
くらしＨＯＷ 女性データ750件フリー検索！＆主婦の生声ネット座談会公開中！検索

Woman’s Real Voice

女 ゴ コ ロ と 消 費 が わ か るＭｏｎｔｈｌｙ

ＴＥＬ03-5216-9420

株式会社

http://ｗｗｗ.ｋｕｒａｓｈｉｈｏｗ.ｃｏ.ｊｐ

01

03 Ｇｒｏｕｐ Ｅｙｅｓ

くらしＨＯＷ 検索

Ｗｏｍａｎｓ’ Ｖｏｉｃｅ

02 ＨＯＷ’ｓ Ｖｉｅｗ

所長の目

インターネット（n=812）

メール（n=805）

テレビを見る（n=816）

風呂に入る（n=808）

新聞を読む（n=813）

読書（n=813）

雑誌を読む（n=811）

街歩き(n=809)(※１)

昼寝に、ドラマに、ゲームに、踊って、追っかけ…消費する

専業主婦はラク、私は幸せ。でもこのままはイヤ!?

から小学生ママならではの悩みを投稿して

もらい、有識者が答えるＱ＆Ａコーナーな

ど、小１ママの不安を和らげ、応援してい

ければ」と意欲的だ。ぜひとも、注目して

ほしい。

（岸野順子／リビング新聞グループコーポ

レートコミュニケーション室室長）

３月最新ＵＰデータ
主婦の“時短”／夫婦の髪の悩み／金融ほか

３月号 2011.03.01

©

読売新聞が小学校高学年向けのタブロイ

ド新聞を３月に創刊する。小学生向けのメ

ディアは多数あるが小学生ママを応援する

ような会やメディアはそう見当たらない。

サンケイリビング新聞社が発行する「園

児とママの情報誌 あんふぁん」は全国の

私立幼稚園を中心に無料配布しているメデ

ィアだが、４月から卒園した元読者ママの

会「姉(あね)ふぁんくらぶ」をスタートさ

せる。｢卒園前の読者から“あんふぁんが

読めなくなってしまうのはとても残念”と

の声が多く寄せられたのがきっかけ。あん

ふぁんが子育てに悩むママたちをサポート

するコンテンツを発信しているからだと思

います｣とあんふぁん編集長三山百合子。

会は月１回のメールマガジン配信からス

タート。「先輩ママのお役立ちコラムや小

学校の先生の本音トーク、イベントやお得

情報などをメルマガに盛り込みます。会員

小１ママの駆け込み寺になるか？
「姉ふぁんくらぶ」メルマガからスタート

■｢姉ふぁんくらぶ｣への入会資格は2011年3月に幼稚園を
卒園する子どものママ。登録は無料でパソコン、携帯電
話からインターネットで登録できる。締め切りは3月31日
(木)23：59。第1回のメルマガ配信は4月15日(金)を予定

朝寝、朝酒、朝湯が究極の贅沢だと
したら、ミセスの昼風呂の多さは驚く
べきことかもしれない。風呂掃除のつ
いでだとしても、昼風呂と昼寝は、か
なり羨ましい。
専業主婦はヒマだラクだと思われる

のが大嫌い。何もしなくていい1日が全
くないし、やって当然の評価されない
仕事で冗談じゃないと思っているが、
代わりに昼間の2～3時間がぽっかり空
くのも事実。この時間をどう充実させ
るかで市場が作られる。家族のためで
はなく自分の幸せのために、熱中でき
る何かを探す。時間とお金はそれなり
にあって、自己実現につながらない仕
事の主婦やＯＬは、体験拡大型の消費
を続けるのだ。 (植田奈保子)

ハマってしまって…Ｒｅａｌ
Ｖｏｉｃｅ

※2011.2/10～13調査。詳細はくらしＨＯＷへ

①平日の昼間していることは？（家事、子育て、介護を除く）

昼寝（n=815）

ゲーム（n=812）

店でのランチ（n=815）

ラジオを聞く（n=813）

スポーツ(n=813)(※２)

勉強（n=814）

自宅で趣味や習い事（n=811）

店でお茶する（n=812）

ＤＶＤをみる（n=812）

パンを焼く（n=809）

自宅以外で趣味や習い事（n=812）
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（※１）ウインドーショッピングを含む

（※２）スポーツクラブ以外でのスポーツ。スポーツクラブでのスポーツは12.1％

③自分は幸せだと思う？

④自分はラクをしていると思う？

⑤｢一般的に｣専業主婦はラクをしていると思う？

②ハマった（ハマっている）こと

聞く、見る、接するもの（n=735）

自分がすること（n=783）
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１位 ドラマ・映画
２位 読書
３位 スポーツ観戦やスポーツ選手

４位 ペット
５位 ジャニーズ
６位 自分の子どもの習い事

７位 音楽やその有名人
８位 韓流有名人
８位 芸能やその有名人
10位 演劇
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１位 旅行
２位 買い物
２位 料理
４位 お菓子作り
５位 食べ歩き
６位 ダンス、エクササイズ
７位 ゲーム、パチンコ
８位 美容・化粧
８位 パン焼き
９位 お酒・飲み会
10位 英語など語学

スーパーの食品バイヤーが聞き入る
「時短」をめぐる主婦心理ミニセミナー
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【特に時短したいコトは？（複数回答）】

2011年1月
n＝474

そう思う

ややそう思う

◆離婚の原因になった(38歳/愛知)◆ゴルフで疲労骨折。夫に叱られた（29歳/東京）◆買い物でストレス発
散。お金がなくなり逆にストレス(32歳/神奈川)◆ゲームをやり過ぎ、家事を何もしない日が続いた（42歳/
東京)◆ホームベーカリーを購入。毎日何種類もパンを焼きまくり、友達にプレゼント(55歳/神奈川)◆フラダ
ンスに月謝以外で30万円つぎ込んだ(49歳/東京)◆韓国ドラマにハマり、韓国語を習い韓国に行き現地で話す
ことが楽しくて(48歳/神奈川)◆フジの韓流ドラマの時間は家にいるようになった(46歳/兵庫)◆外貨定期。毎
日情報収集。為替の動きを予想するのが楽しい(50歳/広島)◆パチンコで一日に10万円使った（36歳/兵庫)

ミセスに「平日の昼間にしていること」を聞い
た｡家事以外の数字に注目してみると― (①) 。
昼寝は、「月１回以上」56.8%。うち「週１回以

上」が34.7%、専業主婦では38.2%。ゲームは、

「月１回以上」49.7%。「週１回以上」でも40.1%
を占め、専業主婦では45．4%。テレビについて

は別途、「過去のドラマの再放送を見ることが
あるか」と聞いたところ「ある」が71.3%だった。

いずれも、平日昼間の生活に余裕が感じられ

る数字。はたまた家事等の大変さゆえのストレ
ス発散や充電か。それが高じてか(?)ミセスた

ちが、過去・現在で「ハマってしまったこ

と・熱中してしまったこと」はグラフの②。

それで離婚した人や、家事が疎かになり家

族に指摘された人もいた(Real Voice)。

そんなミセスは幸せか？不幸か？(③)。

「幸せだ」というミセスは全体で86.3%。

「自分はラクをしている」(④)は全体で

66.5%で、専業主婦では75.7%、フルタイム

では43.7%。幸せ感に比べ、専業主婦とフ

ルタイム主婦の差が大きい。しかし、

「『一般的に』専業主婦はラクか」(⑤)と

聞くと全体で52.0%は否定しないが、専業主

婦で肯定する人が48.7%となる。自分は「ラ

ク」だが、専業主婦とはキチンとやれば厳し

いモノと思うからか。「専業主婦になりたい

(そのままでいたい)」(⑥)は、専業主婦では

69.4%、フルタイムでは30.0%。年代別では20

代～40代で「いいえ」が5割を超えるが、50

代以上では逆転。若い世代は、働きたいが職

がない、働ける環境にないという状況か。

いずれにしても主婦業には、家事の合間の

ストレス解消、そのための消費が必要らしい。

専業主婦（n=460）
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フルタイム（n=119）
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⑥専業主婦になりたい（専業主婦は「そのまま専業主婦でいたい」）
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【主婦の時短意識に関するデータ】

http://www.kurashihow.co.jp/ から、検索を

（藤田景子/くらしＨＯＷ研究室室長）

全国のスーパーのバイヤーと食品メーカ

ーのイチオシ商品が一堂に会し、東京ビッグ

サイトが熱気につつまれる「スーパーマー

ケットトレードショー」。くらしＨＯＷは

昨年に引き続き日清製粉グループのブース

で、「今どきミセスを動かす“時短”のツ

ボ」と題したミニセミナーを担当した。

いまや「時短｣は「節約｣に勝るとも劣ら

ない主婦の心を動かすキーワード。でも…

「時短」って、つまりは「手抜き」のこと

じゃない？と思う人もいるだろう。しかし

主婦の気持ちの中では｢時短｣と｢手抜き｣は

明らかに違う。それなら食品に｢時短｣とい

う付加価値をつけて売る場合には､どうア

ピールするのが正解なのか…。

毎回、込み合う会場内にもかかわらず足

を止めて聞き入る人も多く、食品・流通業

界の「主婦の心を読み取る」ことへの関

心の高さを改めて感じることができた。


