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News letter 

 

 

2021 年 「いい男」「いい女」に関する意識調査 

 

独身 20~34 歳が「いい男」「いい女」だと思う著名人を発表！ 

松坂桃李さん×戸田恵梨香さん夫婦がともにトップ５入り 

令和の「いい男」と「いい女」は「気遣い」がポイント！？ 

 

結婚相手紹介サービスを提供する株式会社オーネット（東京都中央区 代表取締役社長：森谷学）

https://onet.co.jp/は、20~34 歳の未婚男女 323 名(男性 168 名、女性 155 名)を対象に、11 月 5 日の「いい

男の日」、11 月 7 日の「いい女の日」にちなんだ意識調査を実施しました。 

 

この調査では、「いい男像」と「いい女像」について、同性と異性の両方を対象に調査しました。（男性に「いい男

像」と「いい女像」を質問し、女性にも「いい男像」と「いい女像」を質問しています） 

 

調査の結果、「いい男像」と「いい女像」に当てはまる特徴としてイメージするものは、同性の目線と異性の目線

でやや異なることがわかりました。また、「いい男だと思う著名人」と「いい女だと思う著名人」についても、同

性の目線と異性の目線で大きく異なる結果となりました。 

 

＜過去の恋愛・結婚調査について＞ 

結婚相談所を運営して 41 年のオーネットでは、1996 年より「結婚」や「恋愛」に関する調査を行い、その結果

をリリースしております。 

●過去調査一覧 

https://onet.co.jp/company/release/ 

●結婚調査 

https://onet.co.jp/company/release/marriage_research/ 

●恋愛調査 

https://onet.co.jp/company/release/love_research/ 
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＜サマリー＞ 

【１】いい男像 

✓「いい男像」として票が集まったのは、男女ともに「細やかな気遣いができる」「余裕がある」「芯が強い」  

☞内面的な「柔らかさ」と「強さ」を兼ね備えた人が「いい男像」？ 

✓女性が考える「いい男像」のトップは「包容力がある」 

 

【２】いい女像 

✓男女共通で「いい女像」として票が集まったのは、「外見が洗練されている」「細やかな気遣いができる」 

  ☞洗練された外見＋内面的な要素を兼ね備えた人が「いい女像」？ 

✓男性が考える「いい女像」トップ 2 は「色気がある」「包容力がある」 

✓女性が考える「いい女像」トップは「芯が強い」 

  ☞男性が考える「いい女像」は「柔らかさ」に対し、女性が考える「いい女像」は「強さ」？ 

 

【３】いい男だと思う著名人 

✓男性が考える「いい男だと思う著名人」トップ 5 は小栗旬さん、佐藤健さん、斉藤工さん、吉沢亮さん、松

坂桃李さん 

✓女性が考える「いい男だと思う著名人」トップ 5 は吉沢亮さん、平野紫耀さん、佐藤健さん、松坂桃李さん、

横浜流星さん 

 

【４】いい女だと思う著名人 

✓男性が考える「いい女だと思う著名人」トップ 5 は新垣結衣さん、吉岡里帆さん、橋本環奈さん、北川景子

さん、深田恭子さん 

✓女性が考える「いい女だと思う著名人」トップ 5 は北川景子さん、戸田恵梨香さん、新垣結衣さん、石原さ

とみさん、長澤まさみさん 
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＜調査結果＞ 

【１】 いい男像 

Ｑ あなたの考える「いい男像」に当てはまる特徴は？（3 つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査対象の男女に「いい男像」に当てはまる特徴を聞いたところ、男性の回答は「細やかな気遣いができる」

が 20.6%で最も多く、次いで「芯が強い」が 19.4%、「余裕がある」が 18.1%、「努力を怠らない」が

15.5%、「ポジティブ」が 14.8%の結果となった。（以下、グラフ参照） 

以上から、男性が考える「いい男像」は「内面的な強さ」や「ポジティブな姿勢」であると考えられる。 

 

一方、女性の回答は「包容力がある」が 32.4%、「細やかな気遣いができる」が 30.3%、「余裕がある」が

29.6%、「芯が強い」が 25.4%、「外見が洗練されている」が 16.9%の結果となった。（以下、グラフ参照） 

以上から、女性が考える「いい男像」は、「包容力」や「気遣い」といった「内面的な柔らかさ」であると考

えられる。 

 

男女ともに「細やかな気遣いができる」「余裕がある」「芯が強い」に票が集まっており、これらは男女共通で

イメージする「いい男像」であると考えられる。 
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【２】 いい女像 

Ｑ あなたの考える「いい女像」に当てはまる特徴は？（3 つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いい女像」に当てはまる特徴を聞いたところ、女性の回答は「芯が強い」が 28.2%で最も多く、次いで

「外見が洗練されている」が 26.8%、「細やかな気遣いができる」が 20.4%、「余裕がある」が 20.4%、「努

力を怠らない」が 19.7%の結果となった。（以下、グラフ参照） 

 

一方、男性の回答は「色気がある」が 23.9%で最も多く、次いで「包容力がある」が 20.0%、「外見が洗練

されている」が 19.4%、「細やかな気遣いができる」が 18.1%、「誰にでも優しい」が 17.4%の結果となっ

た。（以下、グラフ参照） 

 

女性が考える「いい女像」のトップは「芯の強さ」に対し、男性の考える「いい女像」のトップは「色気があ

る」で同性の目線と異性の目線で「いい女像」は異なることがうかがえる。 

 

男女ともに「外見が洗練されている」「細やかな気遣いができる」に票が集まっており、これらは男女共通で

イメージする「いい女像」であるといえる。 
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【３】 いい男だと思う著名人 

Ｑ 「いい男」だと思う著名人として、特に当てはまる人は？（3 人まで） 

 

＜男性回答＞ 

男性に「いい男」だと思う著名人を聞いたところ、小栗旬さんが 22.6%

で最も多く、次いで佐藤健さんが 21.3%、斉藤工さんが 17.4%、吉沢亮

さんが 15.5%、松坂桃李さんが 14.8%の結果となった。 

（以下、グラフ参照） 

 

「いい男」だと思う著名人を選んだ理由については、設問【１】の『あな

たの考える「いい男像」に当てはまる特徴は？』で男性から票が集まった

「気遣い」や「余裕」の要素を含むコメントが見られた。 

 

 

 

 

＜上位 5 名 男性回答者コメント＞ 

■小栗旬さん■ 

・顔だけではなく動作全てがカッコいいから（男性 28 歳） 

・かっこいいから（男性 26 歳） 

■佐藤健さん■ 

・性格が良さそうだから（男性 28 歳） 

・顔が好みだから（男性 24 歳） 

■斉藤工さん■ 

・男の目から見て男の色気を感じる人だと思うから（男性 33 歳） 

・色気があり、格好いいから（男性 31 歳） 

■吉沢亮さん■ 

・イケメンだし、演技も上手いから（男性 23 歳） 

・男から見てもかっこいいと感じてしまうから（男性 32 歳） 

■松坂桃李さん■ 

・もちろんかっこいいが、言動なんかも「できる男」という感じがするから（男性 26 歳） 

・顔だけではなく雰囲気や空気感（男性 32 歳） 
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＜女性回答＞ 

女性に「いい男」だと思う著名人を聞いたところ、吉沢亮さんが 23.9%で

最も多く、次いで平野紫耀さんが 23.2%、佐藤健さんが 19.7%、松坂桃李

さんが 19.0%、横浜流星さんが 18.3%の結果となった。 

（以下、グラフ参照） 

 

「いい男」だと思う著名人を選んだ理由については、設問【１】の『あなた

の考える「いい男像」に当てはまる特徴は？』で女性から票が集まった「気

遣い」や「余裕」「芯の強さ」「洗練された外見」の要素を含むコメントが見

られた。 

 

 

 

 

＜上位 5 名 女性回答者コメント＞ 

■吉沢亮さん■ 

・顔がかっこいいし、余裕のある雰囲気が出ているから（女性 21 歳） 

・顔がタイプ。芯をしっかりもっていそう（女性 24 歳） 

・顔もかっこいいし、どんな役も似合う。かっこいいことを認めてるのも面白い（女性 28 歳） 

■平野紫耀さん■ 

・すべてにおいて満点（女性 29 歳） 

・かっこよくて演技も上手い（女性 24 歳） 

■佐藤健さん■ 

・全てがかっこいい（女性 22 歳） 

・イケメンで、セクシーで、完璧な見た目だから（女性 27 歳） 

・己を持っている（女性 33 歳） 

■松坂桃李さん■ 

・清潔感もあり、面白いところもあるから（女性 20 歳） 

・性格が良くて、真面目そうだから（女性 24 歳） 

■横浜流星さん■ 

・さわやかな見た目で真面目そうな性格で、スポーツもできて引き締まったスタイルだから（女性 26 歳） 

・かっこいいし、優しいから（女性 23 歳） 
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【４】 いい女だと思う著名人 

Ｑ 「いい女」だと思う著名人として、特に当てはまる人は？（3 人まで） 

 

＜女性回答＞ 

女性に「いい女」だと思う著名人を聞いたところ、北川景子さんが 38.7%

で最も多く、次いで戸田恵梨香さんが 22.5%、新垣結衣さんが 21.1%、石

原さとみさんが 19.7%、長澤まさみさんが 17.6%の結果となった。 

（以下、グラフ参照） 

 

「いい女」だと思う著名人を選んだ理由については、設問【２】の『あなた

の考える「いい女像」に当てはまる特徴は？』で女性から票が集まった「芯

の強さ」「洗練された外見」の要素を含むコメントが見られた。 

 

 

 

＜上位 5 名 女性回答者コメント＞ 

■北川景子さん■ 

・綺麗で優しく面白いから（女性 23 歳） 

・生き様がかっこよくて憧れる（女性 25 歳） 

・仕事も私生活も完璧に頑張っていそう（女性 26 歳） 

■戸田恵梨香さん■ 

・演技がうまい。お姉さん的な役が多く、大人の魅力を感じる（女性 27 歳） 

・芯が強くて、楽しんでいて、あー好きだな（女性 30 歳） 

■新垣結衣さん■ 

・顔も性格もよくて欠点がない（女性 24 歳） 

・しっかりした意思を持っていそうだから（女性 32 歳） 

■石原さとみさん■ 

・キレイで、テレビで見てるだけでもオーラを感じるから（女性 21 歳） 

・前髪があってもなくても、髪が長くても短くても、化粧が濃くても薄くても全てが似合っている（女性 22

歳） 

■長澤まさみさん■ 

・芝居も上手く、女優さん的な手の届かないような美しさがいつまでもあるから（女性 20 歳） 

・同じ女として憧れるかっこよさ(芯)がある（女性 28 歳） 
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＜男性回答＞ 

男性に「いい女」だと思う著名人を聞いたところ、新垣結衣さんが 27.7%、

吉岡里帆さんが 18.7%、橋本環奈さんが 17.4%、北川景子さんが 16.8%、

深田恭子さんが 16.1%の結果となった。 

（以下、グラフ参照） 

 

「いい女」だと思う著名人を選んだ理由については、「性格が良さそう」「外

見が好み」といった内容が多く集まった。 

 

 

 

 

＜上位 5 名 男性回答者コメント＞ 

■新垣結衣さん■ 

・性格が良さそうだから（男性 28 歳） 

・笑顔が素敵だから（男性 29 歳） 

■吉岡里帆さん■ 

・とにかく可愛い。またスタイルも良い。優しそう（男性 29 歳） 

・綺麗だから（男性 30 歳） 

■橋本環奈さん■ 

・面白いこともできる可愛いだけではないので（男性 28 歳） 

・可愛くて綺麗だから（男性 25 歳） 

■北川景子さん■ 

・顔が好みでバラエティ等に出てる時も明るくて素敵だなと思うから（男性 24 歳） 

・芯がありそうだから（男性 31 歳） 

■深田恭子さん■ 

・見た目、雰囲気の良さから（男性 31 歳） 

・可愛さと大人の女性の色っぽさを持ってると思う（男性 33 歳） 

 

※回答者コメントの一部は誤字などを修正しております。 
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 － 調 査 概 要 － 

■調査名：  「いい男」「いい女」に関する意識調査 

■調査地域：  全国 

■調査対象：  20 歳～34 歳の未婚男女 

■調査方法：  インターネットを利⽤したクローズ調査 

■調査日：    2021 年 9 月 28 日（火）～10 月 5 日（火） 

■調査主体：  株式会社オーネット 

■サンプル数：323 名（男性 168 名／女性 155 人）  

※ 表記の無い場合の単位は％です。 調査結果の数値は小数点第 2 位以下を四捨五入しているため、合計で

100％にならないことがあります。 

※ 出版物・印刷物等、本資料をご使⽤になる場合には、“結婚相手紹介サービス「オーネット」調査”と明記く

ださい。その際にはオーネット広報グループ宛に連絡いただけますと幸いです。 

 

■■株式会社オーネット 会社概要■■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結婚相手紹介サービス 株式会社オーネット 

◎「データマッチング」、「WEB による検索」、「写真による検索」、「パーティー・イベント」、「お引き合わせ」など、

豊富な出会いの機会をご提供します。 

◎専任の結婚アドバイザーによる手厚いサポートを通して、結婚にむけたさまざまなニーズにお応えいたします。 

また、男女 45 歳以上を対象にした中高年専門の＜オーネット スーペリア＞を運営し、結婚のみにこだわらない、

さまざまなかたちのパートナー探しを実現するための大人の出会いの機会をご提供しています。 

 



 

【報道関係者 問い合わせ先】 

株式会社オーネット 管理本部 総務部 広報グループ  

TEL：050-5840-1072  E-mail：ml-pubrelations@onet.co.jp 

 

・代表者：代表取締役社長 森谷 学 

・設立：1980 年 4 月 株式会社オーネットの前身となる株式会社オーエムエムジー創立 

        ※2020 年 4 月、オーネットは創立 40 周年を迎えました 

・沿革：2007 年 12 月 楽天グループに事業承継、株式会社オーネット設立 

2018 年 12 月 親会社が楽天株式会社よりポラリス・キャピタル・グループ株式会社関連会社に変更 

・本社所在地：〒104-6222 

東京都中央区晴海一丁目 8 番 12 号 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 22 階  

＜公式ホームページ＞ 

オーネット          https://onet.co.jp/ 

オーネット スーペリア        https://onet.co.jp/superior/ 

オウンドメディア「おうね。」 https://oune.info 

 

 

 －オーネット過去調査－ 

第 1 回発行は、VOL.1 1996 年 01 月「新成人の恋愛･結婚観／団塊ジュニアの意識調査」です。 

オーネットでは、新成人の恋愛・結婚に関する意識調査をはじめ、各年代の未婚・既婚男女の 

恋愛・結婚に関する意識調査を様々な角度から行い、その結果をリリースしています。 

＜ニュースリリースページ＞   

https://onet.co.jp/company/release/ 

 

＜過去調査の紹介＞ 

・「オンライン婚活」に関する実態調査 

https://onet.co.jp/company/release/2021/20211006.html 

 

・コロナ禍のプロポーズに関する調査【オーネット会員】 

https://onet.co.jp/company/release/2021/20210604.html 

 

・2021 年 ハグの日に関する恋愛調査 

https://onet.co.jp/company/release/2021/20210805.html 

 

・2021 年 パートナーとのキスに関する調査 

https://onet.co.jp/company/release/2021/20210519.html 
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