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この調査は雑誌誌上で当社が行っている、アンケート付きプレゼント企画への回答をまとめたものです。

保護者を対象にしたこどもに関する設問で、月 1回の調査を行っています。質問内容は玩具に限定する

ことなく、広い視野からこどもたちの生活に密着した生の声をまとめ、現代のこどもたちの実態をバン

ダイ流に解きあかしていこうと考えています。 

今回は「こどもの日」（5月 5日）を直前に、玩具の購買事情についての調査レポートです。 

～バンダイこどもアンケートレポート Vol.12 

 

「平均 1 ヶ月に買う玩具の数と金額は？」 
 

…… 平月は 3000 円まで、クリスマスは 5000 円まで …… 
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【調査概要】 

調査方法：雑誌広告でのアンケート付プレゼント企画によりハガキで募集。 

実施時期：1996 年 3 月 

質問内容：平均 1ヶ月に買う玩具の数と金額は？ 

有効回答数：1240 人 

 

 

男女総計 1240 人（1099 件） 

  
 

 

 

 

年齢内訳 0～2 歳    337 人 

     3～5 歳    328 人 

     6～8 歳     81 人 

     9 歳～     22 人 

 

       計     768 人 

★男  児★ 

 

年齢内訳 0～2 歳    252 人 

     3～5 歳    167 人 

     6～8 歳     35 人 

     9 歳～     18 人 

 

       計     472 人 

★女  児★ 
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★男児総合集計結果  

  

★平均 1ヶ月に買う玩具の数(640 件中) ★平均 1ヶ月に買う玩具の金額(698 件中)

  

 

0～1 千円 19.2％ 

～2 千円 23.9％ 

～3 千円 23.2％ 

～5 千円 22.2％ 

～1 万円   8.7％ 

1 万円～   2.7％  

 

 

☆女児総合集計結果  

 

☆平均 1ヶ月に買う玩具の数(382 件中) ☆平均 1ヶ月に買う玩具の金額(401 件中)

  

 

0～1 千円 17.2％ 

～2 千円 24.2％ 

～3 千円 26.9％ 

～5 千円 20.9％ 

～1 万円   9.2％ 

1 万円～   1.5％  

 

※ 個数については 1～2個の回答は数値の大きい 2個を、金額についても 3000 円～5000 円の場合は

5000 円というように数値の大きい方をとった。 

※ 兄弟・姉妹複数での回答はこのアンケートレポートではカウントしなかった。 

※ 回答人数と件数に差があるのは、個数のみ・金額のみの回答があるため。 
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★平月は 3000 円まで、クリスマスは 5000 円まで 

 男女とも 1カ月に買ってもらえる玩具の数は平均して 1～2個、金額は 3000 円までという回答が最も

多く見られた。単純計算すると平月買う玩具の予算は 1000～3000 円ということになり、当社商品でい

うとヒーローのソフト人形、電車玩具、女児向けのアクセサリーなどの小物玩具などがこの価格帯にあ

たる。 

 95 年 11 月に調査を行った「バンダイこどもアンケートレポート vol.7～今年のクリスマスプレゼン

トとその予算～」によると、クリスマスプレゼントは 5000 円以内が主流となっている。やはりクリス

マスは平月よりも金額の高い玩具が買われているようだ。 

 

★平月は玩具は買わない、おじいちゃんおばあちゃんの別財布 etc. … 

家庭により事情はまちまち  

 少数ながら“平月は玩具は買わない”という回答も見られた。これらの家庭ではクリスマス、お誕生

日、何かのごほうびの時にだけ 2000～5000 円の玩具を買うという回答が多くみられた。 

 また平月買う玩具の金額は 3000円が主流だが、5000円以上という回答も男女ともに 30％強みられた。

これはこどもの年齢があがるにつれ単価が高くなっていること以外に、おじいちゃんやおばあちゃんが

孫に買ってあげるという回答が特に 10000 円前後では多くみられた。 

 

★低単価の玩具として玩具菓子も人気に 

 月 5個以上買うというこどもは男児で 10.3％、女児で 5.0％あったが、これらのこどものうち約半数

は通常の玩具、残りの半数は 100 円～200 円の玩具菓子（別名キャンディトーイ 低価格の玩具とラム

ネ菓子などをワンパッケージにしたもの。量販店・スーパーなどの菓子売り場で販売している）を買っ

ているようだ。中には 1カ月 10 個以上の玩具菓子を買っているというこどももいた。 
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＜年齢別集計結果 ★男児＞ 

   

平均 1ヶ月に買う玩具の数  平均 1ヶ月に買う玩具の金額 

   

★ 0～2 歳（286 件中）  ★ 0～2 歳（312 件中） 

   

 

 

0～1 千円 18.6％ 

～2 千円 25.3％ 

～3 千円 23.7％ 

～5 千円 22.1％ 

～1 万円   8.7％ 

1 万円～   1.6％  

 

 

 

  

☆ 3～5 歳（265 件中）  ☆ 3～5 歳（290 件中） 

   

 

 

0～1 千円 16.9％ 

～2 千円 23.4％ 

～3 千円 25.2％ 

～5 千円 24.1％ 

～1 万円   6.9％ 

1 万円～   3.4％  
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＜年齢別集計結果 ★男児＞ 

   

平均 1ヶ月に買う玩具の数  平均 1ヶ月に買う玩具の金額 

   

★ 6～8 歳（ 69 件中）  ☆ 6～8 歳（ 76 件中） 

   

 

 

0～1 千円 30.2％ 

～2 千円 21.0％ 

～3 千円 13.2％ 

～5 千円 14.5％ 

～1 万円  17.1％ 

1 万円～   3.9％  

 

 

 

  

☆ 9 歳～ （ 20 件中）  ☆ 9 歳～ （ 21 件中） 

   

 

 

0～1 千円 19.0％ 

～2 千円 19.0％ 

～3 千円 28.6％ 

～5 千円 23.8％ 

～1 万円   4.8％ 

1 万円～   4.8％  
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＜年齢別集計結果 ☆女児＞ 

   

平均 1ヶ月に買う玩具の数  平均 1ヶ月に買う玩具の金額 

   

★ 0～2 歳（219 件中）  ★ 0～2 歳（224 件中） 

   

 

 

0～1 千円 15.6％ 

～2 千円 25.4％ 

～3 千円 25.0％ 

～5 千円 22.8％ 

～1 万円   9.8％ 

1 万円～   1.3％  

 

 

 

  

☆ 3～5 歳（124 件中）  ☆ 3～5 歳（134 件中） 

   

 

 

0～1 千円 17.9％ 

～2 千円 24.6％ 

～3 千円 29.1％ 

～5 千円 17.2％ 

～1 万円   9.7％ 

1 万円～   1.5％  
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＜年齢別集計結果 ☆女児＞ 

   

平均 1ヶ月に買う玩具の数  平均 1ヶ月に買う玩具の金額 

   

★ 6～8 歳（ 31 件中）  ☆ 6～8 歳（ 32 件中） 

   

 

 

0～1 千円 25.0％ 

～2 千円 12.5％ 

～3 千円 34.4％ 

～5 千円 21.9％ 

～1 万円   6.3％ 

1 万円～     0％  

 

 

 

  

☆ 9 歳～ （ 8 件中）  ☆ 9 歳～ （ 21 件中） 

   

 

 

0～1 千円 16.7％ 

～2 千円 25.0％ 

～3 千円 16.7％ 

～5 千円 41.7％ 

～1 万円    0％ 

1 万円～   8.3％  

 


