報道関係各位

News Letter
2016 年 11 月 17 日
エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社
～コミックシーモア調査レポート Vol.12～

いい夫婦の日企画!!

半数以上の妻が今の夫と離婚したい!?
約 6 割の夫が“愛の言葉“を妻に囁く反面、妻は 4 割以下に留まる!?
‐理想のパートナー（旦那様・奥様）の条件も同時発表!!‐
‐理想のパートナーだと思うマンガキャラクターNo1.は坂田銀時/音無響子!?‐
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 10 月に 10 代以上のコミッ
クシーモア会員男女（既婚者 1,715 名、独身者 1,700 名 合計 3,415 名）を対象に、インター
ネット調査にて実施した「『いい夫婦の日』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夫婦間の温度差発覚!?
半数以上の妻が今の夫と離婚したい!? すれ違う夫婦の実態を発表!!
②独身者の約 3 割が結婚願望ナシ!?
理想のパートナーの条件男性 No.1 は『家事ができる』、女性 No.1 は『自分を大切にしてくれる』
③マンガ好きに聞いた!!理想のパートナーだと思うマンガキャラクターは…
女性 No.1 は『坂田銀時』／男性 No.1 は『音無響子』

2.調査概要
■調査日 ：2016 年 10 月 18 日(火)～2016 年 10 月 20 日(木)
■調査方法 ：インターネット調査
■調査人数 ：3,415名（男性：188名

女性：3,227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

夫婦間の温度差発覚!?
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半数以上の妻が今の夫と離婚したい!? すれ違う夫婦の実態を発表!!
コミックシーモア会員の既婚者 1,715 名に対し、今のパートナー（旦那様・奥様）に対する
質問を行った。
「生まれ変わっても今のパートナーと結婚したいと思いますか？」という質問に対しては、男
性の 7 割以上が『思う（73.1％）
』と回答した一方、女性は約半数の 49.9％に留まった。
切り口を変えて、「今のパートナーと離婚したいと思ったことはありますか？」と質問したと
ころ、女性の半数以上が『離婚したいと思ったことがある（54.4％）』と回答。それに対し、
『離
婚したいと思ったことがある』と回答した男性は 38.8％に留まり、夫婦間の温度差が浮き彫り
となる結果となった。
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Q.生まれ変わっても今のパートナーと結婚したいと思いますか。
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その他にも、
「今のパートナーに面と向かって「愛している」や「好き」と言いますか？」と
いう問いには、半数以上の男性が『はい（62.7％）』と回答したのに対し、女性は『はい（39.4％）
』
という結果となり、男性に比べ女性は夫にストレートな愛情表現をしていないことが分かった。
11 月 22 日は『いい夫婦の日』
。女性からストレートに愛情表現をして、旦那様を喜ばせるのは
いかがでしょうか。
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Q.今のパートナーに面と向かって「愛している」や「好き」と言いますか。
（どちらかひとつお選びください）
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とストレートな愛情表現をしている
ことが明らかに!!
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独身者の約 3 割が結婚願望ナシ!?
理想のパートナーの条件男性 No.1 は『家事ができる』、女性 No.1 は『自分を大切にしてくれる』
コミックシーモア会員の独身者 1,700 名に対し、
「将来結婚したいと思いますか？」と質問
した所、約 7 割が『はい（70.4％）
」と回答した。アンケート回答者は女性が多かったこともあ
り、
結婚願望がある人が多いと予想していたが、約 30％の人が結婚願望がないことが判明した。
Q.将来結婚したいと思いますか？（どちらかひとつお選びください）

いいえ
29.6%

はい
70.4%

次に、コミックシーモア会員 3,415 名に、理想のパートナー（旦那様、奥様）の条件を以下
より上位 3 つまでお選びください。
」と質問を行った。
その結果、女性側は『いつまでも自分を大切にしてくれる（42.4％）
』、
『浮気しない（38.4％）』、
『収入が安定している（37.2％）
』が上位にランクインし、“大切にされたい”、“浮気しない”と
いう精神的な面と、“安定”という現実的な面のどちらも大切だという女心が垣間見えた。
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一方、男性に関しては、
『家事ができる（415％）
』、
『趣味が合う/理解してくれる（32.4％）』
『いつまでも自分を大切にしてくれる（27.7％）』、『癒される（27.7％）』という結果となり、
共働き家庭が増えた今も、男性は女性に家事をやってもらいたいと思っている人が多いことが分
かった。

マンガ好きに聞いた!! 理想のパートナーだと思うマンガキャラクターは…
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女性 No.1 は『坂田銀時』／男性 No.1 は『音無響子』
コミックシーモア会員に「あなたにとって理想のパートナー（旦那様、奥様）だと思うマンガ
キャラクターを 1 人教えてください。
」と質問した。
女性が選ぶ旦那様にしたいキャラクター第 1 位は、
『坂田銀時（銀魂）』、第 2 位は『間宮北斗
（はぴまり）』
、第 3 位は『サンジ（ONE PIECE）
』という結果となった。
第 1 位に選ばれた『坂田銀時』は、2017 年に実写映画としての公開も決まっている『銀魂』
の主人公。普段は無気力でだらしないが、内心は情に厚く、いざというときには頼りになるキャ
ラクターである。いざという時に頼れるそのギャップが旦那さんにしたい理由のひとつなのかも
しれない。
Q.あなたにとって理想のパートナー（奥様・旦那様）だと思う
マンガキャラクターを1人教えてください。
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男性編
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男性が選ぶ奥様にしたいキャラクター第 1 位は『音無響子（めぞん一刻）』
、第 2 位は『ナミ
（ONE PIECE）
』、第 3 位は『浅倉南（タッチ）
』が選ばれた。
『音無響子』といえば、恋愛漫画の代名詞的な作品『めぞん一刻』に登場する美人で料理上手、
皆が憧れるマドンナ的存在である。亡き夫を想う一途で可憐な女性に惹かれた男性が多数見受け
られる結果となった。
番外編として、女性からは、『高台光正（高台家の人々）』や『久我山柊聖（LDK）』、『烏
井 匡（BLACK BIRD）』などのイケメンキャラクターにも票が集まった他、男性からは『ベ
ルダンディー（ああっ女神さまっ）』や『ラムちゃん（うる星やつら）』などのスタイルの良い
キャラクターの人気も高い結果となった。
■『11 月 22 日（いい夫婦の日）企画!!』特設ページ：
http://www.cmoa.jp/special/?page_id=couple_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800万人!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35万冊以上の充実の品ぞろえ
コミックは17万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54万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1200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10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

