聞いたところ、『あったら便利だと思うから（38.1%）』と回答した方が最も多く、次いで『自分

では普段買わないものだから（23.7%）』『欲しいけどお金を出して買うまででもないから（20.8%）』『気

持ちだけでも嬉しいから（15.9%）』と続きました。 

 

実用的なものだと、「自分のことをしっかり見てくれているんだな」といった気遣いが感じられますよね。 

特に、普段自分が買わないものだと、同じものを持っているといった心配もないため嬉しく思います。 

  

 

 

 



• 【ありがた迷惑！？】もらうと困るプチプラプレゼントとは？ 

先ほどの調査で、もらったら嬉しいプチプラギフトが分かりましたが、逆にもらったらガッカリするものは

何なのでしょうか？ 

 

■もらったプチプラプレゼントで"ガッカリしたもの"や"引いてしまったもの"とは？ 

・アイドルグッズ 好きでもないアイドルだったから（20 代／専業主婦／埼玉県） 

・腕に痛いくらい大きいサイズのパワーストーンのブレスレット（30 代／パート・アルバイト／神奈川県） 

・ダイエットしていると知っているのにちょっと高級なお菓子（30 代／自営業・自由業／広島県） 

・趣味と合わないアクセサリー（40 代／無職／福岡県） 

 

自分の好みと合わないものをプレゼントされてもその使い道に困ってしまいますよね。 

しかし、せっかく頂いたプレゼントを捨てる訳にもいかないので、どう使えば良いかわからず保管したまま

存在を忘れてしまったという方も多いでしょう。 

 

プチプラプレゼントだからといって何でも良いというわけではなく、相手からしたら困ってしまうものも多

いようです。 

では、プチプラプレゼントで"あげるべきでないもの"とは一体何なのでしょうか。 

 

■「こんなのプレゼントされるくらいなら何ももらわない方がいい！」と思うプチプラプレゼントは何です

か？ 

・100 均で自分で買えるようなもの（20 代／会社員／大阪府） 

・センス悪い置物（20 代／学生／栃木県） 

・絶対に使わないような柄の服（20 代／パート・アルバイト／青森県） 

・使い道のない雑貨、人形、キーホルダーなど（30 代／無職／埼玉県） 

・自分に不必要なもので捨てるにも気を遣うもの（40 代／会社員／東京都） 

 

プチプラプレゼントを購入する際は、相手のことをしっかりと考えた上で購入することで気持ちも伝わり、

相手も喜んでくれるでしょう。 

  

• プレゼントの"値段を調べたことがある"女性は 3 割！？その理由とは 

先ほどの調査で、もらったら困るプレゼントについて伺うことができましたが、もらったプレゼントの“値

段”が気になったという方もいると思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、実際にもらったプレゼントの値段を調べたことのある方はどのくらいいるのでしょうか？ 

 

そこで、「もらったプレゼントの値段を調べたことがありますか？」と質問したところ、4 割以上の方が『は

い（45.9%）』と回答しました。 

 

では、どういった理由からプレゼントの値段を調べているのでしょうか？ 

 

■値段を調べた理由を教えてください 

・興味本位（20 代／パート・アルバイト／埼玉県） 

・お返しの値段の参考にするため（30 代／パート・アルバイト／神奈川県） 

・高価な物だと思ったので（40 代／会社員／福岡県） 

・フリマアプリで売るため（40 代／会社員／契約社員） 

 

お返しの際の参考にするために値段を調べるといった方や、興味本位で調べるといった方がいるようです。 

お返しが豪華すぎると、プレゼントをあげた方も申し訳ない気持ちになってしまうこともあると思うので、

お返しを渡す際は事前に値段を調べておくのがいいかもしれませんね。 

  

 



• プレゼントを"売ったことがある"女性は〇％割！？その理由とは 

もらったプレゼントの値段を調べたことがある方は 4 割以上いることが分かりましたが、売ったことがある

方はどのくらいいるのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「もらったプレゼントを売ったことはありますか？」と質問したところ、3 割近くの方が『はい（29.4%）』

と回答しました。 

 

その理由を聞いたところ、『自分では使わないものだったから（65.6%）』と回答した方が最も多く、次いで

『別れた恋人からもらったものだったから（15.0%）』『自分のセンスと違ったから（6.4%）』『お金が欲し

かったから（5.2%）』『嫌いな人やあまり親しくない人からもらったものだったから（4.3%）』と続きまし

た。 

 

自分が使わないものや別れた恋人からもらったものなどは、持っていても困ってしまいますよね。 

 

フリマアプリなどで売るために値段を調べている方もいるようなので、自分があげたプレゼントが出品され

ないためにもプレゼント選びは注意が必要ですね。 

  

 

 



• 女性にプチプラプレゼントするならコレ！ 

ここまでの調査で、もらったら嬉しいプチプラプレゼントや、嬉しくないプチプラプレゼントについて、伺

うことができましたが、女性が女性に対してプチプラプレゼントをあげるとしたら何をあげる方が多いので

しょうか？ 

また、それは年代別で差はあるのでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「女性に 1,000 円以内でプレゼントをあげるとしたら何をあげますか？（上位 3 つ選択）」と質問したとこ

ろ、20 代～30 代の女性では、『お菓子・スイーツギフト（75.0%）』と回答した方が最も多く、次いで『ハ

ンカチや雑貨など（46.0%）』『美容グッズ（45.0%）』『バスグッズ（42.6％）』『便利グッズ（21.6%）』

と続きました。 

 

一方で、40 歳以上の女性だと、『お菓子・スイーツギフト（87.0%）』と回答した方が最も多く、次いで『ハ

ンカチや雑貨など（54.4%）』『バスグッズ（37.5%）』『美容グッズ（29.0%）』『便利グッズ（23.9%）』

と続きました。 

 

お菓子やスイーツギフトは、選びやすいですしもらう方も嬉しいですよね。 

しかし、相手によって好みが異なるので注意も必要です。 

 



 

また、20 代～30 代の女性は美容グッズをあげる方が多いことに対し、40 歳以上の女性はバスグッズをあ

げる方が多いようです。 

 

もし、プチプラグッズ選びで迷ってしまう方は、是非参考になさってください。 

  

• 【まとめ】失敗しないプチプラプレゼント選びとは？ 

今回の調査で、もらったら嬉しいプチプラプレゼントは、20 代～30 代の女性と 40 歳以上の女性ともに「お

菓子・スイーツギフト」であることが判明しました。 

また、実用的なプレゼントでは、「ハンドクリームやヘアケアグッズ」がもらえると嬉しいと思う女性が多い

ようです。 

プチプラでも、相手に喜ばれるものをプレゼントしたいですよね。 

 

一方で、お礼の気持ちで選んだプチプラプレゼントが、かえって"ありがた迷惑"に繋がってしまうこともあ

るようです。 

相手にガッカリされないためにも、プチプラでも慎重に決めていきたいですね。 

  

• 引越革命からアルコールハンドジェルをプレゼント！ 

引越革命株式会社（http://www.2020.co.jp/）はラク越をご利用いただいた方に、トリプルヒアルロン酸

を配合し、優しい香りの『オリジナル・香（Kaoru）ハンドジェル』をオリジナルパッケージでプレゼン

トします！税込み） 824 円 を無料でプレゼントします！ 

【 キャンペーン・特設サイト】はこちら⇒  http://shop.2020.co.jp 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

消毒液で手が荒れ、アルコールのにおいに困っていると

いう声にお応えすべく、アルコール分 50%超！ 

消毒には十分な成分で、手に優しく、優しい香りが広が

ります。 

トリプルヒアルロン酸・アロエベラエキス・緑茶エキス

配合で、優しくうるおいます。 

http://www.2020.co.jp/
http://shop.2020.co.jp/


★トリプルヒアルロン酸のここがすごい！ 

ヒアルロン酸 Na（高分子ヒアルロン酸） 

保水力・浸透力が高くお肌にうるおいを与えてくれる上に、抱え込む効果が高いのが特徴です。 

粘性があり、肌表面をカバーして角質層に浸透した美容成分をキープし、保護してくれます。 

乾燥すると肌表面がカサつくので、しっかり保護することが大切です。 

 

アセチルヒアルロン酸 Na（スーパーヒアルロン酸） 

ヒアルロン酸と比べて約 2 倍の保水力があります。 

肌の皮脂膜との相性が良くなじみやすいため吸着力があり、長時間うるおいを持続してくれます。 

 

加水分解ヒアルロン酸（ナノ化ヒアルロン酸） 

肌への浸透力が高く、その保水効果は通常のヒアルロン酸の 2 倍と言われています。 

  

• 引越し当日まで未接触！？完全通販スタイルの引越し 

 

引越革命は、新型コロナウイルスの感染予防対策に取り組んでおります。 

 

引越革命が提供する『ラク越』は、引越当日までお客様と非対面で見積から契約、段ボールの配送から料金

精算まで完結させる完全通販スタイルの引越しを確立しました。 

 

■手洗い・うがい・消毒・除菌・マスクの着用 

除菌ジェルを常備し、消毒した 1 日 30 台限定のトラックを使用します。 

各車両には、消毒液と携帯用除菌ジェルを 2 本常備し、運行したハンドル、シフトノブ、ドアノブの消毒、

引越し前に除菌ジェルによるスタッフの手の消毒を義務付けております。 

さらに、新品のサージカルマスクを引越件数分支給し、感染予防に取り組んでいます。 

 

詳しくはコチラ：http://www.2020.co.jp/corona.html 

 

■段ボール等の引越資材も宅配便で配送 

段ボールなど数種類の引越に必要な資材を、宅配便で配送できるよう大きな専用ケースを制作し、本社の除

菌された専用作業スペース内で全てのお客様の資材を個別にケースに入れて梱包しウイルスの付着を軽減

します。 

http://www.2020.co.jp/corona.html


そのケースを佐川急便株式会社の協力により宅配便で全国配送を行うことで引越スタッフとは非対面のま

ま引越の準備も可能になります。 

 

■引越し前に自分のスマホで支払い完了 

引越しの契約を締結すると、お客様のスマートフォンにクレジットカードの決済ができる専用 WEB ページ

の URL を送信します。 

高額な現金を手元に置く不安や、お釣りの授受、領収書の受け渡しで接触頻度が高まることによる感染に対

するリスクを払拭することができます。 

 

★引越革命の「革命的特徴」★ 

①業界初！通販スタイルで Smart な引越『ラク越』（http://www.lucksite.jp/patent.php） 

■見積もり訪問不要システム！ 

電話や WEB でお部屋の家財をすべて㎥数（量）で正確に測定。 

約 140 万件の実績を誇る最新鋭の見積りシステム（特許第 4491569 号取得） 

 

■配車システム 

全車両を本社モニター地図にリアルタイム表示！走行中、停車中だけでなく、急ハンドル、急ブレーキ、衝

撃までを把握できる進行管理システム（実用新案第 4895511 号取得） 

電話や WEB でその場で完結！引越料金のカード決済も可能！ 

 

②運転手付きトラックの時間貸・距離貸／新感覚のトラック便チャーターサービス『TRAXI（トラクシー）』

（https://www.traxi.jp/index.php） 

「タクシー感覚で、トラックを使う。」 

運転手付きトラックの時間貸・距離貸サービス／新感覚のトラック便チャーターサービス 

身分証不要。免許も入会金も年会費もいりません。 

「運んで欲しー♪」その瞬間にトラクシーを思い出してください。 

完全ペーパーレス！細かい手続きや保険加入も必要ありません。 

ラクして安心！運転手付きだからラクラク。運転しないから事故を起こす心配もありません。 

待ってるだけで OK！借りに行かなくても、プロの運転手かトラックに乗って来てくれます。 

手間いらず！トラックは運転手が乗って帰ります。 

 

 

http://www.lucksite.jp/patent.php
https://www.traxi.jp/index.php


だから、面倒な返却は一切不要。給油もキズ確認も必要ありません。大容量！荷物もたくさん積めます。（段

ボールで 30 個程度！総重量 500kg） 

 

③収納サービスを、驚くほどシンプルに。無駄レス、モノレス。 

宅配便で預け入れて最短翌日に取り出せる。ダンボール 1 箱単位で荷物を預けられる収納サービス

『MONOLESS（モノレス）』（https://www.monoless.com/） 

1 箱たったの 333 円／月（税別）、取り出し料は 1,000 円（税別）～で荷物が預けられます。 

保証金などの費用は一切かかりません。PC、スマホから WEB で簡単に荷物の出し入れ依頼が可能。 

預かったモノは最短翌日にお届けします。 

お持ちのダンボール 1 箱から手軽に預けられ、預けたモノは写真登録できるので、いつでも WEB で確認で

きます。 

 

引越しをご検討の方は、『ラク越』『『TRAXI』『MONOLESS』の中から自分にぴったりの引越しを見つけて

ぜひご利用ください！ 

 

■引越革命株式会社：http://www.2020.co.jp/ 

 

■『ラク越』：http://www.lucksite.jp/patent.php 

■無料 WEB 見積り：https://www.2020.co.jp/estimate/ 

■お電話での無料 WEB 見積り・お問い合わせ：0120-36-2020（営業時間：9:00～22:00／年中無休） 

 

■『TRAXI（トラクシー）』：https://www.traxi.jp/index.php 

■簡易お見積り：https://www.traxi.jp/estimate_1.php 

■お電話でのお問い合わせ：0120-74-2020（受付：9:00～22:00／年末年始除く年中無休） 

 

■『MONOLESS（モノレス）』：https://www.monoless.com/ 

■お問い合わせ：https://www.monoless.com/public/contact 

 

 

 

 

 

https://www.monoless.com/
http://www.2020.co.jp/
http://www.lucksite.jp/patent.php
https://www.2020.co.jp/estimate/
https://www.traxi.jp/index.php
https://www.traxi.jp/estimate_1.php
https://www.monoless.com/
https://www.monoless.com/public/contact


調査概要：「もらったら嬉しいプチプラプレゼント」に関する調査 

【調査期間】2020 年 7 月 28 日（火）～ 2020 年 7 月 29 日（水） 

【調査方法】インターネット調査 

【調査人数】1,168 人 

【調査対象】20 代～30 代の女性、40 歳以上の女性 

【モニター提供元】ゼネラルリサーチ 

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人の SNS 等での情報公開はご遠慮ください。 

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】 

■引越革命株式会社 事業推進部 小川 愛乃（ おがわ まなの ） 

■TEL：06-6258-2020 

■FAX：06-6258-2220 

■E-mail：ogawa@2020.co.jp 

 


