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12/21 は遠距離恋愛の日

＼なかなか会えない!? 現代の遠距離恋愛事情 発表／

約 3 割が遠距離恋愛からゴールイン!?
長続きの秘訣は、“連絡をマメにとる”!?
‐クリスマス直前!! 遠距離恋愛の人もそうでない人も『恋したくなるマンガ』を発表!!‐
エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社（本社:大阪市中央区、代表取締役社長：苫名 明、以
下 NTT ソルマーレ）が提供する「コミックシーモア」が、2016 年 11 月に 10 代以上のコミッ
クシーモア会員男女 4,367 名を対象に、インターネット調査にて実施した「『遠距離恋愛の日』
に関するアンケート」の結果を発表いたします。
1.調査サマリー

① 12 月 21 日は「遠距離恋愛の日」 世間の遠距離恋愛経験率は、約４割!!
2 人の距離や会う頻度など、遠距離恋愛の実態を発表!!
②約 3 割が遠距離恋愛からゴールイン!?
遠距離恋愛成功者が語る長続きの秘訣 No.1 は“連絡をマメにとる”
③クリスマス直前!! 読むと恋したくなるマンガを発表!!
女性 No.1 は『君に届け』/男性 No.1 は『ニセコイ』!!

2.調査概要
■調査日 ：2016 年 11 月 1 日(火)～2016 年 11 月８日(火)
■調査方法 ：インターネット調査
■調査人数 ：4,367名（男性：232名

女性：4,135名）

■調査対象 ：10 代以上のコミックシーモア会員男女
※本リリースの調査結果・グラフをご利用いただく際は、必ず【コミックシーモア調べ】とご明
記ください。

3.調査結果

12 月 21 日は「遠距離恋愛の日」
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世間の遠距離恋愛経験率は、約４割!!

2 人の会う頻度など、遠距離恋愛の実態を発表!!
12 月 21 日は、遠距離恋愛の日。由来は、12 月 21 日を数字でならべると、1221 の両側の
「1」が 1 人を、
「2」が近づいた 2 人を表していることから、離れている恋愛中の男女にエール
を送る日とされている。
そこでコミックシーモア会員に、遠距離恋愛に関するアンケート調査を行った。まず、遠距離
恋愛の経験の有無について訊ねた所、遠距離恋愛の経験がある人は約 4 割の 36％という結果に
なった。
Q.遠距離恋愛の経験はありますか。

はい

36%

いいえ
64%

次に、遠距離恋愛経験者に対し、
「彼（彼女）に会うためには、ドア to ドアでどれくらい時間
がかかりましたか。」と質問したところ、
『～3 時間（26％）
』が最も多く、次に『～4 時間（21％）
』、
『6 時間以上（17％）
』と続いた。
また、
「月に何回会っていましたか」という質問に対しては、
『1 回未満（42％）
』が最も多く、
なかなか会えない遠距離恋愛事情が浮き彫りとなった。
Q.彼（彼女）に会うためには、ドアtoドアでどれくらい時間がかかりましたか。

Q.月に何回会っていましたか。
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2 人が会う際の費用負担に関しては、『ほぼ割り勘で、お互いに会いに行く（43.4%）』が最
も多く、次に『男性が費用負担し、男性が会いに行く（20.3%）』
、次に『女性が費用負担し、
女性が会いに行く（19.5%）
』が続く結果となった。
なかなか会えない状況の中、お互いが思いやって交通費や時間をやり繰りしている様子が伺える。

Q.会いに行く費用はどちらが負担しますか。また、どちらが会いに行きますか？
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約 3 割が遠距離恋愛からゴールイン!?
遠距離恋愛成功者が語る長続きの秘訣 No.1 は“連絡をマメにとる”
コミックシーモア会員の遠距離恋愛経験者対し、「遠距離恋愛の相手と結婚しましたか？」と
質問した所、成婚率は 32％だった。
Q.遠距離恋愛の相手と結婚しましたか？

はい
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いいえ
68%

また、遠距離恋愛からゴールインした方に、『結婚に至るまでのコツ』を訊ねた所、No.1 は
男女共に、
『連絡をマメにとる（女性 76%/男性 67%）
』が最も高い結果となった。
2 番目に多かった回答は、男性は、
『
「好き」と素直に伝える（男性 53%）』
、女性は『1 人の
時間を充実させる（女性 42%）
』となった。

Q.結婚に至るまでの遠距離恋愛のコツを当てはまるもの全てお答えください。
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逆に『遠距離恋愛が原因でお別れしたことはありますか』と質問したところ、僅差ではあるも
のの、『いいえ（53%）
』が『はい（47%）』を上回る結果となった。
また、先の質問で遠距離恋愛が原因でお別れした経験のある『はい（47％）
』の人に、別れた
原因を聞いた所、
『会いたいときに会えない（女性 61%/男性 52%）
』が男女ともに第 1 位の
理由となった。先の調査結果の通り、月に 1 回未満しか会えないことから、お互いにふとした
時に寂しさを感じ、破局に至ってしまうことが伺えた。
Q.遠距離恋愛が原因でお別れしたことはありますか。
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Q.お別れの原因を教えてください
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クリスマス直前!! 読むと恋したくなるマンガを発表!!

３

女性 No.1 は『君に届け』/男性 No.1 は『ニセコイ』!!
コミックシーモア会員に、「読むと恋したくなるマンガ」について質問したところ、以下の結
果となった。

女性編
1位

君に届け（椎名軽穂）

2位

突然ですが、明日結婚します（宮園いづみ）

3位

ラブファントム（みつきかこ）

4位

アオハライド（咲坂伊緒）

5位

ストロボ・エッジ（咲坂伊緒）
男性編

1位

ニセコイ（古味直志）

2位

俺物語!!（河原和音）

3位

君に届け（椎名軽穂）

4位

突然ですが、明日結婚します（宮園いづみ）

4位

気まぐれオレンジ★ロード（まつもと泉）

女性第 1 位には、
『君に届け』、続いて第 2 位に『突然ですが、明日結婚します』、第 3 位に『ラ
ブファントム』がランクインした。
『君に届け』は、陰気で見た目が暗いせいでクラスから浮いていた主人公黒沼爽子が、クラス
一の人気者の風早翔太と話したことをきっかけに、恋愛や友情など成長していく姿を描いた青春
作品である。その黒沼爽子と風早翔太の純愛にキュンキュンしっぱなしの作品が第 1 位に輝い
た。
次に、男性編では、第 1 位に『ニセコイ』
、第 2 位に『俺物語!!』
、第 3 位に『君に届け』が
ランクインした。
女性編第 2 位にもランクインし、男性編でも堂々4 位に選ばれた『突然ですが、明日結婚しま
す』は“絶対結婚したい女”の主人公高梨あすかと“絶対結婚したくない男”の名波竜のラブストリ
ー作品である。正反対の価値観を持つ二人がどのような結末を迎えるのか、ハラハラしながらも、
ドキドキが止まらない作品が男女ともに高い支持を得る結果となった。
また、番外編として、
「異性に読ませたいマンガ」についても質問したところ、
『君に届け』や
『突然ですが、明日結婚します』の他に、契約結婚というビジネスライクな関係から、徐々に親
密な関係になっていく『逃げるは恥だが役に立つ』などの名前もあがった。
■『12 月 21 日遠距離恋愛の日キャンペーン』特設ページ
：http://www.cmoa.jp/special/?page_id=long_manga

4.電子書籍配信サイト『コミックシーモア』サービス概要
①月間利用者数1,000万人!国内最大級の電子コミック・電子書籍配信サイト
「コミックシーモア」は、2016年8月16日に12周年を迎えました。
「コミックシーモア」の創設日である8月16日は「電子コミックの日※」に認定されています。
※一般社団法人、日本記念日協会にて登録
②取扱い冊数36万冊以上の充実の品ぞろえ
コミックは18万冊以上を配信しており、国内最大級の品ぞろえを誇ります。コミックに限ら
ず文芸・小説、ビジネス・実用書、ライトノベル、写真集を配信中です。
③「レンタル｣｢読み放題｣など多様なサービスを展開
閲覧期間を限定(2泊3日)し、安価で提供する「シーモアレンタル」や、新規登録者は「7日間
無料」でお楽しみ頂ける厳選タイトル読み放題の「シーモア読み放題」も提供中です。
④業界最大級となる55万件以上のお客様レビュー
⑤対応端末(スマートフォン/タブレット/PC)でマルチデバイス利用が可能
⑥毎月大量のキャンペーンを展開
無料作品1,300冊以上を常時提供しています。900本以上の特集・キャンペーンを展開してい
ます。
≪数値はすべて2016年11月実績≫
５.エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社について
NTTソルマーレは、「エンターテイメントを通じ人の心を豊かにする」ことを目標とし、国
内最大級の電子書籍サービスの１つである『コミックシーモア』の運営、および、恋愛ゲー
ム「Shall we date?」シリーズを中心としたエンターテイメントサービスを提供しています。
公式URL：http://www.nttsolmare.com/
■電子書籍事業
・国内最大級の電子書籍配信サイト「コミックシーモア」の運営
公式サイト：http://www.cmoa.jp/

・事業者向けコミック読み放題サービス「シーモアBOOKSPOT」の提供
・デジタル出版を牽引するオリジナルブランド「ソルマーレ編集部」の展開
■ゲーム事業
世界中のお客様に最高の恋愛体験をお届けする恋愛シミュレーションゲームアプリ「Shall we
date?」シリーズの提供・運営
公式サイト（英語）：http://shallwedate.jp/en/

■新規事業
・アニメ、キャラクターグッズのフリマアプリ『モノキュン！』の提供・運営
公式サイト：https://www.monoqn.com

・歌詞と音楽動画をリンクさせたアプリ「リリンク」の商用化トライアル
公式サイト：http://www.lylink.jp

＜本件に関するお問い合わせ先＞
●エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社
電子書籍事業部

石黒、熊取谷

連絡先：06-6228-8861
e-mail：info@nttsolmare.com

