
産業能率大学生へのコンテンツ利用調査2019（2019.4～6）

今最も好きなコンテンツ（自由記述）

2019年は以下の9つのジャンルについて「今最も好きなもの」を自由記述で回答を集めた。

1. 音楽アーティスト

2. 映画

3. ゲーム

4. コミック

5. アニメ

6. キャラクター

7. 俳優・女優

8. お笑い芸人

9. YouTuber（ユーチューバー）、あるいはバーチャルYouTuber（VTuber）

記入数と記入率は以下の通り

例年通り記入コンテンツは非常に多様で、最も票を集めたコンテンツは、「お笑い芸人」1位の
「千鳥」197票、次が「YouTuber」1位の「東海オンエア」185票。多くは1票、2票のコンテンツ
が並ぶ。

次ページから各ジャンルにおける回答データと男女別の上位20位までを示す。男女別ランキング
表中、太字は男女ともにランクインしているデータである。

ジャンル 記入数 記入率

音楽アーティスト 2,112 61.6%

映画 1,410 41.2%

ゲーム 1,285 37.5%

コミック 1,197 34.9%

アニメ 1,149 33.5%

キャラクター 1,158 33.8%

俳優・女優 1,463 42.7%

お笑い芸人 1,256 36.7%

YouTuber・VTuber 1,238 36.1%
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産業能率大学生へのコンテンツ利用調査2019（2019.4～6）

「今」最も好きな「音楽アーティスト」

嵐 87 あいみょん 85

乃木坂46 60 back number 60 ONE  OK ROCK 56
TWICE 54 BTS 49 AAA 48 Sumika 34 RADWIMPS 34 米津玄師 33

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 30 Mr.Children 28 Nissy 25 欅坂46 24

king gnu 23 Mrs.GREEN APPLE 22 EXILE 20

UVERworld GENERATIONS from EXILE TRIBE SEVENTEEN 関ジャニ∞ 18 SEKAI NO OWARI 17

WANIMA NEWS 16 清水翔太 My Hair is Bad Aimer IZ*ONE King & Prince 15 ジャニーズ
WEST BUMP OF CHICKEN Hey! Say! JUMP 14 日向坂46 SixTONES 13 THE RAMPAGE from EXILE 
TRIBE 12 Official髭男dism Sexy Zone 11 サカナクション 椎名林檎 BLACKPINK LiSA 10

星野源 E-girls 9 椎名林檎 Kis-My-Ft2 [ALEXANDROS] GReeeeN BAD HOP miwa B‘z 8 ポルノグラフィ
ティ 平井大 西野カナ 超特急 ヨルシカ モーニング娘｡ ヤバイTシャツ屋さん DISH// AK-69
amazarashi 7 ケツメイシ みやかわくん 湘南乃風 宇多田ヒカル スピッツ EXO Little Glee Monster
Da-iCE KAT-TUN chelmico Justin Bieber 6 美波 Suchmos ベリーグッドマン コブクロ ずっと真夜中で
いいのに。 The Chainsmokers UNISON SQUARE GARDEN Ed Sheeran NCT127 iKON 5

水瀬いのり 福山雅治 三浦大知 マカロニえんぴつ 女王蜂 tofubeats 大原櫻子 サザンオールスターズ SUPER BEAVER
＝LOVE CREAM One Direction EGOIST SHINee Ariana Grande SKY-HI QUEEN ASIAN KUNG-FU GENERATION BIGBANG
Fear, and Loathing in Las Vegas MY FIRST STORY BiSH 4 Superfly Wanna One 安室奈美恵 平井堅 倉木麻衣 THE ORAL CIGARETTES
クリープハイプ フェアリーズ 菅田将暉 マキシマムザホルモン X JAPAN ナオト・インティライミ THE BLUE HEARTS 私立恵比寿中
学 いきものがかり ももいろクローバーZ ジャニーズJr. スキマスイッチ さなり 水樹奈々 THREE1989 山本彩 高橋優 SIRUP
KEYTALK ELLEGARDEN Aqours SHISHAMO Nulbarich flumpool Little Mix Billie Eilish MAN WITH A MISSION Charlie Puth indigo la End
SILENT SIREN PENTAGON Maroon5 A.B.C-Z NMB48 iri 3 藤原さくら 唾奇 ぼくのりりっくのぼうよみ 玉置浩二 SPYAIR 桑田佳祐 奥田
民生 Taylor Swift ゲスの極み乙女。 Zedd 三阪咲 電気グルーヴ ちゃんみな 内田雄馬 山崎育三郎 夏代孝明 コドモドラゴン 平沢進 まねき
ケチャ 和楽器バンド 渋谷すばる ペトロールズ ミオヤマザキ 安全地帯 小倉唯 天月-あまつき- 松田聖子 東方神起 V6 内田真礼 ヒプノシ
スマイク オーイシマサヨシ Tempalay 尾崎豊 フレデリック サンボマスター SUPER★DRAGON クリープハイプ ゆず くるり Tohji 緑黄色社
会 絢香 宮野真守 蒼井翔太 Pastel＊Palettes MONKEY MAJIK SALU CRYSTAL LAKE NCT 10-FEET REVi ANARCHY SiM Aqua Timez
Mr.FanTastiC EXILE TRIBE NICO Touches the Walls GADORO Perfume Aぇ! Group RYKEY HiHi Jet Shawn Mende HoneyWorks majiko Hump Back
MONSTA X A$AP Rocky Bruno Mars Jonas Blue aiko KANA-BOON NONA REEVES Khalid 04 Limited Sazabys kobore Reol KOTORI Roselia
KREVA The Beatles sajou no hana Kygo Chris Brown L‘Arc-en-Ciel CNBLUE Little Glee Monster Skrillex coldrain 2

中森明菜 小林太郎 布袋寅泰 ハジ→ 須田景凪 ハルカミライ 導楽 バンドじゃないもん！ 林原めぐみ ハンブレッダーズ 新妻聖子 ピエール瀧 青葉市子 ヒ
ステリックパニック USAO すとぷり 変態紳士クラブ Suara the telephones ベトナムの音楽（ジャンル） 松本千夏 Wake Up, Girls！ 神聖かまってちゃん The 
BONEZ こぶしファクトリー THE BOYZ 相葉雅紀 ポルカドットスティングレイ 長尾謙杜 WHITE JAM 東京事変 Why Don’t We 南條愛乃 WILYWNKA そらる ま
しのみ 平手友梨奈 SPiCYSOL 踊Foot Works まらしぃ 山﨑彩音 まるりとりゅうが Theタイマンチーズ Yellow Claw 少年忍者 ミドリカワ書房 上白石萌音
Yogee New Waves 森田美勇人 メイビーME 秦基博 Sonic Youth yonige 清竜人 もこう 前野智昭 STARDUST REVUE 薛之谦 中島美嘉 SOLIDEMO TOMO 
KAMIKAZE yuigot 土岐隼一 YuNi 湯木慧 ユレニワ twenty one pilots ヨハネス・ブラームス 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 YURINO THE ALFEE ラブリーサ
マーちゃん たこやきレインボー レキシ レルエ 平野紫耀 亜咲花 豊田萌絵 阿部里果 藍井エイル YZERR ナナヲアカリ ZARD The Strypes The Cheserasera
The Weeknd 伊東歌詞太郎 小田桐仁義 井上苑子 小林明子 井上陽水 コアラモード 韻シスト ゴールデンボンバー ZORN 植田真梨恵 宇野実彩子 森高千里
浦島坂田船 神山羊 越田Rute隆人 神様、僕は気づいてしまった SUSHIBOYS 秦基博 岡村靖幸 こだまたいち 加藤ミリヤ Tiësto あっこゴリラ ゴホウビ 家入レ
オ サイダーガール 感覚ピエロ 川谷絵音 アンテナ toe the peggies TEE 吉本坂46 さよならポエジー 久保田利伸 中西圭三 おいしくるメロンパン サンドリ
オン 京本大我 長渕剛 the pillows シナリオアート 銀杏BOYZ TOTALFAT おとぎ話 東京スカパラダイスオーケストラ 向谷実 Travis Japan オメでたい頭でなによ
り TrySail 高野洸 那須雄登 魂音泉 ステレオポニー 佐久間大介 二丁目の魁カミングアウト 祭nine. 虹のコンキスタドール 細川たかし 入野自由 坂口有望
般若 桜高軽音部 美空ひばり カンザキイオリ 浜崎あゆみ 三浦風雅 チェッカーズ 三月のパンタシア つばきファクトリー キタニタツヤ てつと 三森すずこ
トップハムハット狂 きのこ帝国 放課後クライマックスガールズ 山猿 摩天楼オペラ 山下智久 トミタ栞 キュウソネコカミ ドラマチックアラスカ 山田涼介
Uru Swae Lee ネクライトーキー 山本卓司 やなぎなぎ Pendulum Elton John ClariS CRAZYBOY EVERGLOW GFRIEND Rickie-G GHOSTEMANE MONGOL800 Gil 
Glaze Night Tempo Girls Dead Monster CHAGE and ASKA go!go!vanillas AKB48 Goose house. FIVE NEW OLD GOT7 Cö shu Nie B2takes! BRATS group_inou
NEIGHBORS COMPLAIN Growth Ailiph Doepa Hakubi †яi¢к Happiness PassCode a flood of circle petit milady Dan te Lion reGretGirl Hilcrhyme Avicii HIROOMI 
TOSAKA SCANDAL HKT48 Clean Bandit DAOKO Coldplay HONNE Elektronomia Diggy-MO' Brian the Sun AKINO Eminem Illenium erica in-d Nipsey Hussle
BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE NOISEMAKER Aftertalk noovy ISSA OLDCODEX ITZY ORANGE RANGE IU Pay money To my Pain IVVY A BABY HEARTS
BananaLemon Play.Goose Janne Da Arc Ramones JAY'ED FAKE TYPE. JAY-Z RIZE JJJ said DJ Caesar SANABAGUN JustC-3 Chouchou BAND-MAID SHE'S DJ 
Genki fripSide KANDYTOWN COJIRASE THE TRIP karen SMAP BANG YONGGUK EGO-WRAPPIN' Katy Perry MOROHA banvox Creepy Nuts DJ RYOW Broken my 
toybox KID FRESINO NANA Beyoncé BTOB 【レペゼン地球】 never young beach KiRaRe Eve Bill Evans NillNico KissBee NIRVANA KMNZ BURNOUT 
SYNDROMES DOGMA Non Stop Rabbit Drake noovy koё NORISTRY Drake C&K DREAMCATCHER Cash Cash kZm ONF Lady Gaga OxT Earth, Wind & Fire 26
時のマスカレイド Legenders Pedro Capó Lil Peep PENGUIN RESEARCH Lil Skies CRAZY VODKA TONIC Snow Man Pitbull A.C.E QUARTET NIGHT BIM CHiCO with 
HoneyWorks androp Rancid Anne-Marie ATEEZ LOVE PSYCHEDELICO ReVision of Sence luz Ricky lynch. FANXY CHILD 13ELL Sabrina Carpenter After the Rain(そ
らる×まふまふ) fhána MARILYN MANSON Sam Feldt BLUE ENCOUNT Saucy Dog Maroon 5 SECRET 7 LINE Marshmello Flo Rida Masketta Fall Flower Migos
Claude Debussy Mike Williams Avril Lavigne MINT mate box Simple Plan MIRRROR SIX LOUNGE MISIA Daddy Yankee BOØWY Slipknot MOL53 Galileo Galilei
mol-74 LINKIN PARK

回答数 2,112名
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「今」最も好きな「音楽アーティスト」 男女別
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男子 数 女子 数

1 乃木坂46 45 1 嵐 79

2 ONE OK ROCK 36 2 あいみょん 54

3 TWICE 32 3 BTS 37

4 あいみょん 31 4 back number 34

5 back number 26 5 AAA 25

6 米津玄師 25 6 TWICE 22

7 Mr.Children 24 7 ONE OK ROCK 20

8 AAA 23 8
三代目 J SOUL BROTHERS from 
EXILE TRIBE

18

9 King Gnu 18 9 SEVENTEEN 17

9 RADWIMPS 18 9 sumika 17

11 sumika 17 9 Nissy 17

12 Mrs. GREEN APPLE 13 12 RADWIMPS 16

13
三代目 J SOUL BROTHERS from 
EXILE TRIBE

12 13 NEWS 15

13 Aimer 12 13 乃木坂46 15

13 BUMP OF CHICKEN 12 15 GENERATIONS from EXILE TRIBE 14

13 UVERworld 12 15 King & Prince 14

13 BTS 12 15 Hey! Say! JUMP 14

13 欅坂46 12 15 ジャニーズWEST 14

19 WANIMA 10 19 関ジャニ∞ 13

19 SEKAI NO OWARI 10 19 SixTONES 13

19 日向坂46 10

19 清水翔太 10



産業能率大学生へのコンテンツ利用調査2019（2019.4～6）

「今」最も好きな「映画」

アベンジャーズ 146
名探偵コナン 142
キングダム 91 ボヘミアン・ラプソディ 64 
グレイテスト・ショーマン 48

翔んで埼玉 40 ワイルド・スピード 23 映画少年たち 21 愛がなんだ 18

グリーンブック ハリー・ポッター マスカレード・ホテル 君は月夜に光り輝く 17

ラ・ラ・ランド 銀魂 15 キャプテン・マーベル スパイダーマン タイタニック 13 ファンタ
スティック・ビースト 映画ドラえもん 君の膵臓をたべたい 12 コンフィデンスマンJP
ショーシャンクの空に 君の名は。 10 スター・ウォーズ 名探偵ピカチュウ 9 ハロウィン 劇場版
「Fate/stay night[Heaven‘s Feel]」 シャザム！ 8 トイ・ストーリー フォルトゥナの瞳 レ・ミゼラブル 映
画賭ケグルイ 映画クレヨンしんちゃん 7 ヴェノム カメラを止めるな！ レオン/完全版 6 コーヒーが冷
めないうちに サマーウォーズ ジュラシック・ワールド バースデー・ワンダーランド バック・トゥ・
ザ・フューチャー ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七つの会議 雪の華 美女と野獣 5 KING OF PRISM
インターステラー ズートピア ダンボ トランスフォーマ― パイレーツ・オブ・カリビアン バンブルビー マイ・イン
ターン 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- 劇場版ポケットモンスター 最強のふたり 世界一キライなあなたに
千と千尋の神隠し 4 IT/イット“それ”が見えたら、終わり。 L・DK PRINCE OF LEGEND あと1センチの恋 アバウト・タイム～愛おし
い時間について～ アラジン イエスマン“YES”は人生のパスワード オーシャンズ キングスマン グランド・イリュージョン コードギ
アス スマホを落としただけなのに デッドプール トワイライト ハウルの動く城 プラダを着た悪魔 ブラック・クランズマン ミッ
ション：インポッシブル 運び屋 映画刀剣乱舞 花より男子ファイナル 海猿ウミザル 響-HIBIKI- 今夜、ロマンス劇場で 平成仮面ラ
イダー20作記念仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER 悲しみの忘れ方DOCUMENTARY of 乃木坂46 3 PSYCHO-PASS サイコパス あ
の頃、君を追いかけた アリータ:バトル・エンジェル インクレディブル・ファミリー えいがのおそ松さん オデッセイ ガールズ＆パンツァー最終
章 きみに読む物語 グリーン・ブック ゲット・アウト この世界の片隅に コマンドー シザーハンズ シン・ゴジラ ターミネーター チア☆ダン
～女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃったホントの話～ ちはやふる チャーリーとチョコレート工場 ツナグ ディセンダント トラさん～僕が猫
になったワケ～ トランスポーター トリック劇場版ラストステージ トレインスポッティング ノーゲーム・ノーライフ ゼロ バトルシップ ハング
オーバー！ ひるなかの流星 プーと大人になった僕 ホーム・アローン ホットロード マトリックス マンマ・ミーヤ！ ミスト メリー・ポピンズ
メン・イン・ブラック ラブライブ！サンシャイン！！ THE School Idol Movie レディ・プレイヤー1 帰ってきたヒトラー 九月の恋と出会うまで 君と
100回目の恋 劇場版 SPEC 劇場版幼女戦記 劇場版シティーハンター<新宿プライベート・アイズ> 甲鉄城のカバネリ海門決戦 坂道のアポロン 図書
館戦争 斉木楠雄のΨ難 帝一の國 天気の子 忍びの国 猫の恩返し 風立ちぬ 万引き家族 累 -かさね- 恋空 2

13時間ベンガジの秘密の兵士 2001年宇宙の旅 20世紀少年 22年目の告白-私が殺人犯です- 8 Mile 8年越しの花嫁奇跡の実話 A GHOST STORY/ア・ゴースト・ストー
リー AKIRA ANNIE/アニー blank13 DESTINY 鎌倉ものがたり gifted/ギフテッド GODZILLA ゴジラ Love Letter Mr. インクレディブル Mr.＆Mrs. スミス planetarian
ROOKIES -卒業- SING/シング SUNNY 強い気持ち・強い愛 THE GUILTY/ギルティ あゝ、荒野 アイ・アム・レジェンド アイアンマン アウトレイジ アナと雪の女王
アナベル アバター アフタースクール アメイジング・スパイダーマン アメリカン・スナイパー アメリカン・ビューティー アリー/ スター誕生 アリス・イン・ワ
ンダーランド アルマゲドン イタズラなKiss THE MOVIE インセプション ヴァージン・スーサイズ ウォーム・ボディーズ ウルフ・オブ・ウォールストリート エ
ヴァンゲリヲン新劇場版 エクスペンダブルズ オール・ユー・ニード・イズ・キル ガールズ・ステップ カイジ人生逆転ゲーム キック・アス きっと、星のせいじゃ
ない。 きみがぼくをみつけた日 きみの鳥はうたえる キャスト・アウェイ キューティ・ブロンド クール・ランニング クリーピー偽りの隣人 クロニクル ゲド戦
記 コクリコ坂から ココ・シャネル ご注文はうさぎですか？？～Dear My Sister～ ザ・マジックアワー ザ・マペッツ サバイバルファミリー さよならの朝に約束の
花をかざろう しあわせの絵の具愛を描く人モード・ルイス シェフ三ツ星フードトラック始めました シャーロック・ホームズ シュガー・ラッシュ ショコラ ジョ
ジョの奇妙な冒険ダイヤモンドは砕けない第一章 ジョニー・イングリッシュ ジョン・ウィック シング・ストリート シンデレラ・ストーリー ストレイト・アウ
タ・コンプトン スリー・ビルボード セッション セトウツミ セブン センター・オブ・ジ・アース ソウ ソルト それいけ！アンパンマン ソロモンの偽証 ダー
クナイト ダーケスト・マインド タイタンズを忘れない タクシードライバー チア男子！！ ちょっと今から仕事やめてくる ディス/コネクト デジャヴ テッド
テラスハウスクロージング・ドア となりのトトロ ドラゴンボールZ ドラゴンボール超（スーパー）ブロリー トロン：レガシー ナイトミュージアム ナイトメ
アー・ビフォア・クリスマス ナポレオン・ダイナマイト ナルニア国物語 ノウイング ノートルダムの鐘 ハード・コア パーフェクトデート バイオハザード ハイ
スクール・ミュージカル/ザ・ムービー バクマン。 バケモノの子 パコと魔法の絵本 バタフライ・エフェクト パディントン2 パラレルワールド・ラブストーリー
バリー・シール/アメリカをはめた男 パロアルト・ストーリー ハンターキラー潜航せよ ピースオブケイク ピクセル ピッチパーフェクト ビバリーヒルズ・コップ
ヒロイン失格 フォレストガンプ/一期一会 プラチナデータ ブラックパンサー ブラックリスト ブラッド・ダイヤモンド プリズン・ブレイクファイナル・ブレイク
ヘアスプレー ベスト・キッド ヘルプ～心がつなぐストーリー ペンギン・ハイウェイ ボーン・アルティメイタム ホビット ホワイトハウス・ダウン マイ・イン
ターン マスク ミーン・ガールズ ミニオン ミュージアム ミリオンダラー・ベイビー ムーンライト メイズ・ランナー メタルマン メメント もののけ姫 モヒ
カン故郷に帰る ラ・ヨローナ ラーメン食いてぇ! ライアーゲーム ライオン・キング ライフ・イズ・ビューティフル リトル・マーメイド/人魚姫 リメンバー・
ミー リリーのすべて ルパン三世カリオストロの城 るろうに剣心 ローマの休日 ローン・サバイバー ロッキー ロブスター ロマンティックじゃない？ ワール
ド・ウォーZ ワイルドなスピード！ AHO MISSION ワンダー君は太陽 闇金ウシジマくん 引っ越し大名！ 陰陽師～おんみょうじ～ 宇宙兄弟 宇宙戦艦ヤマト2202 愛
の戦士たち/第七章新星篇 映画みんな！エスパーだよ！ 映画夜空はいつでも最高密度の青色だ 映画プリキュア 永遠の0 猿の惑星 何者 怪しい彼女 海賊とよば
れた男 渇き。 鑑定士と顔のない依頼人 関西ジャニーズJr.のお笑いスター誕生！ 鬼滅の刃兄弟の絆 亀は意外と速く泳ぐ 空海ーKU-KAIー美しき王妃の謎 劇場版
MAJOR メジャー友情の一球（ウイニングショット） 劇場版イナズマイレブン最強軍団オーガ襲来 劇場版うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEキングダム 劇場版お前
はまだグンマを知らない 劇場版ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか-オリオンの矢- 劇場版デート・ア・ライブ万由里ジャッジメント 劇場版テニ
スの王子様二人のサムライ The First Game 劇場版ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん 劇場版仮面ライダー555（ファイズ）パラダイス・ロスト 劇場版響け！
ユーフォニアム 劇場版響け！ユーフォニアム～誓いのフィナーレ～ 劇場版ワンピース 検察側の罪人 交渉人真下正義 告白 四月は君の嘘 七人の侍 春待つ僕ら
傷物語 寝ても覚めても 新感染ファイナル・エクスプレス 新宿スワン 人魚の眠る家 世界から猫が消えたなら 世界の中心で、愛をさけぶ 生きてるだけで、愛。
青春デンデケデケデケ 相棒シリーズ X DAY 第9地区 町田くんの世界 超高速！参勤交代 溺れるナイフ 鉄コン筋クリート 天使と悪魔 怒り 東京タワーオカンと
ボクと、時々、オトン 東京喰種トーキョーグール 湯を沸かすほどの熱い愛 南瓜とマヨネーズ 日日是好日 博士と彼女のセオリー 秘密のラジオ・ガール 平成狸合
戦ぽんぽこ 幕が上がる 未成年だけどコドモじゃない 木更津キャッツアイ日本シリーズ 夜は短し歩けよ乙女 羊たちの沈黙 来る 恋は雨上がりのように

回答数 1,410名
4



「今」最も好きな「映画」 男女別
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男子 数 女子 数

1 アベンジャーズ 107 1 名探偵コナン 60

2 名探偵コナン 82 2 キングダム 47

3 キングダム 44 3 アベンジャーズ 39

4 ボヘミアン・ラプソディ 33 4 ボヘミアン・ラプソディ 31

5 グレイテスト・ショーマン 22 5 グレイテスト・ショーマン 26

6 翔んで埼玉 21 6 翔んで埼玉 19

7 ワイルド・スピード 18 7 愛がなんだ 12

8 スパイダーマン 11 7 映画 少年たち 12

9 タイタニック 10 9 グリーンブック 11

10 マスカレード・ホテル 9 10 君は月夜に光り輝く 10

10 映画 少年たち 9 11 ハリー・ポッター 9

12 ハリー・ポッター 8 11 銀魂 9

12 ファンタスティック・ビースト 8 13 マスカレード・ホテル 8

12 ラ・ラ・ランド 8 14 スター・ウォーズ 7

12 映画ドラえもん 8 14 ラ・ラ・ランド 7

12 君の膵臓をたべたい 8 16 キャプテン・マーベル 6

17 キャプテン・マーベル 7 17 トイ・ストーリー 5

17 ハロウィン 7 17 ワイルド・スピード 5

17 君は月夜に光り輝く 7 19 カメラを止めるな！ 4

17
劇場版 「Fate/stay night[Heaven's 
Feel]」

7 19 コンフィデンスマンJP 4

19 サマーウォーズ 4

19 ショーシャンクの空に 4

19 ファンタスティック・ビースト 4

19 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 4

19 映画クレヨンしんちゃん 4

19 映画ドラえもん 4

19 君の名は。 4

19 君の膵臓をたべたい 4

19 劇場版ポケットモンスター 4



産業能率大学生へのコンテンツ利用調査2019（2019.4～6）

「今」最もおもしろいと思う「ゲーム」

ウイニングイレブン 192
LINE:ディズニーツムツム 75
Apex Legends 57 荒野行動 56 プロ野球スピリッツ 55

大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 37 IdentityV 29 FIFA 26

コールオブデューティ 23

PLAYERUNKNOWN‘S BATTLEGROUNDS パズル&ドラゴンズ 22

Fortnite 21 Fate/Grand Order Arcade レインボーシックスシージ 20 クラッ
シュ・ロワイヤル ポケットモンスター 17 モンスターハンター 15 Brawl Stars 14

Dead by Daylight 13 Shadowverse キングダムハーツ スプラトゥーン 実況パワフ
ルプロ野球 11 Pokemon GO 10 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE ドラゴンクエスト みんなで
早押しクイズ 9 アイドルマスター あんさんぶるスターズ! グランブルーファンタジー ゼル
ダの伝説 テトリス 8 A3! ペルソナ 城とドラゴン 7 ウッディーパズル バイオハザード
マリオカート モンスターストライク 乃木坂46リズムフェスティバル 6 BanG Dream!
Battlefield Minecraft アイドリッシュセブン どうぶつの森 にゃんこ大戦争 マッチングト
ン·マンション 機動戦士ガンダム 大富豪online 刀剣乱舞 5 Cyber Hunter League of Legends
Nintendo Switch Toon Blast オーバーウォッチ キャンディークラッシュ ドラゴンボールZ ドッカンバトル
バンドリ！ガールズバンドパーティ！ 黒い砂漠 人狼ジャッジメント 4 Gardenscapes JUDGE EYES:死神の遺言

LINE バブル2 Marvel‘s Spider-Man NBA 2K19 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live オセロ ドラゴンボールレジェンズ
ナンプレ ニーアバージョン オートマタ ホームスケイプ メタルギアソリッド パズルスター BT21 逆転裁判シリーズ

地球防衛軍 3 1010! ブロックパズルゲーム 2048の挑戦 Bricks n Balls Escape from Tarkov Hole.io LINE ディズニートイカンパニー LINE ポコポコ

NEWSに恋して PRINCE OF LEGEND LOVE ROYALE SUPERSTAR BTS SUPERSTAR SMTOWN Undertale UNO!™ World of Tanks おしえてポン！ キングダ
ムハーツ バージョン 3 クラッシュ・オブ・クラン グランド・セフト・オート クロッシーロード シティダンク スーパーマリオメーカー スタ
ンドマイヒーローズ ストリートファイター バージョン V デビルメイクライ どうぶつタワーバトル ねこあつめ ハースストーン ファイナル
ファンタジー ぷよぷよ プリンセスコネクト! メイプルストーリー ライフアフター ラブライブ! 逆転オセロニア 消滅都市 伝説対決 桃太郎電

鉄 白猫プロジェクト 龍が如く 2

#コンパス【戦闘摂理解析システム】 9-nine- Angry Birds Aralon Sword and Shadow 3d RPG Bacon – The Game BLACK WOLVES SAGA -Bloody Nightmare Boxing Star
BRAVELY DEFAULT FAIRY’S EFFECT CHUNITHM AMAZON PLUS Cities: Skylines Days Gone DRAFOOT Duet Game EA SPORTS UFCバージョン3 Fallout Fate/stay night バー
ジョン Realta Nua GOD HAND GREEN GARDEN Hearts of Iron バージョン IV Hollow Knight Horizon Zero Dawn JUMP FORCE Life is a game LINE バブル LINE ポコパ
ン LINEで発見！たまごっち maimai MARVEL ストライクフォース MLB THE SHOW MOTHER2 ギーグの逆襲 NARUTO-ナルト-忍コレクション疾風乱舞 NBAライブ
New スーパーマリオブラザーズ One Piece ONE PIECE WORLD SEEKER ONE PIECE トレジャークルーズ ONE PIECE バウンティラッシュ Piloteer Readyyy! Run Race 3D
Sad Satan Shadow Corridor SimCity™ Snake VS Block SuperStar PLEDIS Temple Run Terraria Township TWICE -GO! GO! Fightin’- アイドルマスター アズールレーン
アドベンチャー・タイムどこまでもジャンプ！ アナザーエデン時空を超える猫 あなたは希望です アビスリウム アビスリウム -タップで育つ水族館 アマガミ イー
ス バージョン VIII いただきストリート ウイニングポスト うたわれるものシリーズ エースコンバット おえかきチャットゲームおえかきの森 オルタンシア・
サーガ オンエア! カルチョビット キングスレイド クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ クッキーラン グランクレスト戦記 グリザイアの果実 グリムエコーズ コ
ウペンちゃんはなまる日和 ゴーストリコンワイルドランズ ザ・キング・オブ・ファイターズ ザ・シムズ4 サイコブレイク2 サドンアタック シノアリス シノビ
マスター閃乱カグラ ジョジョのピタパタポップ スーパーファミコン スーパーマリオ 3Dランド スーパーマリオRPG スナイパー3Dアサシン すみすみ～まったりパ
ズル～ セガNET麻雀MJ ゼノブレイド2 その花びらにくちづけを ソリティア ダウト～嘘つきオトコは誰?～ たまごっち ダライアス外伝 ディシディアファイナル
ファンタジー ディビジョン2 テイルズオブエクシリア バージョン2 ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 ドラゴンクエストライバルズ ドラ
ゴンボール トワイライトシンドローム ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期 のばせ！どうぶつの海オンライン バトルネットワークロックマンエグゼ
パワプロクンポケット バンドやろうぜ! ピアノタイル ピクミン バージョン 2 ヒットマン ヒューマンフォールフラット ファイナルファンタジーXIV ぷよぷよ
クエスト ブラスターマスターゼロ ブラッククローバー夢幻の騎士団 ブリックツムツム ヘイ・デイ ポーカー ぼくのなつやすみ ポケモンウルトラサン・ウルトラ
ムーン ポコロンダンジョンズ ボッチャ マイホーム デザインドリーム マギアレコード マジカルドロップ マジック：ザ・ギャザリングアリーナ マリオ マリオ
ブラザーズ ミトラスフィア ミラクルニキ ミルクチョコオンラインFPS メモリーデフラグ メルクストーリア -癒術士と鐘の音色 - モダンコンバット ラブライブ！
スクールアイドルフェスティバル～after school ACTIVITY リズム天国 レイトン レッド・デッド・リデンプション レッド・デッド・リデンプション 2 ワンナイト人狼
安藤ケンサク 陰陽師 艦隊これくしょん -艦これ- 最強の東大王 -脳トレクイズ 実況パワフルサッカー 将棋 消滅都市0. 新テニスの王子様RisingBeat 新三国志 人
生ゲーム 数独 青鬼 太鼓の達人 大神 駐車の達人4 伝説のスタフィー 熱血硬派くにおくん 乃木恋～坂道の下で、あの日僕は恋をした～ 白猫テニス 抜きゲー
みたいな島に住んでる貧乳はどうすりゃいいですか? 被虐のノエル 文豪ストレイドッグス迷ヰ犬怪奇譚 放置シティ 放置少女～百花繚乱の萌姫たち 牧場物語 名探
偵コナンランナー真実への先導者[コンダクター] 癒しのクラゲ育成ゲーム 幽遊白書100%マジバトル 恋愛プリンセス～ニセモノ姫と10人の婚約者～ 欅のキセキ

回答数 1,285名
6



「今」最も好きな「ゲーム」 男女別

7

男子 数 女子 数

1 ウイニングイレブン 189 1 LINE:ディズニー ツムツム 64

2 Apex Legends 54 2 IdentityV 21

2 プロ野球スピリッツ 54 3 荒野行動 20

4 荒野行動 36 4
大乱闘スマッシュブラザーズ
SPECIAL

10

5
大乱闘スマッシュブラザーズ
SPECIAL

27 5
PLAYERUNKNOWN'S 
BATTLEGROUNDS

8

6 FIFA 26 6 あんさんぶるスターズ! 7

7 コール オブ デューティ 22 7 A3! 6

8 レインボーシックス シージ 20 7 スプラトゥーン 6

9 Fortnite 19 7 みんなで早押しクイズ 6

9 パズル&ドラゴンズ 19 10 アイドリッシュセブン 5

11 Fate/Grand Order Arcade 16 10 ウッディーパズル 5

11 クラッシュ・ロワイヤル 16 10 キングダム ハーツ 5

13
PLAYERUNKNOWN'S 
BATTLEGROUNDS

14 10 テトリス 5

13 ポケットモンスター 14 10 どうぶつの森 5

13 モンスターハンター 14 10 マッチングトン·マンション 5

16 LINE:ディズニー ツムツム 11 10 刀剣乱舞 5

16 実況パワフルプロ野球 11 17 Brawl Stars 4

18 Brawl Stars 10 17 Dead by Daylight 4

19 Dead by Daylight 9 17 Fate/Grand Order Arcade 4

19 SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE 9 17 アイドルマスター 4

19 Shadowverse 9 17 キャンディークラッシュ 4

17 マリオカート 4

17 乃木坂46リズムフェスティバル 4



産業能率大学生へのコンテンツ利用調査2019（2019.4～6）

「今」最も好きな「コミック」

ONE PIECE 121 キングダム 93

約束のネバーランド 77 進撃の巨人 40 

ハイキュー‼ 38 HUNTER×HUNTER 29

僕のヒーローアカデミア 26 五等分の花嫁 24 NARUTO-ナルト-
ダイヤのA 22 ワンパンマン 20

名探偵コナン 18 DAYS 16 GIANT KILLING グラップラー刃牙 12 ジョジョの奇妙な冒険 11 ア
オアシ かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ 思い、思われ、ふり、ふられ 七つ
の大罪 10 MAJOR SLAM DUNK 鬼滅の刃 銀魂 東京喰種トウキョウグール 9 あひるの空 転生したら
スライムだった件 8 SKET DANCE ドラゴンボール ワールドトリガー 女神降臨 賭ケグルイ 7 宇宙兄弟
囚人リク 6 BLEACH FAIRY TAIL エリアの騎士 ゴールデンカムイ この音とまれ！ ちはやふる 黒子のバ
スケ 弱虫ペダル 東京卍リベンジャーズ 5 ぐらんぶる ちびまる子ちゃん なまいきざかり。 ブラッククローバー

暗殺教室 花より男子 君に届け 死役所 初めて恋をした日に読む話 深夜のダメ恋図鑑 彼女、お借りします 文豪ストレ
イドッグス 4 MIX キャプテン翼 クレヨンしんちゃん こちら葛飾区亀有公園前派出所 トモダチゲーム ドラえもん ド
リフターズ ヒナまつり ホリミヤ ランウェイで笑って 亜人 家庭教師ヒットマンREBORN！ 外見至上主義 暁のヨナ
黒執事 呪術廻戦 春待つ僕ら 盾の勇者の成り上がり 食戟のソーマ 神様の言うとおり 青の祓魔師 赤髪の白雪姫 椿町

ロンリープラネット 3 3月のライオン BANANA FISH BEASTARS BLUE GIANT BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS- NANA

orange Re:ゼロから始める異世界生活 アオハライド アクタージュ act-age あせとせっけん アルスラーン戦記 からかい上手の高木さん ギ
ヴン ここは今から倫理です。 サタノファニ ストロボ・エッジ ダイヤのA Ⅱ 出会って5秒でバトル ドカベン ドメスティックな彼女
フットボールネーション ベイビーステップ メイちゃんの執事 ユミの細胞たち ようこそ実力至上主義の教室へ ヨルムンガンド リィン
カーネーションの花弁 ヲタクに恋は難しい 夏目友人帳 偽装不倫 銀の匙 Silver Spoon 君のいる町 鋼の錬金術師 咲-saki- 終わりのセラフ

終末のワルキューレ 新テニスの王子様 多数欠 賭博黙示録カイジ 凪のお暇 日ノ丸相撲 闇金ウシジマくん 彼方のアストラ 2

37.5℃の涙 AKB49～恋愛禁止条例～ AKIRA ARIA Be Bluse!～青になれ～ BECK BERDMEN BLOODY MONDAY BUNGO -ブンゴ- CUFFS ～傷だらけの
地図～ Dr.STONE GANTZ GTO L❤DK LV999の村人 MAJOR 2nd MAJOR 3nd OUT-アウト- ReLIFE SARVANP -サーヴァンプ- STAR WARS/ロスト・
スターズ This man～その顔を見た者には死を～ ULTRAMAN YAWARA! あさひなぐ あしたのジョー おじさまと猫 おそ松さん オナニーマスター
黒沢 オンライン The comic カカオ79％ カカフカカ かげきしょうじょ‼ かつて神だった獣たちへ キノの旅 キリン きんいろモザイク キン肉マ
ン クズの本懐 クッキングパパ グラゼニ グリーンヒル クローバー ケンガンアシュラ コーヒー＆バニラ これは経費で落ちません！ ご注文は
うさぎですか？ ザ・ファブル サイレーン サトラレ サマータイムレンダ さよならミニスカート シックスハーフ シュート！ シュガー＊ソル
ジャー スキップ・ビート！ スパイダーマン スミカスミレ スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ゼロの日常 センセ
イ君主 そうしそうあい チーズ・イン・ザ・トラップ デットマン・ワンダーランド テニスの王子様 テリトリーMの住人 テンカウント トニカク
カワイイ トラさん どろろ なみだうさぎ～制服の片思い～ ニセコイ のだめカンタービレ ノブレス パーフェクトワールド ハイスコアガール
バクマン。 パステル家族 はたらく細胞 バチバチ ハッピーシュガーライフ ハピネス ハヤテのごとく！ ばらかもん ピーチガール ヒットマン
ひとつばな ヒプノシスマイク ひるなかの流星 ファイアパンチ ふたりエッチ プラチナエンド プリンシパル フルーツバスケット ブルーピリオ
ド ブルーロック べるぜバブ ぽちゃまに ボボボーボ・ボーボボ マギ マジーナル・オペレーション マリーミー！ ミイラの飼い方 メサイア -
CODE EDGE- モエカレはオレンジ色 モブサイコ100 モンキーピーク やがて君になる ヤンキー君とメガネちゃん ゆるゆり ラブ★コン リセッ
ト・ゲーム るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- ろくでなしBLUES ワカコ酒 異種族レビュアーズ 異常気象のサバイバル 一日外出録ハンチョウ 宇宙
駆けるよだか 永遠に殺されつづける夏 王室教師ハイネ 乙女怪獣キャラメリゼ 俺物語‼ 可愛い上司を困らせたい 魁‼男塾 海のトリトン 学園ア
リス 学園ベビーシッターズ 寄生獣 鬼灯の冷徹 蟻の王 胸が鳴るのは君のせい 響き～小説家になる方法～ 極道主夫 空母いぶき 群靴のバル
ツァー 結界師 賢者の孫 古見さんは、コミュ症です。 午前0時、キスしに来てよ 高校デビュー 高嶺と花 黒真珠そだち 今からここは倫理です。
恨み来、恋、恨み恋。 左利きのエレン 桜蘭高校ホスト部 山田太郎ものがたり 山本アットホーム 四月は君の嘘 私を笑わないで 自縛少年花子く
ん 鹿楓堂よついろ日和 失格紋の最強賢者 灼熱のカバディ 灼熱の卓球娘 手をつなごうよ 修羅の門 傷だらけの悪魔 小林さんちのメイドラゴン
昭和元禄落語心中 湘南純愛組 食糧人類 -Starving Anonymous- 新世紀エヴァンゲリオン 真夜中のオカルト公務員 神のみぞ知るセカイ 神達に拾わ
れた男 神之塔 神様のバレー 人形の国 図書館戦争 LOVE&WAR 世界か彼女か選べない 成功したヲタク 星のカービィーデデデでプププなものが
たり 生徒会役員共 聖☆おにいさん 青のオーケストラ 斉木楠雄のψ難 絶対絶対でんじゃらすじーさん 先生！ 双星の陰陽師 村井の恋 淡々
カップル 地獄楽 中学聖日記 溺れるナイフ 天才バカボン 電撃デイジー 刀使ノ巫女 東京アリス 東京タラレバ娘 難波金融伝・ミナミの帝王
日々蝶々 売国機関 博多弁の女の子はかわいいと思いませんか？ 範馬刃牙 彼岸島 彼女は嘘を愛しすぎてる 不可解な僕のすべてを 不能犯 風夏
服を着るならこんなふうに 暴食のベルセルク 北斗の拳 僕だけがいない街 僕らはみんな河合荘 魔法少女特殊戦あすか 魔法陣グルグル 無職転生
-異世界行ったら本気だす - 無能なナナ 夜桜四重奏～ヨザクラカルテット～ 薬屋のひとりごと 憂国のモリアーティ 恋と呼ぶには気持ち悪い 恋
と弾丸 娚の一生 蟲師 錻力のアーチスト

回答数 1,197名

8



「今」最も好きな「コミック」 男女別
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男子 数 女子 数

1 ONE PIECE 98 1 約束のネバーランド 41

2 キングダム 80 2 ONE PIECE 23

3 約束のネバーランド 36 3 ハイキュー‼ 20

4 進撃の巨人 27 4 キングダム 13

5 五等分の花嫁 24 4 進撃の巨人 13

6 HUNTER×HUNTER 21 6 思い、思われ、ふり、ふられ 10

7 ワンパンマン 20 6 名探偵コナン 10

8 僕のヒーローアカデミア 19 8 HUNTER×HUNTER 8

9 ハイキュー‼ 18 9 女神降臨 7

10 NARUTO-ナルト- 17 9 僕のヒーローアカデミア 7

11 ダイヤのA 16 11 ダイヤのA 6

12 DAYS 14 11 銀魂 6

13 GIANT KILLING 12 13 SKET DANCE 5

13 グラップラー刃牙 12 13 賭ケグルイ 5

15
かぐや様は告らせたい～天才たちの
恋愛頭脳戦～

10 13 東京喰種 トウキョウグール 5

16 七つの大罪 9 16 FAIRY TAIL 4

17 MAJOR 8 16 ジョジョの奇妙な冒険 4

17 鬼滅の刃 8 16 ちはやふる 4

17 名探偵コナン 8 16 なまいきざかり。 4

20 SLAM DUNK 7 16 暗殺教室 4

20 アオアシ 7 16 花より男子 4

20 あひるの空 7 16 君に届け 4

20 ジョジョの奇妙な冒険 7 16 死役所 4

20 ドラゴンボール 7 16 初めて恋をした日に読む話 4

20 転生したらスライムだった件 7 16 深夜のダメ恋図鑑 4



産業能率大学生へのコンテンツ利用調査2019（2019.4～6）

「今」最も好きな「アニメ」

ONE PIECE 133 名探偵コナン 85

約束のネバーランド 72 ワンパンマン 42 

ジョジョの奇妙な冒険 41 進撃の巨人 31 銀魂 29

HUNTER×HUNTER 24 キングダム ソードアート・オンライン 21

ダイヤのA 19 クレヨンしんちゃん ハイキュー!! 18 ドラえもん メジャー 17 NARUTO-ナルト

- ドラゴンボール 15 かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ 鬼滅の刃 14 どろろ

13 東京喰種 12 FAIRY TAIL Re:ゼロから始める異世界生活 コードギアス ポプテピピック

五等分の花嫁 盾の勇者の成り上がり 僕のヒーローアカデミア 11 イナズマイレブン 賭ケグ

ルイ 10 BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS バキ 9 サザエさん ゆるキャン△ 8 PSYCHO-PASS

斉木楠雄のψ難 転生したらスライムだった件 7 MIX アンパンマン ポケットモンスター 化物語 金色の

ガッシュ‼ 七つの大罪 弱虫ペダル GLORY LINE 6 けいおん! フルーツバスケット モブサイコ100 5 SLAM 

DUNK STEINS;GATE うたの☆プリンスさまっ♪ ブラッククローバー 宇宙よりも遠い場所 鋼の錬金術師 風が強く吹いて

いる 4 Angel Beats! あそびあそばせ ガールズ＆パンツァー からかい上手の高木さん この音とまれ! ドスメティックな彼女 やはり

俺の青春ラブコメはまちがっている。 ラブライブ! ルパン三世 機動戦士ガンダム 黒子のバスケ 私に天使が舞い降りた! 新世紀エ

ヴァンゲリオン 文豪ストレイドックス 3 BLACK LAGOON B-PROJECT CLANNAD KING OF PRISM -Shiny Seven Stars- ヴァイオレット・エヴァー

ガーデン オーバーロード おでんくん キテレツ大百科 キャプテン翼 クズの本懐 ケムリクサ けものフレンズ2 さらざんまい スポンジ・ボブ

テニスの王子様 ノーゲーム・ノーライフ はたらく細胞 ひぐらしのなく頃に ひとりぼっちの○○生活 フィニアスとファーブ プリキュア 宇宙兄

弟 夏目友人帳 響け!ユーフォニアム 君の名は。 賢者の孫 言の葉の庭 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 甲鉄城のカバネリ 四畳半神話体系

少女歌劇レヴュースタァライト 政宗君のリベンジ 青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない 戦記絶唱シンフォギア 刀使ノ巫女 頭文字D 魔

法陣グルグル 妹は天使ですか!? 2

3月のライオン ACCA13区監察課 Another BANANA FISH BanG Dream! BLACK  LAGOON Free! GIANT KILLING GTO PandoraHearts School days TARI TARI To Loveる

-とらぶる- ダークネス ULTRAMAN アイドルマスター アドベンチャー・タイム アマガミ エリアの騎士 おじゃる丸 おジャ魔女どれみ おそ松さん カードキャプ

ターさくら カウボーイビバップ かくりよの宿飯 からくりサーカス ガンダムビルドファイターズ キラッとプリ☆チャン ギルティクラウン キルラキル KILL la KILL

ぐらんぶる グリザリアの果実 クロスゲーム ゲゲゲの鬼太郎 こちら葛飾区亀有公園前派出所 この素晴らしい世界に祝福を! ご注文はうさぎですか？ サムライチャ

ンプルー サムライフラメンコ サラリーマン金太郎 シティーハンター スタミュ ソウルイーター ソードアートオンラインアリシゼーション ゾンビランドサガ た

まごっち! ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか! ダンボール戦機 ちはやふる ツルネ -風舞高校弓道部- デート・ア・ライブ デジモンアドベン

チャー とある魔術の禁書目録 ときめきトゥナイト トムとジェリー ドラゴンボールGT ドラゴンボールZ ドラゴンボール超 トロールズ なむあみだ仏っ ハイス

クール!奇面組 バクマン。 はたらく魔王! はなかっぱ ばらかもん ヒナまつり ピンポン ふたりはプリキュア ぷるるんっ!しずくちゃん ペルソナ5 マブラヴオ

ルタネイティブトータル・イクリプス ミッキーマウスクラブハウス メイドインアビス モノノ怪 ヨルムンガンド ライフル・イズ・ビューティフル らき☆すた ラ

ブ、デス＆ロボット ラブライブサンシャイン! らんま1/2 リストランテ・パラディーゾ リセス ヲタクに恋は難しい 暗殺教室 王室教師ハイネ 何でここに先生

が!? 火ノ丸相撲 魁‼男塾 学戦都市アスタリスク 機動戦士ガンダム00 機動戦士ガンダムNT 機動戦士ガンダムSEED 機動戦士ガンダムTHE ORIGIN 逆境無頼カイジ

銀の匙 Silver Spoon 君に届け 血界戦線& BEYOND 四月は君の嘘 消滅都市 色づく世界の明日から 食戟のソーマ 森の安藤 世話やきキツネの仙狐さん 星のカー

ビィ 生徒会役員共 青の祓魔師 赤髪の白雪姫 絶縁のテンペスト 続・終物語 沈黙の艦隊 刀剣乱舞-花丸- 凪のあすから 美女と野獣 美少女戦士セーラームーン

美男高校地球防衛部 氷菓 僕は友達が少ない 魔法少女まどか☆マギカ 幽☆遊☆白書 遊☆戯☆王VRAINS! 幼女戦記 恋は雨上がりのように 湾岸ミッドナイト

回答数 1,149名
10



「今」最も好きな「アニメ」 男女別

11

男子 数 女子 数

1 ONE PIECE 103 1 名探偵コナン 61

2 ワンパンマン 34 2 約束のネバーランド 39

3 約束のネバーランド 33 3 ONE PIECE 30

4 ジョジョの奇妙な冒険 30 4 銀魂 19

5 名探偵コナン 24 5 進撃の巨人 14

6 HUNTER×HUNTER 17 6 ジョジョの奇妙な冒険 11

6 キングダム 17 6 ドラえもん 11

6 ダイヤのA 17 6 ハイキュー!! 11

6 進撃の巨人 17 9 クレヨンしんちゃん 10

10 ソードアート・オンライン 16 10 ワンパンマン 8

11 NARUTO-ナルト- 14 11 HUNTER×HUNTER 7

12 ドラゴンボール 13 11 どろろ 7

13 メジャー 12 13 鬼滅の刃 6

14 Re:ゼロから始める異世界生活 10 14 FAIRY TAIL 5

14 イナズマイレブン 10 14 PSYCHO-PASS 5

14 コードギアス 10 14
かぐや様は告らせたい～天才たちの
恋愛頭脳戦～

5

14 銀魂 10 14 ソードアート・オンライン 5

18
かぐや様は告らせたい～天才たちの
恋愛頭脳戦～

9 14 フルーツバスケット 5

18 バキ 9 14 ポプテピピック 5

18 五等分の花嫁 9 14 メジャー 5

18 東京喰種 9 14 斉木楠雄のψ難 5

14 僕のヒーローアカデミア 5



産業能率大学生へのコンテンツ利用調査2019（2019.4～6）

「今」最も好きな「キャラクター」

スヌーピー 50

くまのプーさん ミッキーマウス 34

ドラえもん 27 モンキー・D・ルフィー 20

野原しんのすけ 17

シナモロール ドナルドダック ロロノア・ゾロ 16

ラプンツェル 14 アリエル マイメロディ 13 うずまきナルト スティッチ ダッフィー

ポムポムプリン 12 BT21 スポンジボブ 11 アイアンマン アンパンマン キルア=ゾルディック ミ
ニーマウス 信 9 サイタマ ミニオン リラックマ 8 ぐでたま サンジ チップとデール 赤井秀一 7 ス
パイダーマン ピカチュウ ポチャッコ レム 江戸川コナン 孫悟空 茂野吾郎 6 グーフィー ダンボ
デイジーダック 王騎 金木研 坂田銀時 範馬刃牙 5 BiSCOCOちゃん うちはイタチ カービィ クロミ クロ

ロ・ルシルフル ジャビット トムとジェリー ノーマン ハローキティ ブローノ・ブチャラティ ポートガス・D・エース
ムーミン メリオダス リヴァイ リトルグリーンメン 範馬勇次郎 4 ウッディ・プライド うる星やつらラム ギルガメッシュ
くまモン シナモン スキウサギ すみっコぐらし チコちゃん トトロ パワーパフガールズ マイク ミッフィー リトルツインス

ターズ ルパン三世 ルルーシュヴィブリタニア 安室透 怪盗キッド 灰原哀 観音坂独歩 御幸一也 槙島聖護 野原ひろし 3 アラ
レちゃん ウィッシュミーメル うさぴよ エドワード・ニューゲート エルモ おでんくん ガーフィールド カーミット ガチャピン カモノハシペ
リー キャプテン・アメリカ キャプテン・マーベル くまのがっこう コキンちゃん コラソン コリラックマ コロコロクリリン ゴンフリークス
サリー ジャスミン シンプソンズ セーラームーン（月野うさぎ） せんとくん そらジロー チップ チャーリーブラウン デイダラ デク トニー
トニー・チョッパー トラッキー トラファルガーロー トランクス バッドばつ丸 バットマン ピングー ふなっしー ブロリー ベイマックス ベ
ティちゃん ぼのぼの りっぴー リムル 鮎川天理 影山飛雄 吉良吉影 空条承太郎 桜木花道 四宮かぐや 上条当麻 神宮寺レン 中野一花 中

野三玖 津島善子(ヨハネ) 白金燐子 爆豪勝己 百鬼丸 2

Barbie Benjazzy C.C. Chimmy DIO KRUNK mettaton Sans shinichi アインズ・ウール・ゴウン アシタカ アスタ アッシュ・リンクス アナ アナゴさん ア
ビー アピーチ アリス アルミン アローラロコン イーヨー イカルゴ うーちゃん うちはサスケ うちはマダラ ウルビダ エマ エマ・ウッズ エミリア エル
ヴィン・スミス エレシュキガル エレン・イェーガー オイゲン オールマイト おそ松さん オドシシ オトッペ オラフ おるちゅばんエビちゅ お買いものパンダ
カーズ がーどまん ガイモンガイモン カオナシ カカオフレンズ ガッシュベル かつぶしまん カナメ カビルンルン ガブリアス カブレラ キイロイトリ キス
ショット・アセロラオリオン・ハートアンダーブレード キスマツ荘 キャプテンマーベル キャンチョメ キュアエトワール キュルル キングダム キングベルⅠ世
キングボンビー くいな クー・フーリン ククリ クッキーモンスター くまのまーくん クモのルーカス クラフトホリック クリィミーマミ グル～ミ～ グレムリ
ン グレン くろかみちゃん ぐんまちゃん けろけろけろっぴ コウペンちゃん ごきげんぱんだ こぐまちゃん こぐまのケーキ屋さんの店長 ココア ここちゃん
ゴジータ コジコジ コッコロ コロ助 サウザー サザエさん サボ ジェイソンステイサム ジバニャン しまじろう ジャイアン ジャムおじさん シャロ ジョー
カー(雨宮蓮) ジョルノジョばーな ジル・スティングレイ シンデレラ スコール・レオンハート すこぶる動くウサギ スターバタフライ スターマン スナフキン
スパイク・スピーゲル ゼタ ゼニガメ ゼルダ セレナ センチメンタルサーカス ソー ソーマシックザール そお星人 ソニック・ザ・ヘッジホッグ そらジロ―
ターニャ・デグレチャフ タキシードサム たぬきゅん ちぃたん☆ チェシャ猫 チェチェナちゃん チノ ちみたん チャイロイコグマ チャンドゥ つばみ つば九
郎 デッドプール テレタビーズ ドアラ トゥイーティー ドキンちゃん ドドリア ともだちはくま ドラミ どんぐりたけし とんすけ ナイトメア ナツ・ドラグ
ニル ナナチ ナミ なめじろう なんJ民 にこにー ニモ にゃんごすたー ねぎ星人 ネロ・クラウディウス ノンタン バーダック バキの宮本武蔵 ハク バジオ
ウ バズ・ライトイヤー はっとン ハデス パピルス ハマーンカーン ハム太郎 パルちゃん ハローメンディー パワパスガールズ パンダくん パンデモニウムさ
ん ピーターパン ピーポくん ピッコロ ビブラーバ ビンスカーター フィリップ・マーロウ ブースカ フシギダネ ふっかちゃん フラッフィー フランキー ぶ
りぶりざえもん ブルマ フレデリック ベガッ太さん ペコちゃん ベジータ ペテルギウス・ロマネコンティ べポ ベル ペンギンズ ホイップるん ボーちゃん
ポケットモンスター ポッチャマ ボボボーボ・ボーボボ ホムラ ボルト マエリベリー・ハーン マスオさん まっくん マリア・カデンツァヴナ・イヴ マリーダ・
クルス マリーちゃん マリオ マリノスケ まるもふびより ミスター・ポテトヘッド みずニャン ミミッキュ メビウス1 もこう もちうさ モンスターズインク
ヤマトン ヤミスケヒロ ヨランダ・ロフスキ ライアン ライオンちゃん ラッドフィンク ラフタリア ランカ・リー リーシェナ(Shadowverse) リーファ リーフィ
ア リク リザードン リトルミイ ルウシェ・エルレンシア ルーベン ルカリオ レイ レヴィ レックス ロールパンナ ロクサス ロックリー ロッツォ 飴村乱
数 絢辻詞(アマガミ) 綾波レイ 杏仁豆腐 伊瀬谷四季 依田芳乃 一ノ瀬トキヤ 一ノ瀬蓮 一色いろは 一方通行 卯月コウ 燕結芽 仮面ライダー1号 仮面ライ
ダーカイザ 仮面ライダージオウ 加賀(艦隊コレクション) 花宮真 我妻善逸 蛙吹梅雨 柿崎メミチョ 葛之葉雨彦 茅ヶ崎至 桓き将軍 桓騎 岩沢まさみ 輝崎千
紘 鬼太郎 吉田くん（吉田“ジャスティス”カツヲ 宮内れんげ 恐怖達磨 響 桐間紗路 金属バット 空銀子 栗山未来 結月ゆかり 血小板 月ノ美兎 月永レオ
月山習 月島蛍 犬夜叉 虎石和泉 五代雄介 御剣冥夜 御坂美琴 向井拓海 工藤新一 香月ナナ 香風智乃 高垣楓 高木藤丸 豪太(舞台私のホストちゃん) 轟焦
凍 国木田花丸 黒川千秋 黒尾鉄朗 黒澤ダイヤ 佐久間まゆ 冴羽獠 桜守歌織 桜内梨子 殺せんせー 三井寿 三峰結華 山姥切長義 山田一郎 山田三郎 山田
二郎 山本元柳斎重國 紫原敦 自分ツッコミくま 七尾百合子 邪エナガ 首領パッチ 寿嶺二 小太刀凪 松田陣平 上記のアニメに出てくる豪炎寺修也 上杉達也
新開隼人 新島真 森島はるか 真田弦一郎 真島太一 真壁瑞希 神楽 神楽麗 神宮寺寂雷 神崎蘭子 須賀京太郎 水森亜土 星井美希 星空凛 聖川真斗 西園寺
琴歌 青葉モカ 斉木楠雄 石川五右エ門 赤髪のシャンクス 雪ノ下陽乃 仙石忍 千手柱間 素能玉雪 双葉杏 惣流・アスカ・ラングレー 早坂愛 蔵王立 太宰治
大空翼 大崎甘奈 沢口麻衣 沢村栄純 沢田綱吉 谷垣源次郎 中野五月 中野二乃 朝香果林 朝田詩乃(シノン) 長月夜 鶴屋さん 天々座理世 土方歳三 土方十
四朗 島田真夢 東条英虎 東方仗助 藤原佐為 藤原千花 謎の魚 南雲鉄虎 南条光 南波六太 忍野忍 波風ミナト 八田美咲 半田清舟 飛田雄介 眉村健 美竹
蘭 風間トオル 風見一姫 風早くん 風鳴翼 兵頭十座 平沢唯 北沢志保 僕らベアベアーズ 本田吾郎 明日原ユウキ 鳴上悠 鳴上嵐 木之本さくらちゃん 野原
ひまわり 野坂悠馬 幽谷霧子 与田祐希 来栖翔 乱馬 利根川幸雄 陸奥 流川楓 涼宮ハルヒ 緑谷出久 瑠璃川幸 鈴屋什造 霊烏路空 煉獄杏寿朗 狼谷吊戯
和泉守兼定 櫻井桃華

回答数 1,158名
12



「今」最も好きな「キャラクター」 男女別
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男子 数 女子 数

1 モンキー・D・ルフィー 19 1 スヌーピー 46

2 ロロノア・ゾロ 14 2 くまのプーさん 28

3 うずまきナルト 12 3 ミッキーマウス 24

4 ドラえもん 11 4 シナモロール 16

5 ミッキーマウス 10 4 ドラえもん 16

6 アイアンマン 8 6 ラプンツェル 14

6 キルア=ゾルディック 8 7 アリエル 13

6 サイタマ 8 8 ドナルドダック 12

6 信 8 9 BT21 11

10 くまのプーさん 6 9 ダッフィー 11

10 レム 6 9 ポムポムプリン 11

10 茂野吾郎 6 9 野原しんのすけ 11

10 野原しんのすけ 6 13 スティッチ 9

14 アンパンマン 5 13 マイメロディ 9

14 サンジ 5 13 ミニーマウス 9

14 スパイダーマン 5 16 ミニオン 8

14 ピカチュウ 5 16 リラックマ 8

14 孫悟空 5 18 スポンジボブ 7

14 範馬刃牙 5 19 ポチャッコ 6

20 スヌーピー 4 20 グーフィー 5

20 スポンジボブ 4 20 ぐでたま 5

20 ドナルドダック 4 20 ダンボ 5

20 ポートガス・D・エース 4

20 マイメロディ 4

20 リヴァイ 4

20 王騎 4

20 赤井秀一 4

20 範馬勇次郎 4



産業能率大学生へのコンテンツ利用調査2019（2019.4～6）

「今」最も好きな「俳優・女優」

吉沢亮 61 菅田将暉 52

橋本環奈 51 新木優子 41 今田美桜 37

新垣結衣 石原さとみ 32 広瀬すず 31 永野芽郁 浜辺美波 29

有村架純 28 新田真剣佑 山﨑賢人 27 小松菜奈 田中圭 26 横浜流星 24 中村倫也

20 西野七瀬 19 杉野遥亮 本田翼 18 川口春奈 17 竹内涼真 松坂桃李 中条あやみ 16 吉

岡里帆 窪田正孝 高畑充希 伊藤健太郎 坂口健太郎 11 深田恭子 10 佐藤健 山本舞香 小栗

旬 松岡茉優 土屋太鳳 北村匠海 池田エライザ 木村文乃 9 松田翔太 神木隆之介 西島秀俊 長澤ま

さみ 8 ムロツヨシ 間宮祥太朗 志尊淳 千葉雄大 中川大志 7 賀来賢人 向井理 山下智久 山田孝之

大泉洋 福原遥 6 綾野剛 岡田将生 犬飼貴丈 高杉真宙 神尾楓珠 杉咲花 瀬戸康史 波瑠 白石麻衣

飯豊まりえ 北川景子 野村周平 鈴木伸之 5 パク・ソジュン ピエール瀧 岩田剛典 高橋一生 佐藤二朗 斎藤工

山本美月 新川優愛 清野菜名 川栄李奈 明日花キララ 鈴木仁 4 伊藤万理華 吉高由里子 岡田健史 玉城ティナ 磯村勇斗

玉木宏 桐谷美玲 戸田恵梨香 工藤阿須加 工藤遥 齋藤飛鳥 今泉佑唯 桜井日奈子 小芝風花 上白石萌歌 城田優 深川麻衣 星

野源 仲間由紀恵 東出昌大 二階堂ふみ 鈴木拡樹 3 エマ・ワトソン エリザベス・オルセン ジェイソン・ステイサム ソン・ジュンギ ト

ム・クルーズ ナム・ジュヒョク ブリ―・ラーソン ロバート・ダウニー・Jr 綾瀬はるか 遠藤憲一 横田ひかる 横田真悠 岡崎紗絵 橋本愛 高

橋ひかる 黒島結菜 菜々緒 堺雅人 三浦春馬 三浦翔平 山田裕貴 山田涼介 若月佑美 小関裕太 小宮有紗 小西詠斗 小倉優香 松坂桃李 松

田龍平 松本穂香 水川あさみ 成田凌 生田斗真 大原優乃 大沢たかお 谷まりあ 中島健人 仲里依紗 町田啓太 長谷川潤 長谷川博己 椎名桔

平 田中芽衣 島崎遥香 内田真礼 内田理央 二宮和也 馬場ふみか 百田夏菜子 武井咲 福士蒼汰 平野紫耀 与田祐希 櫻井翔 濱田岳2

Gackt kemio Taka アン・ハサウェイ イ・ジョンソク イ・ビョンホン エディ・レッドメイン エマ・ストーン エミリー・ブラント オードリー・ヘプバーン

オーランド・ブルーム ガブリエル・マクト クロエ・モレッツ こだまたいち ザック・エフロン サブリナ・カーペンター ジェイデン・スミス シルヴェスター・ス

タローン スカーレット・ヨハンソン テイラー・マリー・ヒル トム・ハーディ トリンドル玲奈 パク・シネ パク・ボゴム パク・ミニョン ヒュー・ジャックマン

ブレイク・ライヴリー ベネディクト・カンバーバッチ ベン・ハーディ マット・デイモン ミラ・ジョヴォヴィッチ ゆかな ローラ 阿部寛 愛希れいか 渥美清

芦田愛菜 安達祐実 安田顕 安田陸矢 安藤サクラ 伊藤さくら 伊藤英明 伊藤裕一 伊野尾慧 井口理 井手上獏 稲垣成弥 宇佐卓真 雨宮天 永瀬廉 奥山かず

さ 横山富輝 王林 岡田准一 岡本玲 加藤ゆりな 夏菜 梶裕貴 岸井ゆきの 岩井七世 岩永徹也 貴島明日香 吉岡愛 吉川晃司 久間田琳加 久保史緒里 久保

田秀敏 久保田未夢 宮崎あおい 宮沢氷魚 宮内凛 玉森裕太 近藤頌利 窪塚洋介 栗山千明 栗子 原奈々美 古川毅 古川雄輝 後藤真希 光宗薫 広末涼子 香

川照之 高橋みなみ 高倉健 高田健志 高木雄也 高野洸 黒木ひかり 黒木メイサ 佐久間大介 佐々木希 佐倉綾音 佐藤勝利 佐藤晴美 佐藤優樹 最上もが 坂

東龍汰 坂本真綾 桜田通 笹森裕貴 三トさくら 三江彩花 三森すずこ 山下美月 山賀琴子 山田杏奈 山本亜衣 山本裕典 寺田心 篠崎こころ 柴田恭兵 紗倉

まな 手越祐也 種﨑敦美 樹木希林 小西成弥 小瀧望 小林涼子 小澤廉 松たか子 松井玲奈 松雪泰子 松村沙友理 松田るか 松田凌 松嶋菜々子 松本潤 上

戸彩 上田堪大 上白石萌音 上畑 森七菜 森渉 森川葵 神宮寺勇太 須賀健太 須田アンナ 水原希子 水谷豊 水嶋ヒロ 清井咲希 清原果耶 清原翔 清水尋也

生田絵梨花 西島隆弘 石田明 赤西仁 広末涼子 前野智昭 倉科カナ 相葉雅紀 草刈正雄 草川拓弥 草彅剛 足立佳奈 村上虹郎 太賀 大屋夏南 大下ヒロト

大久保佳代子 大原櫻子 大谷亮平 大塚愛里 大塚芳忠 大島優子 大幡しえり 大野智 大友花恋 滝藤賢一 滝廉太郎 瀧本美織 沢口靖子 沢尻エリカ 沢村一樹

谷藤海咲 丹羽仁希 池間夏海 池松壮亮 竹達彩奈 竹中直人 竹内結子 中村アン 中村百合 猪塚健太 長江崚行 長谷川かすみ 長谷川ミラ 長嶋一茂 陳内将

椎名さくら 椿彩奈 堤真一 天海祐希 田所浩二 土村芳 唐田えりか 藤井美菜 藤原竜也 藤原竜也 藤木直人 内野聖陽 萩原利久 白濱亜嵐 八木アリサ 反町

隆史 飯窪春菜 武田玲奈 風間俊介 福山雅治 平手友梨奈 片寄涼太 片桐仁 芳根京子 豊川悦二 豊田萌絵 堀田真由 堀北真希 本郷奏多 本田響矢 満島ひか

り 木村拓哉 野田洋次郎 野島健児 矢本悠馬 柳楽優弥 悠木碧 要潤 嵐 林遣都 礼真琴 鈴木杏樹 鈴木亮平 和田琢磨 櫻井圭登 渕野右登

回答数 1,463名
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「今」最も好きな「俳優・女優」 男女別

15

男子 数 女子 数

1 橋本環奈 36 1 吉沢亮 54

2 浜辺美波 25 2 菅田将暉 33

3 今田美桜 24 3 石原さとみ 26

4 広瀬すず 22 4 新木優子 25

4 新垣結衣 22 5 田中圭 23

6 菅田将暉 19 6 横浜流星 22

6 有村架純 19 7 山﨑賢人 20

8 永野芽郁 17 8 新田真剣佑 18

8 本田翼 17 8 杉野遥亮 18

10 西野七瀬 16 10 中村倫也 17

11 小松菜奈 15 11 橋本環奈 15

11 新木優子 15 12 今田美桜 13

13 吉岡里帆 14 12 竹内涼真 13

14 川口春奈 11 14 永野芽郁 12

14 中条あやみ 11 15 窪田正孝 11

16 木村文乃 9 15 小松菜奈 11

17 新田真剣佑 8 15 松坂桃李 11

18 吉沢亮 7 18 伊藤健太郎 10

18 高畑充希 7 18 坂口健太郎 10

18 山﨑賢人 7 18 新垣結衣 10

18 松岡茉優 7

18 深田恭子 7

18 池田エライザ 7



産業能率大学生へのコンテンツ利用調査2019（2019.4～6）

「今」最も好きな「お笑い芸人」

千鳥 197 サンドウィッチマン 162
NON STYLE 65 和牛 46 バナナマン 42

チョコレートプラネット 四千頭身 39 EXIT 36

霜降り明星 35 ミキ 29

ジャルジャル 24 ダウンタウン 21 東京03 19 ジャングルポケット 15

オードリー ジェラードン 13 アンジャッシュ かまいたち バカリズム

中川家 12 ロバート 11 ナイツ 陣内智則 10 ハナコ ハライチ ハリウッド

ザコシショウ 流れ星 9 アキナ くりぃむしちゅー みやぞん（ANZEN漫才）ラ

バーガール 出川哲朗 有吉弘行 7 アルコ&ピース トム・ブラウン 金属バット 6

クロちゃん（安田大サーカス）シソンヌ 秋山竜次（ロバート）小島よしお 5

R藤本（ドラゴゲリオンZ）くっきー（野性爆弾）ちゅうえい（流れ星）ブルゾンちえみ 丸山礼

山崎弘也（アンタッチャブル）小籔千豊 渡辺直美 4 サツマカワRPG さまぁ～ず スーパーマラ

ドーナ ダイアン タイムマシーン3号 トレンディエンジェル なかやまきんに君 ネルソンズ 澤部佑

（ハライチ） バイきんぐ バイク川崎バイク ラーメンズ 横澤夏子 三四郎 志村けん 狩野英孝 春日

俊彰（オードリー）小峠英二（バイきんぐ）松本人志（ダウンタウン）粗品（霜降り明星）池田直人（レイ

ンボー）博多華丸・大吉 飯尾和樹（ずん）野性爆弾 3

2700 アイデンティティ アインシュタイン いとうあさこ インディアンス ガーリィレコード カミナリ ガンバレルーヤ ゴー☆

ジャス しゅんしゅんクリニックP たくろう テンダラー トンツカタン とんねるず ナインティナイン パッション屋良 ハリセンボ

ン パンクブーブー ビートたけし よゐこ レインボー 岩井勇気（ハライチ） 宮下草薙 劇団ひとり 見取り図 小宮浩信（三四

郎） 超新塾 天竺鼠 東京ホテイソン 2

COWCOW Mr.シャチホコ TT兄弟（チョコレートプラネット） アイクぬわら（超新塾） いつもここから イモトアヤコ インパルス うしろ

シティ オジンオズボーン おばたのお兄さん おぼん・こぼん オリエンタルラジオ かが屋 カズレーザー（メイプル超合金） カニササレ

アヤコ かもめんたる カラテカ ぎょねこ キングオブコメディ クールポコ。 コウテイ コウメ太夫 コマンダンテ コロコロチキチキ

ペッパーズ ざしきわらし さや香 サンシャイン池崎 ジャガモンド ジャルジャル すっちー ストレッチーズ せいや（霜降り明星） タ

カアンドトシ たむらけんじ チャップリン トータルテンボス ナダル（コロコロチキチキペッパーズ） ネイビーズアフロ ハッピー遠藤

パンサー ピーマンズスタンダード ヒューマン中村 ふとっちょ☆カウボーイ ブラックマヨネーズ フワちゃん ポポロクランク マヂカル

ラブリー マッスルスリー メンバー やさしいズ ゆりやんレトリィバァ ラフレクラン りんごちゃん 伊藤こう大（こりゃめでてーな）

永野 怪奇!yesどんぐりRPG 海原やすよともこ 楽しんご（おいなりさん） 鬼越トマホーク 吉田たち 久保田かずのぶ（とろサーモン） 宮

川大輔 桐野安生 銀シャリ 空気階段 原田泰造（ネプチューン） 古賀シュウ 後藤輝基（フットボールアワー） 光（しゃかりき） 桜塚

やっくん 三拍子 山内健司（かまいたち） 山里亮太（南海キャンディーズ） 児嶋一哉（アンジャッシュ） 森三中 神奈月 親指ぎゅー太

郎 西村ヒロチョ 西野亮廣 石田明（NON STYLE） 川原克己（天竺鼠） 村本大輔（ウーマンラッシュアワー） 大悟（千鳥） 中居正広 津

田篤宏（ダイアン） 田島直弥（アイデンティティ） 島田紳助 東京ダイナマイト 東野幸治 藤本敏史（FUJIWARA） 尼神インター 日村勇

紀（バナナマン） 脳みそ男 爆笑問題 浜田雅功（ダウンタウン） 福徳秀介（ジャルジャル） 平野ノラ 夢屋まさる 明石家さんま 矢作

兼（おぎやはぎ） 矢野・兵動 有田哲平(くりぃむしちゅー) 澤部佑(ハライチ) 濱家隆一（かまいたち） 麒麟

回答数 1,256名
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「今」最も好きな「お笑い芸人」 男女別
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男子 数 女子 数

1 サンドウィッチマン 106 1 千鳥 92

2 千鳥 105 2 サンドウィッチマン 56

3 バナナマン 39 3 NON STYLE 46

4 四千頭身 22 4 和牛 32

4 霜降り明星 22 5 チョコレートプラネット 28

6 NON STYLE 19 6 ミキ 25

7 ダウンタウン 18 7 EXIT 21

8 EXIT 15 8 四千頭身 17

8 ジャルジャル 15 9 霜降り明星 13

8 東京03 15 10 ジャルジャル 9

11 和牛 14 11 中川家 7

12 チョコレートプラネット 11 12 ジャングルポケット 6

13 オードリー 10 12 バカリズム 6

13 かまいたち 10 14 アンジャッシュ 5

15 ジャングルポケット 9 14 ジェラードン 5

15 ナイツ 9 14 陣内智則 5

15 ハリウッドザコシショウ 9 17 アキナ 4

18 ジェラードン 8 17 くりぃむしちゅー 4

18 ロバート 8 17 ハライチ 4

20 アンジャッシュ 7 17 ブルゾンちえみ 4

17 みやぞん（ANZEN漫才） 4

17 丸山礼 4

17 出川哲朗 4

17 渡辺直美 4

17 東京03 4

17 流れ星 4



産業能率大学生へのコンテンツ利用調査2019（2019.4～6）

「今」最も好きな「YouTuber・VTuber」

東海オンエア185
水溜りボンド56 チャンネルがーどまん55

パオパオチャンネル 44 Kemio 24 HikakinTV
キヨ。23 はじめしゃちょー21 スカイピース 18 きまぐ
れクックKimagure Cook 16 ヒカル（Hikaru）15 Fischer‘s-フィッシャー
ズ- レペゼン地球 14 SUSHI RAMEN【Riku】 さんこいち 13 QuizKnock はなお
兄者弟者 12 アバンティーズ しばなんチャンネル 11 JULIDY えむれなチャンネル カルマ
【KARUMA】 はじめしゃちょーの畑 10

ジャニーズJr.チャンネル 9 だいにぐるーぷ ブライアンチャンネル 8 Hikac Games(ヒカック
ゲームズ) KUN nanakoななこ ヴァンゆんチャンネル/ Powered by VAMBI しゅうゲームズ
ぷろたん日記 まあたそ 7 YoshidaAkari かおる카오루 TV ジュキヤ/Jukiya フワちゃんTV 
/FUWACHAN TV もこうの実況 6 Kaguya Luna Official あさぎーにょ きぬちゃんねる たっくーTVれい
でぃお プリッとChannel ライバロリ 牛沢 5 jun channel in living. momona韓国留学生 PARASTICA キズナアイ
ゲーム部プロジェクト トクサンTV【A&R】 みやかわくん / 宮川大聖 もえりんちゃんねる！ レぺゼン地球 加藤純一 月
ノ美兎 瀬戸弘司 / Koji Seto 夕闇に誘いし漆黒の天使達 4 AINYANTUBE / あいにゃん HimeHina Channel Kanekin Fitness Kawanishi
Mikiかわにしみき kouichitv Leo the football TV STスタジオ コスメヲタちゃんねるサラ バイリンガール英会話 | Bilingirl Chika プリッ
とChannel ぷろたん日記 ヘキとらハウス ヘンジンマジメ ほんだのばいく ゆうこすモテちゃんねる よきき よしなま ワタナベマ
ホト 나도Nado 笠原チャンネル 古川優香 釣りよかでしょう。 髪西 鈴木ゆゆうた 3 Alisa Ueno CONOMI CHANNEL GUNMA-17
HELLO KITTY / ハローキティ【Sanrio Official】 KOHALON Naokiman Show PROWRESTLING SHIBATAR ZZ SANNINSHOW SekineRisa
SUSURU TV. Syamu YouTube講演家鴨頭嘉人（かもがしらよしひと） YuNi -virtual singer- あまり驚かないガッチマンはホラーゲームば
かりやっている ウマヅラビデオ エミリンチャンネル カジサック KAJISAC かす キリン【考察系youtuber】 けんき コレコレチャン
ネル KoreTube さぁや saaya さかなgame＆何か さとみ シイナナルミ ステハゲチャンネル二代目 SUTEHAGEch 2nd たぐぢエンターテ
イメント タケヤキ翔/ラトゥラトゥ つくるたべるハナメ ともかほちゃんねる なこなこチャンネル ハイグレ玉夫 バケモノバケツ委
員会【バケ会】 パンピー大学生【動画投稿中】 ふくれな/fukurena 本間ひまわり - Himawari Honma - まこち みっきーチャンネル
メンタリストDaiGo もこうの実況 ゆきりぬ らっだぁ ラファエル Raphael ラファエル Raphael りんくろー事務所 佐藤ノア 車谷
セナ 撮って笑って旅をして 新希咲乃（にきさきの） 赤髪のともの ゲーム実況チャンネル!! 白いワニ 2

.LIVE /谷やん谷崎鷹人 《あつし》Channel 【サッカーゲーム専門チャンネル】ちゃまくん家ウイニングイレブン!FIFA! 〇〇の主役は我々だ！ 18禁ファミリーず
2(せかんど)すとりーと 900バ【3年0組】郡道美玲の教室ズ A.I.Channel AK-English(あかね） Alice Wonderland Aoi ch. BPR Brian Games B-モレル chiimeloちいめ
ろ Chocolate Cacao チョコレートカカオ clore 1411 COCOCOROチャンネル Dear.Jérry디어제리 Dirge Elena Tsushima EXAM garage 2st freak Godly Hanjou Channel
HikakinTV iihito jyanai IKKO‘S FILMS isa poron Jackson O’Doherty JJコンビ jun channel KAJIERI MAKEUP Kawanishi Mikiかわにしみき KINDA COOL 아영
loveliveserve M.S.S Project MDAskater MeLton &メルトン MK2かきたれ NACHOCO Channel Nami Channel nanachannel Narukami Sabaki Official officialマル秘ゲー
ム Oh Emma Patra Channel / 周防パトラ【ハニスト】 P-can .FACTORY Pinky Pop Hepburn Official qooninTV RED Memory Rikuto AF Rory Kramer RunaRio るなりお
ryo matsumoto ScooP!tv SeikinTV SHOHEI ショウヘイ Siro Channel SKYtomo Sneaks & Feet极客鞋谈 SOUND PARK StylishNoob SuperstituM SUSURU TV. The ACE 
Family Togimochi Koreaとぎもち토기모치 URA-KiSS【うらきす】 Y NAKAJIMA youtober YY-CHANNEL [YCH] YY-CHANNEL [YCH] ZyonMana アオイの。 アクシデン
ターズ あっくちゃんねる あっさりしょこ あびつん あゆタロウチャンネル いおりくんTV（IORIKUN TV） いけだつばさ いそまる エ.com(エド） おっくんの宅
飲みグルメ オパシの実況チャンネル おるたなchannel ガーリィレコードチャンネル かいんじゅ カズチャンネル/Kazu Channel カナメとハルキー きおきお kiokio
キテレツ珍道中 きょんくま キングノック【KING KNOCK】 くーねる くんひろ1st ケイタ けーてぃーじー KTG ケリン ケロケロますみ こーく-不透明- こーじ
ごじゃゴレン こばしり。 こんびにこ サイタくん劇場 さなちゃんねる サランピtv<韓国エンタメ放送局> しょうじ すあだちゃんねる スーツ交通 / Suit Train
スーツ旅行 / Suit Travel ステハゲチャンネル二代目 SUTEHAGEch 3nd スロパチステーション ゾゾゾ そらまひちゃんねる そらるチャンネル タイショウ / TSW たま
きん ためにならない!! つばさブロー つるつるTV / turuturuTV てぃす ディスカバリーチャンネル デカキン Dekakin てんちむCH/ tenchim トイパーランド トムソ
ンチャンネルん トランシスター ドロシー なかのっち絶叫チャンネル にじさんじ にたまご にゅるい/ルイ幹雄 ノーブランド ハセシン / XxHASESHINxX はるあ
ん ばんばんざい ピーナッツくん！オシャレになりたい！ ヒラ ぶいめん フェルミ研究所 プテラたかはし プピプピ文太 ふみあみ双子チャンネル ブレイクス
ルー佐々木 プロレスリングFreedoms ぺいんとチャンネルゥ へきトラハウス べるくら企画 べるくら企画 ぺんぺん ぽこにゃん ほすちる「Host children」 ポッ
キー ぽへチャンネル ぼんぼん金久保マユ まぐろなちゃんねる まこと。 ましゅるむ マシロンケーキ マックスむらい マッスルグリル まなてぃーちゃんねる
【紗倉まな公式】 まふまふちゃんねる みきお。 みぽちゅーぶ メジロイド/Mejiroid メトロンブログ ももちのクセが強すぎた。 やっちまい家 ゆうこすモテちゃ
んねる ゆりいちちゃんねる ゆんちゃんねる ヨンジュちゃんねる韓国トレンド速報 ヨンレミチャンネル욘레미채널 らむめろ リゼ・ヘルエスタ -Lize Helesta- レト
ルト ロシアン佐藤『おなかがすいたらMONSTER!』 ろみの部屋 わっきーTV/石脇誠【全国グルメ動画チャンネル 김습습Double Soup 一翔剣ちゃんねる 宇志海いち
ご 卯月コウ 影井ひろ樹 叶(にじさんじ) 簡易ユーゴKan-i Hyugo 恭チャンネル 禁断ボーイズ 江﨑葵/あおまる 黒いエクレア 佐藤そるとは鼻のJK 妻が綺麗過
ぎる。 桜井野の花TV 燦鳥ノム - SUNTORY NOMU - 産業能率大学 産能大のVチューバー IROHA 実況者まがれつ2nd 酒桜 臭すぎたケツ顎 小西詠斗 上京ワッショ
イ 떵개떵 心愛 整形アイドル轟ちゃん 絶対死なないマン 村上チハヤ 台湾の 大橋体育 大山ともか 大食いらすかる 超十代チャンネル[ULTRA TEENS Channel]
超無課金/αD代表 佃煮のりおちゃんねる【犬山たまき】 斗和キセキ 湯蔵チャンネル 藤やんとうれしーの水曜どうでそうTV 藤田ニコル 虹色侍にじいろざむらい
脳筋ライダー 北の打ち師達 夢月ロア🌖Yuzuki Roa 木村なつみNatsumi Kimura / 葉山みどチャンネル/Hayama Mido Ch. 葉山潤奈 粒八ゲーム実況 미소みそ 鈴鹿詩
子 Utako Suzuka 和田さん。咀嚼音

回答数 1,238名
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「今」最も好きな「YouTuber・VTuber」 男女別
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男子 数 女子 数

1 東海オンエア 107 1 東海オンエア 78

2 チャンネルがーどまん 53 2 水溜りボンド 40

3 HikakinTV 17 3 パオパオチャンネル 34

4 水溜りボンド 16 4 Kemio 22

5 ヒカル（Hikaru） 13 5 はじめしゃちょー（hajime） 15

6 きまぐれクックKimagure Cook 12 6 さんこいち 13

7 キヨ。 11 7 キヨ。 12

8 パオパオチャンネル 10 7 スカイピース 12

8 レペゼン地球 10 9 JULIDY 10

10 はなお 8 9 アバンティーズ 10

10 ブライアンチャンネル 8 11 SUSHI RAMEN【Riku】 9

10 兄者弟者 8 11 しばなんチャンネル 9

13 Fischer's-フィッシャーズ- 7 11 ジャニーズJr.チャンネル 9

13 Hikac Games(ヒカックゲームズ) 7 14 えむれなチャンネル 8

13 QuizKnock 7 15 Fischer's-フィッシャーズ- 7

13 カルマ【KARUMA】 7 15 nanakoななこ 7

17 しゅうゲームズ 6 15 まあたそ 7

17 スカイピース 6 18 HikakinTV 6

17 だいにぐるーぷ 6 18 YoshidaAkari 6

17 はじめしゃちょー（hajime） 6 18 かおる 카오루 TV 6

17 はじめしゃちょーの畑 6 18 フワちゃんTV /FUWACHAN TV 6

17 ぷろたん日記 6

17 もこうの実況 6


