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グノシー、バレンタイン意識調査 2022 

贈り物の理由は7割以上が「⽇頃の感謝を伝えたい」 
今年のバレンタインはムードペアリングティーで感謝の気持ちを伝えよう︕ 

⼤切な⽅へ気持ちを伝えるレターギフト『ARIGATO! For YOU』に限定セット登場︕ 
 

株式会社Gunosy（本社︓東京都渋⾕区、代表取締役社⻑︓⽵⾕祐哉、以下 Gunosy）は、情報キュレーシ

ョンアプリ「グノシー」および⼥性向け総合情報アプリ「LUCRA（ルクラ）」の読者536名を対象に、202

2年のバレンタインに関する意識調査を実施しました。 

＜調査結果（抜粋）＞ 

Q.今年のバレンタインデーで贈り物をする理由は︖※複数回答可（n=536)図① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贈り物をする理由としては、「⽇頃の感謝を伝えるため」と回答された⽅が全体の71.5％で最も多いこと

が分かりました。バレンタインデーは、従来は「好意を伝える⽇」であった⼀⽅で、近年では近しい⼈への

「⽇頃の感謝を伝える⽇」という位置づけになっていることがうかがえます。 

【ポイント】 

■贈る理由として「⽇頃の感謝の気持ちを伝える⽇」を意識している⼈が約7割（図①） 

■贈る相⼿は配偶者や恋⼈が多く、続いて⾃分へのご褒美、職場の⽅へ（図②） 

■チョコレート購⼊は根強い⼈気。⼀⽅で他スイーツやお酒、紅茶などの嗜好品ギフトにも注⽬（図③） 



Q.今年のバレンタインデーは、誰に贈る予定ですか。※複数回答可（n=536)図② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贈る相⼿としては、配偶者や恋⼈に続いて3番⽬に多くの⽅が「⾃分」と回答していることから、近年は相

⼿に渡すだけではなく、⾃分へのご褒美⽇としてバレンタインデーを位置付けている⼈が多いと考えられま

す。 
 
Q.今年のバレンタインデーで贈る予定のものを全て選択してください。※複数回答可（n=536)図③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贈るものとしては、チョコレートが86.8％と根強い⼈気ですが、チョコレート以外のスイーツやお酒、コ

ーヒー、紅茶などの嗜好品を選ぶ⽅も多くいる事が分かりました。 
    

＜調査概要＞ 

実施期間 ︓2022年1⽉20⽇〜23⽇     調査⽅法  ︓インターネット調査 

調査対象 ︓10代〜50代の「グノシー」「LUCRA（ルクラ）」読者     サンプル数 ︓536⼈（有効回答数） 



■レター付きバレンタインギフト「ARIGATO! for YOU ValentineSet」 

今年のバレンタインでは、YOU INより3つのバレンタイン限定商品をお届けします。 

まず、「ありがとう」の気持ちをムードに込めたバレンタイン限定セット。⼤切な⼈へ3つのムード（味）

とバレンタイン限定デザインのメッセージカードを共に贈ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ARIGATO! For YOU ValentineSet」は、ARIGATO! For YOU / オリジナルコースター/ バレンタイ

ンデザインカードがセットとなり、50個限定でブランドサイトおよびLINEギフトにて販売します。 

いつもお世話になっている家族や恋⼈、職場の⽅やご友⼈にぜひ、バレンタインを利⽤して⽇頃のありがと

うの気持ちを伝えませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【製品特徴】 

『ARIGATO! For YOU ValentineSet』 
◇内容︓IPPUKU（煎茶 × アールグレイ）/ OFF SNS（ほうじ茶 × ジンジャー）/ WAKI-AI-AI（ジャスミン × GABA）/ コースタ

ー / バレンタインデザインカード 

◇原材料名︓IPPUKU 緑茶（⽇本）⾹料 / OFF SNS ほうじ茶（⽇本）、⿊⾖⽣姜、⼤和当帰、カカオハスク、紫蘇 / WAKI-AI-AI 緑

茶（⽇本）、ゆず ⾹料 

◇内容量︓2.5g × 3包  

◇保存⽅法︓⾼温・多湿の場所を避けて保存してください 

◇価格︓1,446円（税込） 

*数量限定のため無くなり次第終了となります。予めご了承ください。 

⽇頃の感謝の気持ちを伝えられる YOU IN バレンタインギフトのご紹介 

 

  

 



■Valentine Selection〜感謝の気持ちを込めて〜 

いつもお世話になっている⽅やちょっと気になるあの⼈には、2つのムード（味） / オリジナルコースター

/ バレンタインデザインカードがセットになった「Valentine Selection」がおすすめです。 

こちらは、100個限定でブランドサイトおよびLINEギフトにて販売します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⼀つ⽬のムード「LOVE YOUR BODY」は、⽢いもののお⼝直しができる味として、ルイボス × ローズヒ

ップの爽やかな後味が特徴です。⼆つ⽬のムード「SKIP DESSERT」は、カカオとバニラの⾹りで、まる

でチョコレートを⾷べているかのようなフレーバー。無糖のため、⽢いものを我慢している⽅にもぴったり

です。今年のバレンタインは「Valentine Selection」と共に⽢い素敵なひとときをお過ごしください。 

 

【製品特徴】 

『Valentine Selection〜感謝の気持ちを込めて〜』 
◇内容︓LOVE YOUR BODY（ルイボス × ローズヒップ）/ SKIP DESSERT（紅茶 × カカオ）/ YOU INコースター / バレンタイン

デザインカード 

◇原材料名︓LOVE YOUR BODY グリーンルイボス（南アフリカ）、りんご、ハニーブッシュ、ハイビスカス、ローズヒップ 、⾹料 

/ SKIP DESSERT 紅茶（インド）、シナモンカシア、カカオニブ、スペアミント、カカオハスク、マロウフラワー、レモンバーム/⾹

料 

◇内容量︓2.5g × 12包 

◇保存⽅法︓⾼温・多湿の場所を避けて保存してください 

◇価格︓2,980円（税込） 

*数量限定のため無くなり次第終了となります。予めご了承ください。 

 

 

 

 

 



 
■9-Mood For YOU ValentineSet 

⻑引くコロナ禍で、今年のバレンタインはちょっぴりお疲れ

モードの⽅も多いはず。全てのムード（味）を楽しむことが

できる「9-Mood For YOU ValentineSet」もバレンタイ

ン限定で150個ご⽤意しております。 

 

 9-Mood / オリジナルコースター/ バレンタインデザインカ

ードがセットで、ギフトはもちろん、⾃分へのご褒美にもお

楽しみいただけます。ぜひお気に⼊りのムード（味）を⾒つ

け、⼼休まるひとときをお過ごしください。 

 

【製品特徴】 

『9-Mood For YOU ValentineSet』 
◇内容︓IKI-YO-YO!（チャイ × シナモン）/ WORK WORK（スペアミント × オレンジフラワー）/ OFF SNS（ほうじ茶 × ジンジ

ャー）/SLOW NIGHT（カモミール × アップル）/ IPPUKU（煎茶 × アールグレイ）/ WAKI-AI-AI（ジャスミン × GABA）/ COOL 

DOWN（レモングラス × ジュニパー）/ SKIP DESSERT（紅茶 × カカオ）/ LOVE YOUR BODY（ルイボス × ローズヒップ）/ コー

スター / バレンタインデザインカード 

◇原材料名︓IKI-YO-YO! 紅茶（インド）、シナモンスティック、⽣姜、フェンネルシード、カルダモン、⾹料 / WORK WORK スペ

アミント（エジプト）、オレンジフラワー、ローズマリー、⾹料 / OFF SNS ほうじ茶（⽇本）、⿊⾖、⽣姜、⼤和当帰、カカオハス

ク、紫蘇 / SLOW NIGHT りんご（⽇本）、カモミール、フェンネルシード、リコリス、アニス、カルダモン、⽣姜、⾹料 / IPPUKU 

緑茶（⽇本）、⾹料 / WAKI-AI-AI 緑茶（⽇本）、ゆず、⾹料/ COOL DOWN ジュニパーベリー（北マケドニア）、レモングラス、

オレンジピール、レモンバーベナ、ペパーミント / SKIP DESSERT 紅茶（インド）、シナモンカシア、カカオニブ、スペアミント、

カカオハスク、マロウフラワー、レモンバーム、⾹料 / LOVE YOUR BODY グリーンルイボス（南アフリカ）、りんご、ハニーブッ

シュ、ハイビスカス、ローズヒップ 、⾹料  

◇内容量︓2.5g×9包  

◇保存⽅法︓⾼温・多湿の場所を避けて保存してください 

◇価格︓3,190円（税込） 

*数量限定のため無くなり次第終了となります。予めご了承ください。 
 

バレンタイン限定セットの販売期間︓2022年2⽉4⽇（⾦）〜2022年2⽉14⽇（⽉） 
*限定数量に達した場合は予定より早く終了する場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

⾃分へのご褒美にも贈りたいあなたへ 

 

 

  

 



 
■まとめ買い割引ついて 

YOU INでは今回、対象商品を2点ご購⼊いただくと10%off、3点ご購⼊で15%off、4点ご購⼊で25%offと

なる初のまとめ買いキャンペーンを実施します。バレンタインギフトを複数の⽅に贈りたい場合は、まとめ

買いが⼤変お得ですので、この機会にご利⽤ください。 

今年のバレンタインは、チョコレートやスイーツと共に、YOU INのお茶を贈られてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象商品︓通常商品『ARIGATO! For YOU』『9-Mood For YOU』、バレンタイン限定商品『ARIGATO! 

For YOU ValentineSet』『Valentine Selection〜感謝の気持ちを込めて〜』『9-Mood For YOU Valentin

eSet』の5点。それぞれ2点以上の購⼊で割引となります。 
 
まとめ買い割引期間︓2022年2⽉4⽇（⾦）〜2022年2⽉14⽇（⽉） 

 

■LINE公式アカウント 

YOU INでは、ECサイトのほか、LINEギフトでもご利⽤も可能なため、送り先住

所が分からない⽅や、コロナ禍で直接お会いできない相⼿にもギフトを送ること

が可能です。また、YOU INのLINE公式アカウントでは、お友達限定のお得なク

ーポンや、ムードペアリングを更にお楽しみいただけるコツなどのコンテンツを

お届けしています。ぜひこの機会にご登録ください。 

LINE公式アカウント︓https://lin.ee/lnnLfFf 

◇「YOU IN」公式サイト︓https://youin.jp/ 

◇公式Instagram︓@youin.jp https://www.instagram.com/youin.jp/ 

◇公式note︓https://note.com/youin 

 

QRコード 

バレンタインの様々なシーンにおすすめのまとめ買い割引が登場︕ 

 

 

  

 



「YOU IN」は、気分に合わせてお茶を選ぶ“ムードペアリングティー”という新ジャンルのお茶です。開

発にあたり、千家茶道家 岩本宗涼⽒を監修に迎え、お客様に飲んでいただくシーンや気分を想像しながら

９つのムードに最⼤限寄り添えるブレンドを追究しました。 

原料は⽇本産を中⼼に世界中から厳選し、天

然原料をベースにしたフレーバリングで⾃然

な⾹りを実現。お客様に飲んでいただくシー

ンや気分を想像しながら、実現した「お茶」

です。お湯を注いだその瞬間から最後の⼀滴

まで、⼼ゆくまでお楽しみ下さい。 
 
監修︓岩本宗涼 / 株式会社TeaRoom代表取

締役 

茶道家。裏千家での茶歴は14年を超え、現在

は株式会社TeaRoom代表取締役を務める。

サステナブルな⽣産体制や茶業界の構造的課題に対して向き合うべく、静岡⼤河内地域に⽇本茶⼯場を承

継。⼀般社団法⼈お茶協会が主催するTeaAmbassadorコンテストにて⾨川京都市⻑より⽇本代表/Mr.TEA

に任命されるなど、「茶の湯⽂化 × ⽇本茶産業」の切り⼝で活動中。 
 
■ 株式会社TeaRoom 

2018年の創業より静岡⼤河内地域に⽇本茶⼯場を承継。サステナブルな⽣産体制や茶業界の構造的課題に

対して向き合うべく、2020年には農地所有適格法⼈の株式会社THE CRAFT FARMを設⽴。サプライチェ

ーンの上流から販売までを⼀貫して担うことで、循環経済を意識した⽣産・⽇本茶の製法をもとにした嗜好

品の開発及び販売・茶の湯関連の事業プロデュースなど、東京を中⼼に新しいお茶の需要創造を展開してい

る。https://tearoom.co.jp/ 
 
■Gunosy 会社概要 

Gunosyは「情報を世界中の⼈に最適に届ける」を企業理念に掲げ、情報キュレーションアプリ「グノシ

ー」、KDDI株式会社と共同で提供する、ポータルアプリ「auサービスToday」、ニュース配信アプリ「ニ

ュースパス」、⼥性向け総合情報アプリ「LUCRA（ルクラ）」等のメディアの開発・運営をしています。

また、これらのメディアを通じたメディア事業のほか、「Gunosy Ads」等のアドテク事業も⾏っていま

す。 

会社名︓株式会社Gunosy 

所在地︓東京都渋⾕区渋⾕2-24-12 

企業理念︓「情報を世界中の⼈に最適に届ける」 

事業内容︓情報キュレーションサービスその他メディア開発及び運営 

「YOU IN」 について 



提供サービス︓グノシー、auサービスToday、ニュースパス、LUCRA（ルクラ）、グノシースポーツ、オ

トクル 
 
【本件に関するお問合せ先】 

株式会社Gunosy 広報担当  E-MAIL︓pr@gunosy.com 


