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2023 年 2 月 14 日 

エヌ･ティ･ティ･ソルマーレ株式会社 
 
 

~2 月 14 日はバレンタインデー~ 

告白やプロポーズの参考になった!?｢愛の名ゼリフ｣ランキングを発表 

第 1 位は｢イタズラな Kiss｣(ミナトプロ/エムズ)より 

｢オレ以外の男 好きなんていうな｣に決定 

 
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:朝日利彰､以下 

NTT ソルマーレ)が運営する､国内最大級電子コミック配信サイト｢コミックシーモア｣は､2 月

14 日のバレンタインデーにちなんで､愛の告白やプロポーズをする際に参考になった作中に登

場する理想の｢愛の名ゼリフ｣を調査した｢愛の名ゼリフ｣ランキングを発表します｡4,484 名のマ

ンガを愛するコミックシーモアユーザーの回答の中から､第 1 位に輝いたのは､｢イタズラな

Kiss｣(ミナトプロ/エムズ)より､頭脳明晰な美少年である入江直樹が主人公の相原琴子に言った

｢オレ以外の男 好きなんていうな｣でした｡ 

 

 

 

1. 告白やプロポーズの参考になった!?｢愛の名ゼリフ｣ランキング結果発表 

 ｢イタズラな Kiss｣(ミナトプロ/エムズ)に登場する愛の名ゼリフ｢オレ以外の男 好きなんてい

うな｣が､1,106 票を獲得し堂々の 1 位に輝きました｡ 

第 2 位は､893 票で｢めぞん一刻｣(小学館)に登場する｢あなたもひっくるめて､響子さんをもら

います｡｣がランクインし､第 3 位は僅差で 852 票を獲得した｢私たちが恋する理由｣(祥伝社)に

登場する｢今は傍にいさせてください｣がランクインしました｡告白やプロポーズに参考になった

かは未知数ですが､TOP3 にランクインした愛の名ゼリフは､どれも読者をキュンキュンさせる

理想の名ゼリフでした｡ 

 

 

 

 



【第 1 位】 

オレ以外の男 好きなんていうな -｢イタズラな Kiss｣(ミナトプロ/エムズ)より- : 1,106 票 

 

雨の中､ツンデレで上から目線な入

江くんが､突然琴子へ愛の告白をした

｢オレ以外の男 好きなんていうな｣が､

他のセリフを抑え 1 位を獲得｡ 

このセリフを選んだ理由を伺うと､

｢少々強引で俺様だけど､思われてるの

が真っ直ぐに伝わるから｣｢ストレート

に告白する姿が本当に素敵で胸を打た

れたので｣など､ストレートに想いを伝

えたセリフが参考になったと回答する

人多いことがわかりました｡ 

 

 

 

作品 URL: https://www.cmoa.jp/title/2391/ 

 

 

【第 2 位】 

あなたもひっくるめて､響子さんをもらいます｡ -｢めぞん一刻｣(小学館)より- : 893 票 

 

五代さんが惣一郎さんのお墓に向け

て呟いた｢あなたもひっくるめて､響子

さんをもらいます｡｣が第 2 位にランク

イン｡ 

 このセリフを選んだ理由を伺うと､

｢今があるのは過去のおかげ｡過去を許

容するこのセリフが好きだから｣｢何も

かも受け入れる深い愛を感じるから｣

など､五代さんの優しさや懐の大きさ

に憧れ､参考にした人がいることがわ

かりました｡ 

 

 

 

作品 URL: https://www.cmoa.jp/title/63951/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢イタズラな Kiss｣©多田かおる/ミナトプロ/エムズ 

｢めぞん一刻〔新装版〕｣©高橋留美子/小学館 

https://www.cmoa.jp/title/2391/
https://www.cmoa.jp/title/63951/


【第 3 位】 

今は傍にいさせてください -｢私たちが恋する理由｣(祥伝社)より- : 852 票 

 

真面目な後輩 坂元が､姉御肌な市川

先輩に伝えた｢今は傍にいさせてくださ

い｣が第 3 位にランクイン｡ 

このセリフを選んだ理由を伺うと､

｢心の深いところにじんわり伝わるよう

な素敵な言葉だから｣｢自分の気持ちも

伝えつつ､相手に寄り添うところが良い

から｣など､相手のことを想って伝える

ことが大事だと学んだ人がいることが

わかりました｡ 

 

 

 

  

作品 URL: https://www.cmoa.jp/title/219813/ 

 

 

【番外編】 ※作品名 50 音順 

惜しくも TOP3 に入ることができなかった作品の中より､皆様から頂いた回答をご紹介｡ 

 

■私の人生には舞菜の 1 分 1 秒が必要なんです!! 

-｢推しが武道館いってくれたら死ぬ｣(徳間書店)より- 

 

｢自分もドルヲタなので､わかりみが深い…｣ 

｢貴方じゃなければダメなんだという必死な感じが伝

わってくる｣ 

｢自分が心に決めたただ一人の人を想ってる気持ちが

伝わる言葉だと思ったので｣ 

 

作品 URL: https://www.cmoa.jp/title/110206/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢私たちが恋する理由｣©ma2/祥伝社フィールコミックス 

｢推しが武道館いってくれたら死ぬ｣©平尾アウリ／徳間書店 

https://www.cmoa.jp/title/219813/
https://www.cmoa.jp/title/110206/


■お前ひとりを愛そう 俺の花嫁 

-｢noicomi 鬼の花嫁｣(スターツ出版)より- 

 

｢その人一人だけを生涯愛し続ける事は素敵だなと

思ったから｣ 

｢ストレートにただ一人と言った方が気持ちが伝わ

るかなと思ったので｣ 

｢ずっとそばにいる覚悟がみえる言葉なので選びま

した｣ 

 

作品 URL: https://www.cmoa.jp/title/239726/ 

 

 

 

 

 

■くどい!!だれを愛そうがどんなに汚れようがかまわぬ 最後にこのラオウの横におればよい!! 

-｢北斗の拳｣(コアミックス)より- 

 

｢好きな人をまるごと受け止めて､受け入れてくれる

という､絶対的な肯定感のある言葉と､何度も伝えて

くれることで､不安感から解放してくれる言葉だか

ら｣ 

｢子供のころに読んでいたマンガで忘れられなかった

から｣ 

 

作品 URL: https://www.cmoa.jp/title/61284/ 

 

 

 

 

 

■新しい人と出会うたび 俺は 越野を選ぶ 

 -『まいりました､先輩』(講談社)より- 

 

｢この先どんな出会いがあっても､ずっと一緒にいられ

ると信じられる言葉だから｣ 

｢ずっと君だけ､という想いが伝わるから｣ 

｢ずっとあなただけですって言われるよりも､飾らず素

直な気持ちに感じて信じられるから｣ 

 

作品 URL: https://www.cmoa.jp/title/122507/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢noicomi 鬼の花嫁｣©富樫じゅん･クレハ/スターツ出版 

｢北斗の拳｣©武論尊･原哲夫／コアミックス 1983 

『まいりました､先輩』©馬瀬あずさ/講談社 

https://www.cmoa.jp/title/239726/
https://www.cmoa.jp/title/61284/
https://www.cmoa.jp/title/122507/


■生涯､茂野吾郎とバッテリーを組んでくれ 

 -｢MAJOR｣(小学館)より- 

 

｢苦楽を共にするイメージが伝わると

思ったため｣ 

｢楽しい家庭が築けそう｣ 

｢愛とか恋とかいうワードじゃなくて

もいいか､と思えたので｣ 

 

 

 

 

 

 

作品 URL: https://www.cmoa.jp/title/25328/ 

 

 

■好きです 俺 茜さんのこと 明日朝起きて忘れててもいいです 

また言いに来ます 覚えてもらえるまで 

-｢山田くんと Lv999 の恋をする｣(KADOKAWA)より- 

 

｢謙虚に見えて押しが強い感じが

好きだから｣ 

｢熱い言葉って実際はうわぁーっ

てなるけど､あえて漫画チックな

セリフで伝えるのもアリだと思

ったから｣ 

 

 

 

 

 

作品 URL: https://www.cmoa.jp/title/194058/ 

 

【調査概要】 

･調査タイトル : 告白やプロポーズの参考になった!?｢愛の名ゼリフ｣ランキング 

･調査方法 : コミックシーモア会員に対してサイト内アンケートを実施 

･有効回答数 : 4,484 名 

･調査時期 : 2023 年 1 月 17 日～1 月 18 日 

※本調査を使用する際は､｢コミックシーモア調べ｣とご記載ください｡ 

 

 

2. 電子書籍配信サイト『コミックシーモア』サービス概要 

 

コミックシーモアは､すべての人に最高の読書体験をしていただくため､以下のようなサービ

スの向上や機能の拡充を行っています｡ 

 

(1)月間利用者数 3,500 万人超!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､2022 年 8 月 16 日に 18 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｡ 

｢MAJOR｣©満田拓也/小学館 

『山田くんと Lv999 の恋をする』©ましろ／COMICSMART INC. 

https://www.cmoa.jp/title/25328/
https://www.cmoa.jp/title/194058/


※一般社団法人､日本記念日協会にて登録 

 

(2)取扱い冊数 108 万冊以上の充実の品ぞろえ 

コミックは 69 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 327 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 18,700 冊以上を常時提供しています｡2,600 本以上の特集･キャンペーンを展開し

ています｡ 

 

(7)人気作品が 1 日最大 2 話分無料で読める 

人気の少年･少女･青年･女性マンガをはじめ､BL(ボーイズラブ)や TL(ティーンズラブ)の作品

を､1 日最大 2 話分無料で読める｢シーモア毎日無料連載｣を提供中です｡ 

 

≪数値はすべて 2023 年 1 月 31 日実績≫ 

 

 

3. 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､オリジナルブランド｢ソルマ

ーレ編集部｣によるコミック制作､恋愛ゲーム｢Shall we date?シリーズ｣｢Moe! Ninja Girls｣､漫

画/アニメ/ゲームなどの作品スケジュール情報管理アプリ｢シカロ｣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｡ 

公式サイト: https://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: https://www.cmoa.jp/ 

 

 

 

 

 

･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 

公式サイト: http://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/ 

 

 

 

 

https://www.nttsolmare.com/
https://www.cmoa.jp/
http://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/


 

･We Love コミック｢マンガ愛､溢れてます｡｣ 

公式サイト: https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/ 

 

 

 

 

 

･全米最大級の電子マンガ配信サイト｢MangaPlaza｣の運営 

公式サイト: https://mangaplaza.com/ 

 

 

 

 

 

■ゲーム事業 

･女性向け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/ 

 

 

 

 

･男性向け恋愛シミュレーションゲームアプリ｢Moe! Ninja Girls｣の提供･運営 

  公式サイト(英語): http://ninjagirls.moe/ 

 

 

 

 

･女性向けモバイルゲーム｢Obey Me!｣の提供･運営 

 公式サイト(英語): https://shallwedate.jp/obeyme/en/ 

 公式サイト(日本): https://shallwedate.jp/obeyme/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新規ビジネス事業 

･漫画/アニメ/ゲームなどの作品スケジュール情報管理アプリ｢シカロ｣ 

公式サイト: https://cicalo.jp/ 

 

 

https://www.cmoa.jp/WeLoveComic/
http://shallwedate.jp/
http://ninjagirls.moe/
https://cicalo.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 多田､衣笠､伊藤､森田 

 連絡先: 06-6228-8861 

e-mail: info@nttsolmare.com 

 

 

mailto:info@nttsolmare.com

