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2013 年 12 月 12 日

ナース 189 名アンケート〜年収高めでもココロは庶民派
クリスマスプレゼント、ほしい金額・あげたい金額ほぼ同額
パンダクラブ「看護師さん実態調査-クリスマス編-」
報道関係者各位
ディップ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨田英揮、以下 ディップ）は、看護師さん限定の特
典・割引サービス『パンダクラブ』(http://panda-kango.jp/)において、「看護師さん実態調査-クリスマス編-」を実施しまし
たのでご報告いたします。

「看護師さん実態調査-クリスマス編-」
■恋人、パートナーからもらいたいクリスマスプレゼントの金額、自分があげたい金額はほぼ同額。
56%が「もらいたい額」15,000 円以下と控えめ!?
看護師平均年収 471 万円※1、女性（正規労働者）平均年収 304 万円※2 と、一般の女性と比較して平均年収の高い看護
師さんですが、クリスマスプレゼントについては意外に「庶民派」な結果がでました。恋人・パートナーからのクリスマスプレ
ゼントで、もらいたい金額・あげたい金額の差が小さく、パートナーと対等の立場でありたいと考える傾向が見受けられま
した。また、｢もらいたい金額｣は『10,000 円〜15,000 円』(30％)が最多、次いで『10,000 円以下』(26%)。「手に職」を選んだ看
護師さんだけに、堅実な金銭感覚をもった方が多いと言えそうです（Q1）
※1：厚生労働省「平成 24 年 賃金構造基本統計調査」調べ ※2：厚生労働省「平成 24 年 国民生活基礎調査」調べ

■今年 1 番欲しいクリスマスプレゼントは、『アクセサリー』『小物』に続いて、『安らぎ』と『時短・美容家電』
今年 1 番欲しいクリスマスプレゼントは、『アクセサリー・時計』(52 名) が 1 位、『バッグ・財布』(31 名)が 2 位にランクイ
ンし、王道のクリスマスプレゼントを希望される方が多いという結果になりました。一方で、3 位には『旅行・食事・時間』(30
名)、4 位には『電化製品』(22 名)がランクインし、「仕事を忘れて一泊でもいいから旅行に行ってのんびりしたい」「お掃除ロ
ボットが欲しい、仕事が忙しくて掃除をする暇がない」など、普段人を気遣う仕事をしているため気分転換できる『安らぎ』
の時間や、家事の時間短縮が出来る電化製品など、毎日頑張る看護師さんならではの欲しいプレゼントが明らかになり
ました。(Q2)

■今までもらったなかでイマイチだったクリスマスプレゼントには、意外にも『香水』が 6 位にランクイン
今までもらったなかでイマイチだったクリスマスプレゼントは、『アクセサリー・時計』(22 名)が 1 位、『ぬいぐるみ・おもち
ゃ』(15 名)が 2 位となりました。選ばれた理由には、「好みのものではなかったから」「趣味じゃなかったから」という回答が
多く寄せられました。意外にも 6 位に『香水』(6 名)がランクインし、「仕事のときにはつけられない」というコメントが多く、身
だしなみに厳しい職場ならではの理由が挙げられました。
その他にも、『乾燥ミジンコ』や『肉塊』など変わったプレゼントをもらった事があるという回答もありました。(Q3)

■76%の看護師さんがクリスマスを恋人と過ごしたことがある。
看護師になってからクリスマスを恋人と過ごしたことがある人は 76%、過ごしたことがない人は 24%との結果が出ました。
シフト勤務でイベント時もかまわず忙しいイメージがある看護師さんですが、日々の頑張ったご褒美にプライベートの時
間はきちんと取って恋人と季節イベントを楽しむ、という様子が伺えました。(Q4)
ディップ株式会社『パンダクラブ』 「看護師さん調査-クリスマス編-」
・ 調査対象：パンダクラブ会員
・ 実施時期：平成 25 年 11 月 19 日〜11 月 21 日
・ 調査手法： インターネット調査
・ 有効回答数：189

調査結果詳細は、当プレスリリース 2 ページ目以降をご参照ください。
当調査結果を引用・転載される際は
出典（ディップ株式会社『パンダクラブ』-「看護師さん実態調査-クリスマス編-」）
の表記をお願いいたします。
取材、リンク、サービスに関するお問合せは、下記へ連絡ください。
ディップ株式会社 広報担当
TEL：03-6862-4633 ／ e-mail：info@dip-net.co.jp

≪調査結果

図表≫

Q1. クリスマスプレゼントの金額について。恋人、パートナーからもらうならいくらが妥当だと思いますか？
恋人、パートナーにあげるならいくらが妥当だと思いますか？（N＝189）
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Q2.今年 1 番欲しいクリスマスプレゼントは何ですか？（「特に無し」を除く N=187）
順位

プレゼント

1位

アクセサリー・時計

52

2位

バッグ・財布

31

3位

旅行・食事・時間

30

4位

電化製品

22

5位

コートや冬小物(ブーツ・ニット帽など)

11

6位

愛・彼氏

9

【アクセサリー・時計】
◇プレゼントでアクセサリーをもらうと特別な感じがするから(20 代/栃木県)
◇仕事中も身に付けられるから(30 代 /岐阜県)
◇いつも身につけていられる指輪はやっぱり贈ってほしいものだから(40 代 /徳島県)
【バッグ・財布】
◇ベタだけど、必ず使えるし、自分に似合うものを見立ててプレゼントされるのは嬉しい。(30 代 /千葉県)
◇使える頻度が高い。自分で買うには高いので、もらえると嬉しい。(40 代/兵庫県)
【旅行・食事・時間】
◇最近勤務時間が合わず、デートできていないから(20 代/神奈川県)
◇仕事を忘れて一泊でもいいからのんびりしたい (30 代/東京都)
【電化製品】
◇全自動洗濯機乾燥機付きがほしい。忙しいので家事の負担を減らしたい。 (20 代/京都府)
◇夜勤で肌が荒れるので、美顔器をもらって綺麗になりたい。(20 代/長野県)
※コメント抜粋

票数

Q3. 今までもらった中でイマイチだったクリスマスプレゼントを教えて下さい。（「特に無し）を除く N=131）
順位

プレゼント

票数

1位

アクセサリー・時計

22

2位

ぬいぐるみ・おもちゃ

15

3位

食べ物

12

4位

コートや冬小物(ブーツ・ニット帽など)

11

5位

服

9

6位

香水

6

6位

電化製品

6

【アクセサリー・時計】
◇サプライズで高価なネックレスをプレゼントされたが自分の趣味と全く合わなかった。彼と会う時だけつけていた。(30 代/神奈川県)
◇かわいいデザインの時計をもらったがドクロマークがあるので勤務中には使えなかった。(20 代 /神奈川県)
【ぬいぐるみ・おもちゃ】
◇彼からもらったけど、あまり可愛くなかったし、ぬいぐるみはもらうと捨てることができないから、少し困ってしまった(20 代 /福岡県)
◇欲しい景品だったけど、ゲーセンの景品はさみしい (30 代 /大阪府)
【食べ物】
◇もらって嬉しかったけど、食べるとなくなってしまうものなので、取っておけないから。(30 代/茨城県)
◇当時付き合っていた調理師彼から肉の塊をもらった。料理は得意ではなくせっかくのお肉がイマイチだった！(30 代 /鹿児島県)
【香水】
◇元々香水をつけないし、仕事中もつけられないから。(20 代/神奈川県)
◇香りは好きだけど毎日身につけられるものが欲しかった(20 代/奈良県)
【その他】
◇水に浸すと生き返るらしい乾燥ミジンコをもらった。水には浸さず瓶に封じ込めたまま、机の奥で転がっている。(20 代 /広島県)
◇クリスマス前に座椅子が欲しいと話したら座椅子をプレゼントされた。自分で買うつもりで話していたので自分のうっかり加減を激しく
後悔した。(30 代/埼玉県)
※コメント抜粋

Q4. 看護師になってから、クリスマスを恋人と過ごしたことはありますか？(N=189)

とは
毎日頑張る看護師さんの毎日に｢ちょっとうれしい｣を提供する、看護師さん限定の特典・割引サービスです。 ON
も OFF も、日常をおトクにするサービスがたくさん。入会金、年会費は無料です。
転職以外の場面でも看護師さんを応援したい、笑顔になってもらいたい。
そんな思いで転職支援サービスを行う｢ナースではたらこ｣が作ったサービスです。
詳しくはこちら>>> http://panda-kango.jp/

『パンダクラブ』サービスの一部をご紹介！

選べる４つの看護師さん特別プラン
横浜みなとみらい万葉倶楽部

100 品目以上のナースグッズが
会員限定 10％オフ！

美容ジャーナリスト加藤智一さんが
夜勤の肌荒れ対策法を伝授！

『パンダクラブ』では、今後も看護師さんの ON・OFF を充実させるため、様々な取り組みを行う予定です。
なお、『パンダクラブ』では、看護師さんの為にサービスやコンテンツを提供いただける企業様を随時募集していま
す。企業様からの詳細お問い合わせは、下記までご連絡ください。
ディップ株式会社 パンダクラブ運営事務局 担当 福島、鈴木 03-6682-5478
※

当調査結果を引用・転載される際は 出典（ディップ株式会社『パンダクラブ』-「看護師さん実態調査-クリスマス編-」）の表記をお願いいたします。

ディップ株式会社 概要
ディップ株式会社（http://www.dip-net.co.jp）は、アルバイト求人情報サイト「バイトルドットコム」、看護師求人情
報サイト「ナースではたらこ」、人材派遣のほかあらゆる雇用形態の求人情報サイト「はたらこねっと」、Happy ボー
ナスがもらえる総合転職情報サイト「転職 Gold」をはじめとする求人情報サイトの運営を通じ、企業と人を結びつけ
ることで社会に貢献することを目指す総合求人情報サービス会社として、あらゆる企業の求人ニーズと多様化する
求職ニーズにお応えしています。2004 年東証マザーズへ上場し、2013 年 12 月東証一部へ市場変更。2013 年 2
月期売上高は 91 億円。

＜報道に関するお問合せはこちら＞
ディップ株式会社 広報担当
TEL：03-6862-4633 ／ e-mail：info@dip-net.co.jp

