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産業能率大学生へのコンテンツ利用調査 2020（2020.4～6） 

「今」最も好きなコンテンツ（自由記述） 

 

2020年は以下の 11のジャンルについて「今最も好きなもの」「今最もおもしろいと思うもの」を自由記述で回答を集めた。スマートフォンアプリにつ

いては「今最もよく使うアプリ」を最大 5つまで。 

1. 音楽アーティスト 

2. 映画 

3. ドラマ 

4. 俳優・女優 

5. キャラクター 

6. ゲーム 

7. コミック 

8. アニメ 

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

10. お笑い芸人 

11. スマートフォンアプリ 

 

記入数と記入率は以下の通りである。 

ジャンル 有効回答数 回答率 

音楽アーティスト 2,509 68.5％ 

映画 1,737 47.4％ 

ドラマ 1,333 36.4％ 

俳優・女優 1,853 50.6％ 

キャラクター 1,501 41.0％ 

ゲーム 1,860 50.8％ 

コミック 1,735 47.4％ 

アニメ 1；664 45.5% 

YouTuber・VTuber 1,815 49.6％ 

お笑い芸人 1,775 48.5％ 

スマートフォンアプリ 5,462 55.3％ 

 

昨年より、回答率が全ジャンルで上がった。例年通り記入コンテンツは非常に多様だが、ゲームの「あつまれどうぶつの森」391票とコミック・アニメの

「鬼滅の刃」（それぞれ 328票・291票）が今回の人気コンテンツといえる。お笑い芸人の「千鳥」と、YouTuberの「東海オンエア」は、昨年と同じくそれ

ぞれのジャンルの 1位で票数も伸ばした（それぞれ 303票・230票）。 

今年も 1票、2票のコンテンツが並んだ。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、赤字

は男女ともにランクインしているデータである。 
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産業能率大学生へのコンテンツ利用調査 2020（2020.4～6） 

「今」最も好きな「音楽アーティスト」 

嵐 96 Official 髭男 dism 75 

ONE OK ROCK 70 乃木坂 46 56 

日向坂 46 55 BTS King Gnu 50 AAA 48 

TWICE 46 Mr.Children  Mrs.GREEN APPLE 44 

あいみょん 40  Snow Man 38 RADWIMPS 37 back number 30 

欅坂 46 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE SEVENTEEN 28 

SixTONES 27 GENERATIONS from EXILE TRIBE 25 sumika 22 

UVERworld 米津玄師 King & Prince NEWS 21  SEKAI NO OWARI 20 

WANIMA 18 サカナクション マカロニえんぴつ ヨルシカ 17 

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE ジャニーズ WEST 星野源 EXILE 16 BiSH 15 

清水翔太 関ジャニ∞ 14 平井大 ずっと真夜中でいいのに。 Creepy Nuts[ALEXANDROS] Aimer 13 

BUMP OF CHICKEN E-girls Nissy Hey! Say! JUMP 12 JO1 11 Vaundy Travis Japan 女王蜂 DISH// 
My Hair is Bad 10 空音 GReeeeN Little Glee Monster BLACKPINK LiSA IZ*ONE 9 

東京事変 超特急 いきものがかり YOASOBI ゆず 菅田将暉 ITZY Sexy Zone 8 緑黄色社会 ヒプノシスマイク Justin Biebe BIM 
Saucy Dog Billie Eilish iri indigo la End SIRUP 7 椎名林檎 モーニング娘。’20 なにわ男子 すとろべりーぷりんす aiko EXO Rin 音 
Kis-My-Ft2 kojikoji Aqours 6 水瀬いのり Uru UNISON SQUARE GARDEN SKY-HI 湘南乃風 安室奈美恵 ZOC 浦島坂田船 唾奇 

クリープハイプ スピッツ SUPER BEAVER サザンオールスターズ Ed Sheeran Novelbright 04 Limited Sazabys BAD HOP HiHi Jets KAT-TUN 5 
THE ORAL CIGARETTES 水樹奈々 Suchmos クボタカイ THE BLUE HEARTS Travis Scott ベリーグッドマン SUPER★DRAGON Yogee New Waves 
ZORN 藤井 風 ジャニーズ Jr.  ポルノグラフィティ milet PENTATONIX SILENT SIREN Avicii EGOIST GADORO ASIAN KUNG-FU GENERATION 
MY FIRST STORY EXILE THE SECOND BASI NCT127 Hump Back 4 
三浦大知  マキシマム ザ ホルモン  三阪咲  チャットモンチー  キュウソネコカミ  ももいろクローバーZ   福山雅治  ナナヲアカリ  山本彩  ZARD  花譜 

スキマスイッチ  舐達麻  西野カナ  美波  斉藤壮馬  三月のパンタシア  宇多田ヒカル  Wanna One  大原櫻子  鈴木愛理  Tohji  めいちゃん  家入レオ 

ポルカドットスティングレイ  SHINee  NCT  B'z  Mac Miller  Da-iCE  Oasis  Rain Drops  DOBERMAN INFINITY  chelmico  MONSTA X  amazarashi 

FANTASTICS from EXILE TRIBE  SHE'S  Perfume  IGBANG  iKON  HoneyWorks 3 
中島みゆき  V6  北村匠海  くるり  wacci  ケツメイシ  yama  サイダーガール  向井太一  The 1975  山崎育三郎  さなり  神はサイコロを振らない The Chainsmokers 

X1  ナオト・インティライミ  変態紳士クラブ  ハルカミライ  己龍  まふまふ  高橋優  まるりとりゅうが  山猿  みやかわくん  秋山黄色  tofubeats  真っ白なキャンバス 

ヤバイ T シャツ屋さん  大石昌良(オーイシマサヨシ)  Stray Kids  東方神起  鈴木雅之  堂村璃羽  SUKISHA  SUSHIBOYS  玉置浩二 放課後クライマックスガールズ  銀杏 BOYZ 

YUI  桑田佳祐  SMAP  never young beach  Martin Garrix  QUEEN  claquepot  Mom  Dua Lipa  OKOJO  AK-69 SCANDAL  ELLEGARDEN  MISIA  EMPiRE 

7ORDER  Eve  Nulbarich  EVISBEATS  ONEUS  Alan Walker  SALU  FAKY  Marshmello GLAY  Beyoncé  Ariana Grande  miwa  Jonas Blue 

MONKEY MAJIK  KANA-BOON  BLUE ENCOUNT  A ぇ! Group  Bring Me The Horizon  KID FRESINO OKAMOTO'S  kiki vivi lily  One Direction  CHEMISTRY 

PENGUIN RESEARCH  BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE  Red Velvet  LDH  sasakure.UK  LEX Shawn Mendes  M!LK  2PAC  2 

(K)NoW_NAME  ¥ellow Bucks  【レペゼン地球】  =LOVE  ≠ME  †яi¢к  15MUS  26 時のマスカレイド  3markets[ ]  5 Seconds Of Summer  9bic  a flood of circle  A.B.C-

Z 

AAAMYYY  AB6IX  ACE COLLECTION  After the Rain(そらる×まふまふ)  Agust D  AIKATSU☆STARS!  Ailiph Doepa  AKB48  Alan Silvestri  AliA  Amir  andymori 

Anne-Marie  AOA  APOLLO  Aqua Timez  ARKHAM  ASCA  ASTRO  ATEEZ  Backstreet Boys  BBHF  BEGIN  Björk  Bon Jovi  Brian the Sun  Bruno Mars  BTOB 

BURNOUT SYNDROMES  Cardi B  cero  ChamJam  Charlie Parker  CHEHON  CHiCO with HoneyWorks  Chris Brown  CIX  Clean Bandit  CNBLUE  Coez  Coldplay 

coldrain  COMPLEX  Conan Gray  CRAZY VODKA TONIC  CRCK/LCKS  CROWN POP  CRYSTAL LAKE  CULTURES!!!  DAOKO  DECO*27  Def Tech  DETOX  Drake 

DIR EN GREY  DJ OKAWARI  DOES  eill  Enigma  Erde moi -エルデモア-  FIVE NEW OLD  Flo Rida  FLOW  flumpool  FOMARE  Frank Ocean  fromis_9  GACKT 

FUNKY MONKEY BABYS  gb  GeG  GeminisAzul  GLIM SPANKY  GOING STEADY  Goose house.  GOT7  Grace VanderWaal  Grouper  Gryffin  Hakubi  Half time Old 

Happiness  HARDCORE TANO*C  Hello Sleepwalkers  Hey! Say! JUMP(山田涼介)  Hideyoshi  HiHi Jets(猪狩蒼弥)  Hilcrhyme  HIROOMI TOSAKA  HONNE  IDOLiSH7 

hololive IDOL PROJECT  INTERSECTION  IU  JACKSON 5  JAM Project  Jenevieve  Jin Dogg  Jinmenusagi  jizue  JJJ  John Lennon  J-REXXX  Juice=Juice  JYJ 

Julie Driscoll  Kalafina  KALMA  KANDYTOWN  Kanye West  Katy Perry  Keali'i Reichel  KEYTALK  KinKi Kids  KiRaRe  Knights  kobore  KOHH  KOTORI  kZm 

Lady Gaga  LANY  L'Arc-en-Ciel  OOP H☆R  luz  M4!!!!  Machico  maina  MAMAMOO  MAN WITH A MISSION  MARILYN  ANSON  Maroon 5  Maroon 6  MCND 

Meghan Trainor  Men I Trust  MichroMe  Mike Williams  millennium parade  MIYAVI  Morfonica  Mrs.WiENER  N.Flying  N.W.A  NICOLE  NillNico  Nizi Project 

NMB48  No Rome  NOISEMAKER  Non Stop Rabbit  noovy  NORISTRY  Novel Core  OLDCODEX  ONE OK ROCK(Taka)  ORANGE RANGE  OrβIT  PETZ  Play.Goose 

Pop Smoke  Poppin'Party  postman  PSYQUI  Q-MHz  QN  QUELL  Radek Baborák  Reol  ROTTENGRAFFTY  RUEL  Runny Noize  SALLA.R  SawanoHiroyuki[nZk] 

SECRET 7 LINE  SePTENTRION  Sexy Zone(中島健人)  SHANK  SHE IS SUMMER  SHISHAMO  SiM  Sir Vanity  Skrillex  SNEEEZE  SOLIDEMO  sora tob sakana  SPYAIR 

SOUL'd OUT  SparQlew  SPECIAL OTHERS  Survive Said The Prophet  SWAY  Swift  syudou  T.M.Revolution  t+pazolite  t-Ace  Tchami  Tempalay  Superfly  TETORA 
TENDOUJI  the band apart  The Beatles  The Cabins  The Chain Ups  the peggies  the quiet room  The Sketchbook  This is LAST  THREE1989  tio  TOCCHI  TOTALFAT 

Tokyo Young Vision  TOMORROW X TOGETHER  TUBE  Tyga  VIGORMAN  vivid undress  WALK THE MOON  Wallows  WEAVER  Weki Meki  Westlife  WHITE JAM 

WILYWNKA  WOMCADOLE  WONK  WOODZ  X JAPAN  xi  Yellow Claw  yonawo  yonige  Zeebra  ZEED  アイビーカラー  アクマデ  あさぎーにょ  あっこゴリラ 

ウォルピスカーター  エレファントカシマシ  オメでたい頭でなにより  カネコアヤノ  かりゆし 58  カンザキイオリ  グッドモーニングアメリカ  ゲスの極み乙女  ケラケラ  コドモドラゴン 

ゴールデンボンバー  コブクロ  コムアイ  ザ・クロマニヨンズ  サンドリオン  サンプラザ中野くん  サンボマスター  ジェニーハイ  スカイピース  すとろべりーぷりんす(さとみ) 

セーラー・ボーイズ  ぜったくん  たかやん  たこやきレインボー  ダズビー  ちゃんみな  つんく♂  デューク・エイセス  でんぱ組.inc  トミタ栞  とら*  ドラマストア 

ドラマチックアラスカ  なにわ男子(大橋和也)  ニガミ 17 才  ネクライトーキー  ハンブレッダーズ  ビッケブランカ  ペトロールズましのみ  まねきケチャ  まらしぃ  メガテラ・ゼロ 

モーモールルギャバン  やくしまるえつこ  ゆよゆっぺ  ユレニワ  よかろうもん  リアクション ザ ブッタ  リサイタルズ  リュックと添い寝ごはん  ロードオブメジャー  わーすた 

ワルキューレ  阿部真央  絢香  安全地帯  宇野実彩子  瑛人  奥田民生  岡村靖幸  夏と彗星  夏川椎菜  夏代孝明  河下楽(ジャニーズ Jr.)  花澤香菜  角田信朗  関口シンゴ 

吉本坂 46  久石譲  宮本佳那子  郷ひろみ  劇団四季  高野洸  佐々木大光(ジャニーズ Jr.)  三森すずこ  山下達郎  山下智久  山崎あおい  酸欠少女さユり  私立恵比寿中学 

渋谷すばる  初音ミク  小倉唯  小林太郎  少年忍者  植田真梨恵  心之助  神宿  神谷浩史  清水理子  清竜人  折坂悠太  川谷絵音  倉木麻衣  蒼井翔太  増田俊樹 

打首獄門同好会  竹内まりや  竹澤汀  中川勝彦  中田ヤスタカ  長渕剛  椿屋四重奏  天月-あまつき  -  転校少女*  東京ゲゲゲイ  東京スカパラダイスオーケストラ  藤原さくら 

内田真礼  内田雄馬  二丁目の魁カミングアウト  虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会  悲撃のヒロイン症候群  尾崎豊  美 少年  浜崎あゆみ  平井堅  平手友梨奈  片平里菜 

夜の本気ダンス  矢沢永吉  幽閉サテライト  夕闇に誘いし漆黒の天使達  羊文学  林部智史  輪入道  鈴木ゆゆうた  和楽器バンド  凛として時雨  1  

https://www.johnnys-net.jp/page?artist=10&id=artistTop
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「今」最も好きな「音楽アーティスト」 男女別 

 

順位 音楽アーティスト（男子） 記入数  順位 音楽アーティスト（女子） 記入数 

1 ONE OK ROCK 56  1 嵐 75 

2 Official髭男 dism 45  2 BTS 45 

3 乃木坂 46 44  3 Snow Man 38 

4 日向坂 46 38  4 Official髭男 dism 30 

5 King Gnu 37  5 AAA 29 

6 Mr.Children 36  6 あいみょん 28 

7 Mrs. GREEN APPLE 22  7 SEVENTEEN 27 

8 嵐 21  8 TWICE 25 

8 TWICE 21  8 SixTONES 25 

10 RADWIMPS 20  10 Mrs. GREEN APPLE 22 

11 AAA 19  11 GENERATIONS from EXILE TRIBE 21 

12 UVERworld 17  12 King & Prince 20 

13 back number 15  12 NEWS 20 

14 米津玄師 14  14 日向坂 46 17 

14 BiSH 14  14 RADWIMPS 17 

14 欅坂 46 14  16 ジャニーズWEST 16 

17 ヨルシカ 13  17 
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE 

TRIBE 
15 

17 
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE 

TRIBE 
13  17 back number 15 

19 サカナクション 12  19 関ジャニ∞ 14 

19 あいみょん 12  19 ONE OK ROCK 14 

19 WANIMA 12  19 欅坂 46 14 
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産業能率大学生へのコンテンツ利用調査 2020（2020.4～6）  

「今」最もおもしろいと思う「映画」 

ワイルド・スピード 75 パラサイト 

半地下の家族 70 名探偵コナン 67 
キングダム アベンジャーズ 42 ハリー・ポッター 31 ス マ ホ を

落としただけなのに 30 タイタニック グレイテスト・ショーマン 26 天 気 の

子 23 スター・ウォーズ 22 アラジン 21 君の膵臓をたべたい グランド・イリュージョン 19 

レオン コンフィデンスマン JP 18 ジョーカー 17 トイ・ストーリー プラダを着た悪魔 16 

コーヒーが冷めないうちに 15 ラ・ラ・ランド 14 

劇場版 「Fate/stay night[Heaven's Feel]」  翔んで埼玉  マイ・インターン  るろうに剣心 13 

ワンダー 君は太陽 11  君の名は。  スパイダーマン  塔の上のラプンツェル  最強のふたり 10 

HiGH&LOW THE MOVIE  帝一の國  ショーシャンクの空に  エヴァンゲリヲン新劇場版  キャプテン・マーベル  50 回目のファ

ースト・キス  ぼくは明日、昨日のきみとデートする  ボヘミアン・ラプソディ 9 

千と千尋の神隠し  ミッドサマー  銀魂  アバウト・タイム ～愛おしい時間について～  シンデレラ  映画ドラえもん  1917 命をか

けた伝令 8  仮面病棟  劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』  カイジ  バック・トゥ・ザ・フューチャー  ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds 

of Prey  サマーウォーズ  花より男子ファイナル  リメンバー・ミー  劇場版 SHIROBAKO  サヨナラまで 30 分  溺れるナイフ  愛がな

んだ 7  一度死んでみた  犬鳴村  プロメア  新感染 ファイナル・エクスプレス  マスカレード・ホテル  アイアンマン  トワイライト  闇金ウ

シジマくん  映画 少年たち 6  坂道のアポロン  ホットロード  トップガン  キングスマン  コンテイジョン  あと 1 センチの恋  バーレスク  イエ

スマン"YES"は人生のパスワード  8 年越しの花嫁 奇跡の実話  アナと雪の女王  劇場版 コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-  ハングオーバー！  AKIRA 

美女と野獣  糸  インターステラ―  世界一キライなあなたに  パイレーツ・オブ・カリビアン  さよならの朝に約束の花をかざろう  もののけ姫 5 

きっと、うまくいく  春待つ僕ら  7 番房の奇跡  あの頃、君を追いかけた  人魚の眠る家  映画クレヨンしんちゃん  バイオハザード  劇場版 ヴァイオレット・エ

ヴァーガーデン  鬼滅の刃 兄妹の絆  シン・ゴジラ  響-HIBIKI-  フォーカス  PSYCHO-PASS サイコパス  ヘアスプレー  きみに読む物語  今日から俺は！！

劇場版  天使にラブ・ソングを…  セブン  海猿  スタンド・バイ・ミー  オーシャンズ  映画「聲の形」  ピッチ・パーフェクト 4 

天使のくれた時間  検察側の罪人  ターミネーター  恋は雨上がりのように  図書館戦争  ファンタスティック・ビースト  アルキメデスの大戦  SUNNY 強い気持ち・強い愛 

ちはやふる  フォレスト・ガンプ/一期一会  トランスポーター  グリーンブック  はじまりのうた  ミッション：インポッシブル  gifted/ギフテッド  ANNIE/アニー  AI 崩

壊  メイズ・ランナー  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～  メリー・ポピンズ  劇場版メイドインアビス 深き魂の黎明  Diner ダイナー 

今夜、ロマンス劇場で  ライアーゲーム   時計じかけのオレンジ  レ・ミゼラブル  ハウルの動く城  ジュマンジ  KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン- 

ヲタクに恋は難しい  忍びの国  亜人  猿の惑星  3 

世界侵略：ロサンゼルス決戦  フォード VS フェラーリ  マンマ・ミーア！  プリズン・ブレイク  エイプリルフールズ  あゝ、荒野    オール・ユー・ニード・イズ・キル  ランボー  ド

クター・ドリトル  Every Day  殺さない彼と死なない彼女  アバター  人狼ゲーム  ぐらんぶる  TOO YOUNG TO DIE！若くして死ぬ  ジェイソン・ボーン  恋空  シュガー・ラッ

シュ  ミスト  ベスト・キッド  告白  グリーン・インフェルノ  冴えない彼女の育てかた Fine  ファイト・クラブ  ウルフ・オブ・ウォールストリート  アイ・フィール・プリティ！ 

人生最高のハプニング  親愛なるきみへ  アメリカン・スナイパー  世界から猫が消えたなら  ジョン・ウィック  相棒  GODZILLA ゴジラ  ハッピー・デス・デイ  映画 賭ケグルイ 

LION/ライオン ～25 年目のただいま～  アリー/スター誕生  モンスターズ・インク  映画『映像研には手を出すな！』  インセプション  22 年目の告白-私が殺人犯です-  ミスミソウ  イ

エスタデイ  見えない目撃者  魔女の宅急便  2001 年宇宙の旅  魔法にかけられて  ROOKIES -卒業-  明烏 あけがらす  ウォールフラワー  コマンド―  四月は君の嘘  何者 

ミッドナイト・イン・パリ  HELLO WORLD  IT/イット"それ"が見えたら、終わり。  いぬやしき  エスター  機動戦士ガンダム  ミニオンズ  セッション  フューリー  インクレデ

ィブル・ファミリー  ハクソー・リッジ  ダークナイト  探偵は BAR にいる  君と 100 回目の恋  メン・イン・ブラック  ターミナル  天空の城ラピュタ  マトリックス  ものすごく

うるさくて、ありえないほど近い  ダイ・ハード  DESTINY 鎌倉ものがたり  インシディアス  僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ：ライジング  マレフィセント  劇場版 う

たの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE キングダム  ONE PIECE FILM ワンピースフィルム  俺物語！！  踊る大捜査線 THE MOVIE  仮面ライダー1 号  ストレイト・アウタ・コンプトン  パ

ルプ・フィクション  2 

SUITS スーツ  劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-  火垂るの墓  ナラタージュ  七つの会議  ナルニア国物語  ジャッジ！  ニート・ニート・ニート  去年の冬、きみと別

れ  ニュー・シネマ・パラダイス  孤狼の血  のだめカンタービレ 最終章  晴天の霹靂  のぼうの城  ドリームガールズ  パージ  映画刀剣乱舞  ハートストーン  鑑定士と顔のない依頼人 

パーフェクト ワールド  ストロボ・エッジ  バーフバリ  劇場版トリコ  エクストリーム・ジョブ  RERSONA5 the Animation「A Magical Valentine's Day」  Fukushima 50  ダンボ  おおかみ

こどもの雨と雪  打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？  WALKING MAN  八王子ゾンビーズ  A GHOST STORY/ア・ゴースト・ストーリー  トレインスポッティング  おしん  アメリカン・

スリープオバー  パシフィック・リム  ジョジョ・ラビット  オズランド 笑顔の魔法おしえます。  学校の怪談  オデッセイ  スクリーム  バットマン  空気人形  ガールズ＆パンツァー 劇場版 

いま、会いにゆきます  パディントン  劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語  バトルシップ  センター・オブ・ジ・アース  ガールズ＆パンツァー 最終章  ソドムの市  アートのお値段  

私の中のあなた  ハルチカ  純情  かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～  チャーリーとチョコレート工場  カメラを止めるな！  先輩と彼女  カリフォルニア・ダウン  トウキョウソナタ 

ハンガー・ゲーム  日本統一  キセキ -あの日のソビト-  覆面系ノイズ  ハンナ・モンタナ/ザ・ムービー  トレイン・ミッション  バンブルビー  映画 ビリギャル  ピーター・パン  映画 刀剣乱

舞  ピクセル  ジュラシック・パーク  アイ・アム・レジェンド  横道世之介  ヒトラーの忘れもの  アルマゲドン  ビューティフル・マインド  シング・ストリート 未来へのうた  ビルド NEW 

WORLD 仮面ライダークローズ  楽園  ひるなかの流星  帰ってきたヒトラー  ヒロイン失格  虐殺器官  GO  mellow メロウ  ファインディング・ニモ  いつのまにか、ここにいる Documentary 

of 乃木坂 46  キャスト・アウェイ  Mr. インクレディブル  フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ  劇場版 おっさんずラブ～LOVE or DEAD～  20 世紀少年  劇場版 空の境界  アイリッシュマン  劇

場版 HUNTER×HUNTER  フォルトゥナの瞳  劇場版マクロスΔ  アクアマン  ソーセージ・パーティー  ふたり  甲鉄城のカバネリ 海門決戦  フットルース  orange－オレンジ－  グッドナイ

ト・マミー  ヴェノム  プライベート・ライアン  時をかける少女  ブラザー・オブ・ザ・イヤー  重力ピエロ  あさひなぐ  ダンサー・イン・ザ・ダーク  プラチナデータ  E.T.  ブラックパン

サー  ツナグ  ブラック校則  青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない  アス  デッド・オア・リベンジ  プロジェクトＡ  テラスハウス クロージング・ドア  クリーピー 偽りの隣人  ドクター・

ストレンジ  アダムス・ファミリー  湯を沸かすほどの熱い愛  ペイ・フォワード 可能の王国  猫の恩返し  ペーパーハウス/霊少女  秒速 5 センチメートル  アデライン、100 年目の恋  トランスフ

ォーマー  ペット  蜜蜂と遠雷  ヘラクレス  容疑者 X の献身  ペンギン・ハイウェイ  ナイト ミュージアム  ボーダーライン  映画 ホタルノヒカリ  ホーム・アローン  シャドウハンター 

グリーンマイル  映画「けいおん！」  ホットギミック ガールミーツボーイ  L・DK  クレイジー・リッチ！  ジュラシック・ワールド  ボビー・フィッシャーを探して  LIFE！/ライフ  5 パーセン

トの奇跡～嘘から始まる素敵な人生～  アリス・イン・ワンダーランド  ポリス・ストーリー/レジェンド  DEATH NOTE デスノート  クローズ ZERO  架空 OL 日記  マイ・プライベート・アイダホ  

花と雨  マイケル・ジャクソン THIS IS IT  イージー・ライダー  ゲット・アウト  岳-ガク-  マッドマックス  渇き。  ゲド戦記  スーサイド・スクワッド  コーチ・カーター  記憶屋 あなた

を忘れない  アドベンチャーランドへようこそ  亀は意外と速く泳ぐ  ミーン・ガールズ  窮鼠はチーズの夢を見る  ゴーン・ガール  MAMA  コクリコ坂から  空の青さを知る人よ  ゴシップガー

ル 

空母いぶき  この世界の片隅に  ストレンジャー・シングス  この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説  スノーデン  ミッドナイト・サン ～タイヨウのうた～  劇場版 SPEC  ミッドナイト・ランナー 

イルマーレ  24 TWENTY FOUR  セトウツミ  ムーンライト  劇場版 ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん  アナベル  劇場版 弱虫ペダル  こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話  8 Mile 

HK/変態仮面  劇場版アイカツ！  モスラ  劇場版ポケットモンスター  ザ・ファブル  セブンティーン・アゲイン  ザ・プレデター  ソウ  サウンド・オブ・ミュージック  言の葉の庭  ユージ

ュアル・サスぺクツ  光  ラ・ジュテ  紅の豚  サクラダリセット  ソラニン  BRING THE SOUL: THE MOVIE  3 月のライオン  ライアーライアー  インデペンデンス・デイ  ラストベガス 

タイヨウのうた  ラッシュアワー  タイラー・レイク  ラプラスの魔女  タッカーとデイル 史上最悪にツイてないヤツら  サマータイムマシン・ブルース  謝罪の王様  リアル・スティール  ダン・

ブラウン  リズと青い鳥  初恋  リトル・マーメイド  新聞記者  JAWS/ジョーズ  ウォーキング・デッド  リング  チャーリーズ・エンジェル  ルディ/涙のウイニング・ラン  世界にひとつの

プレイブック  ルパン三世 カリオストロの城  ディセンダント  KANO ～1931 海の向こうの甲子園～  青夏 きみに恋した 30 日  サヨナラまで 31 分  斉木楠雄のΨ難  シークレット・ミッション 

デス・レース  レディ・プレイヤー0  走れ!T 校バスケット部  レディ・プレイヤー1  デッドプール  ロード・オブ・ザ・リング  うちの執事が言うことには  ローン・サバイバー  トゥルーマン・シ

ョー  ローン・レンジャー  search/サーチ  ワールド・ウォーZ  東京喰種 トーキョーグール  BUMP OF CHICKEN "WILLPOLIS 2014" 劇場版  虹色デイズ  わたしを離さないで  ドラゴン・タ

トゥーの女  ワン・デイ 23 年のラブストーリー  博士と彼女のセオリー  ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド  ドラフト・デイ  シェイプ・オブ・ウォーター  不思議の国のアリス  シェ

フ 三ツ星フードトラック始めました  母と暮せば  シザーハンズ  エイリアン  シックスヘッド・ジョーズ  万引き家族  悪魔の手毬唄  トリック 劇場版  シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ 

弥生、三月 -君を愛した 30 年-  シャイニング  羊たちの沈黙  映画 しまじろう  96 時間  映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ  映画 ひつじのショーン  NANA  ハルフウェイ  ハ

ロー!?ゴースト  1 

 

  



今最も好きなコンテンツ・今最もおもしろいと思うコンテンツ 

5 

 

 

「今」最もおもしろいと思う「映画」 男女別 

 

順位 映画（男子） 記入数  順位 映画（女子） 記入数 

1 ワイルド・スピード 62  1 パラサイト 半地下の家族 48 

2 アベンジャーズ 35  2 名探偵コナン 39 

3 名探偵コナン 28  3 キングダム 24 

4 パラサイト 半地下の家族 22  4 アラジン 17 

5 天気の子 18  5 プラダを着た悪魔 16 

5 キングダム 18  6 ハリー・ポッター 15 

7 ハリー・ポッター 16  6 タイタニック 15 

8 ジョーカー 15  6 グレイテスト・ショーマン 15 

8 スマホを落としただけなのに 15  6 スマホを落としただけなのに 15 

10 君の膵臓をたべたい 12  10 ワイルド・スピード 13 

10 グランド・イリュージョン 12  10 スター・ウォーズ 13 

12 グレイテスト・ショーマン 11  12 コーヒーが冷めないうちに 12 

12 タイタニック 11  12 コンフィデンスマン JP 12 

14 るろうに剣心 10  14 ワンダー 君は太陽 10 

14 劇場版 「Fate/stay night[Heaven's Feel]」 10  15 レオン 9 

16 スター・ウォーズ 9  15 トイ・ストーリー 9 

16 レオン 9  15 マイ・インターン 9 

18 ラ・ラ・ランド 8  18 シンデレラ 8 

18 キャプテン・マーベル 8  19 君の膵臓をたべたい 7 

18 ショーシャンクの空に 8  19 溺れるナイフ 7 

18 エヴァンゲリヲン新劇場版 8  19 帝一の國 7 

    19 グランド・イリュージョン 7 

    19 アベンジャーズ 7 

    19 塔の上のラプンツェル 7 

    19 リメンバー・ミー 7 
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産業能率大学生へのコンテンツ利用調査 2020（2020.4～6）  

「今」最もおもしろいと思う「ドラマ」 

恋はつづくよどこまでも 67 

テセウスの船 61 野ブタ。をプロデュース 36 美 食 探 偵 

明智五郎 33 SUITS 25 花より男子 愛の不時着 24 梨泰院クラス 22 

ギルティ 悪魔と契約した女 プリズン・ブレイク 21 SPEC～警視庁公安部公安第五課 

未詳事件特別対策係事件簿～ 逃げるは恥だが役に立つ 20 99.9-刑事専門弁護士- 19 

あなたの番です 17 今日から俺は!! 16 リーガル・ハイ 中学聖日記 ごくせん トッケビ～君がくれた

愛しい日々～ 15 プロポーズ大作戦 グランメゾン東京 映像研には手を出すな! ゴシップガール 勇 者 ヨ シ

ヒコ 14 アンナチュラル 13 コンフィデンスマン JP リッチマン、プアウーマン 太陽の末裔 3 年 A 組 今から

皆さんは、人質です ROOKIES 12 大恋愛～僕を忘れる君と コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命- テラスハウス 初

めて恋をした日に読む話 JIN-仁- 家政夫のミタゾノ 11 ウォーキング・デッド ストレンジャー・シングス グッド・ド

クター ドクターX～外科医・大門未知子～ 10 相棒 ハケンの品格 エール 9 ノーサイド・ゲーム おっさんずラブ FAKE 

MOTION -卓球の王将- 素敵な選 TAXI BG-身辺警護人- ペーパー・ハウス 8 知らなくていいコト M-愛すべき人がいて- 絶対零度 麒麟

がくる 7 獣になれない私たち 僕たちがやりました DASADA 下町ロケット 魔王 花ざかりの君たちへ～イケメン♂パラダイス～ 科捜研の女 6

 結婚できない男 地味にスゴイ 校閲ガール･河野悦子 N のために ブザー・ビート～崖っぷちのヒーロー～ 年下彼氏 浦安鉄筋家族 ディ

ア・シスター 5 トリック 東京ラブストーリー シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。 フルハウス 謎解きはディナーのあとで 闇金ウシジマくん 流 星

の絆 コウノドリ GTO ごめんね青春! 特捜 9 花のち晴れ～花男 Next Season～ 恋のゴールドメダル～僕が恋したキム・ボクジュ 未満警察 ミッ

ドナイトランナー 4 SUMMER NUDE レンタルなんもしない人 ドラゴン桜 俺の話は長い メイちゃんの執事 セックス・エデュケーション 僕だけが 17 歳

の世界で このサイテーな世界の終わり 家族ゲーム 信長協奏曲 同期のサクラ アンサング・シンデレラ 凪のお暇 全裸監督  glee オレンジデイズ

 シンデレラと 4 人の騎士 ニッポンノワール-刑事 Y の反乱- 恋仲 鍵のかかった部屋 10 の秘密 Followers 空飛ぶ広報室 LIAR GAME 24-

TWENTY  FOUR- 3 

奪い愛、冬 これは経費で落ちません! まほうのレシピ 嘘の戦争 CHUCK/チャック スーパーサラリーマン左江内氏 アライブ‐がん専門医のカルテ‐ 奥様は、取り扱い注意 必 殺

仕事人 スーパーナチュラル リバーデイル オトナ高校 相続者たち 仮面ライダーゼロワン ブラックペアン そして、誰もいなくなった HERO あいのり モトカレマニア

 デカワンコ ラブリラン 1 リットルの涙 3 年 B 組金八先生 カンナさーん! SUITS2 花郎 ビッグバン★セオリー/ギークなボクらの恋愛法則 過保護のカホコ

 Beautiful Life ～ふたりでいた日々～ 海猿 プライド トドメの接吻 賭ケグルイ きみはペット BOSS 賢い医師生活 マイ☆ボス マイ☆ヒーロー

 13 の理由 The Boys 孤独のグルメ 半沢直樹 山田太郎ものがたり ラスト シンデレラ とんび ランナウェイ～愛する君のために 女王の教室 木 更 津 キ ャ ッ ツ ア イ

 Breaking Bad 踊る大捜査線 世界の中心で、愛をさけぶ いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう 正しいロックバンドの作り方 ロボットじゃな

い～君に夢中！～ あぶない刑事 CRISIS 公安機動捜査隊特捜班 のだめカンタービレ KING OF DANCE 2 
東京 DOGS 小さな巨人 ヒーラー～最高の恋人～ ブラック・ミラー 太田上田 TOKYO エアポート～東京空港管制保安部～ 百年の花嫁 ブラッディ・マンデイ 時効警察 キム秘書はいったい、なぜ？

 赤い糸 ブレイキング・バッド SCORPION/スコーピオン フレンズ オレンジ・イズ・ニュー・ブラック きょうの猫村さん HAWAII FIVE-0 ワンス・アポン・ア・タイム

 ピノキオ HIGH&LOW MIU404 ボク、運命の人です。 インベスターZ ホタルノヒカリ ウラチャチャワイキキ ホリデイラブ Good Omens ホ ワ

イトカラー 天装戦隊ゴセイジャー きょうは会社休みます。 ドルメン X マザー・ゲーム～彼女たちの階級～ 半分、青い。 Vagabond パーフェクトワールド マルモのおきて 問題のあるレスト

ラン ミス・シャーロック/Miss Sherlock 力の強い女 トボンスン ミス・パイロット This Week in WWE キルミーヒールミー 捨ててよ、安達さん。 ギルモア・ガールズ インハンド ヤ ス

コとケンジ セミオトコ ゆるキャン△ だから私は推しました W-君と僕の世界- 善徳女王 グッドモーニング・コール エージェント・オブ・シールド dele-ディーリー- 大 阪

環状線 ひと駅ごとの愛物語 Blacklist the series トップナイフ クリミナル・マインド FBI 行動分析課 釣りバカ日誌 リバース エリート クローザー エ レ メ ン タ リ ー 

ホームズ&ワトソン in NY クロサギ 突然ですが、明日結婚します The Bold Type 白い巨塔 ロマンスは別冊付録 11 人もいる！ ロングバケーション 部活、好きじゃな

きゃダメですか？ ワイルド・ヒーローズ 僕たちの復讐ノート ER 緊急救命室 眠れる森 あなたが眠っている間に ピーナッツバターサンドウィッチ 隠蔽捜査 陸王 ごくせん 2 ガ リ

レオ ごくせん 3 ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん LA Casa De Papel 私たちはどうかしている FINAL CUT 失恋ショコラティエ 黄金の私の人生 Game of Thrones 俺 の

スカート、どこ行った? 初恋は初めてなので コッパダン 女子高生の無駄づかい THE BLACKLIST/ブラックリスト 湘南純愛組! THE FLASH/フラッシュ 深夜食堂 家なき子 世 界 一 難 し い 恋

 あやしいパートナー～Destiny Lovers～ 西遊記 THE HEAD たった一人の私の味方 ザ・キング:永遠の君主 全開ガール 架空 OL 日記 ウレロ☆シリーズ ザ ・ ジ レ ン マ

 THE LAST SHIP サイレーン REAL⇔FAKE 35 歳の高校生 BONES 花咲舞が黙ってない GRIMM/グリム サムマイウェイ 池 袋 ウ エ ス ト ゲ ー ト パ ー ク

 ザ世界が仰天ニュース 昼顔～平日午後 3 時の恋人たち～ 怪物くん 天国の階段 ショッピング王ルイ 渡る世間は鬼ばかり 海外ドラマ 冬のソナタ 外科医 鳩村周五郎 東 京 タ ラ レ バ 娘

 学校のカイダン The Mentalist 監獄のお姫さま トンイ 簡単なお仕事です。に応募してみた The O.C. 義母と娘のブルース ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ

 宮本から君へ The Politician 救命医ハンク セレブ診療ファイル 彼女はキレイだった 緊急取調室 お兄ちゃん、ガチャ じれったいロマンス 表参道高校合唱部! 兄 に

付ける薬はない！ 復讐のカルテット 警視庁・捜査一課長 ハイバイママ！ THE K2 僕らは奇跡でできている 月とオオカミちゃんには騙されない ハベクの新婦 Brooklyn 99

 ハンニバル イタズラな Kiss 夜行観覧車 古畑任三郎 SUITS（米国版） THE LAST COP/ラストコップ 5 時から 9 時まで-私に恋したお坊さん- 好きな人がいること ビ タ

ー・ブラッド 高校世渡り王 恋するアプリ 今日から俺は‼ 恋の病と野郎組 LINE の答え合わせ-男と女の勘違い- ファーストクラス 最後から二番目の恋 カ ル

テット スクール☆ウォーズ 死役所 BAD BOYS J ホームルーム 1 
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「今」最もおもしろいと思う「ドラマ」 男女別 

 

順位 ドラマ（男子） 記入数  順位 ドラマ（女子） 記入数 

1 テセウスの船 33  1 恋はつづくよどこまでも 52 

2 プリズン・ブレイク 20  2 野ブタ。をプロデュース 28 

3 美食探偵 明智五郎 18  2 テセウスの船 28 

4 恋はつづくよどこまでも 15  4 愛の不時着 22 

5 SUITS 14  5 花より男子 15 

6 プロポーズ大作戦 12  5 美食探偵 明智五郎 15 

7 グランメゾン東京 11  7 梨泰院クラス 14 

7 勇者ヨシヒコ 11  7 ギルティ 悪魔と契約した女 14 

9 映像研には手を出すな! 10  7 トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜 14 

9 リーガル・ハイ 10  10 中学聖日記 12 

11 3年 A組 今から皆さんは、人質です 9  10 ゴシップガール 12 

11 
SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対

策係事件簿〜 
9  10 逃げるは恥だが役に立つ 12 

11 ROOKIES 9  10 99.9-刑事専門弁護士- 12 

11 あなたの番です 9  14 
SPEC〜警視庁公安部公安第五課 未詳事件特別対

策係事件簿〜 
11 

11 花より男子 9  14 太陽の末裔 11 

11 今日から俺は!! 9  14 SUITS 11 

17 梨泰院クラス 8  17 ごくせん 10 

17 野ブタ。をプロデュース 8  17 大恋愛〜僕を忘れる君と 10 

17 逃げるは恥だが役に立つ 8  19 初めて恋をした日に読む話 9 

17 ウォーキング・デッド 8  19 アンナチュラル 9 

    19 コンフィデンスマン JP 9 
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産業能率大学生へのコンテンツ利用調査 2020（2020.4～6）  

「今」最も気になる「俳優・女優」 

浜辺美波 77 菅田将暉 61 永野芽郁 55 

新木優子 49 石原さとみ 46 小松菜奈 43 新 垣 結 衣 
42 橋本環奈 佐藤健 37 今田美桜 広瀬すず 36 中村倫也 35

 吉沢亮 32 山﨑賢人 30 志尊淳 竹内涼真 有村架純 28 横浜流星 新

田真剣佑 25 長澤まさみ 24 田中圭 西野七瀬 23 窪田正孝 21 本田翼 20 池 田 エ

ライザ 19 吉岡里帆 18 杉野遥亮 小栗旬 17 川口春奈 ムロツヨシ 16 千葉雄大 中川大志

 北村匠海 15 松坂桃李 坂口健太郎 14 綾野剛 山本舞香 成田凌 13 賀来賢人 伊藤健太郎 高

畑充希 清原翔 12 大泉洋 高橋一生 11 山田孝之 深田恭子 松岡茉優 小芝風花 10 山下智久 神木隆之介

 清野菜名 9 福原遥 戸田恵梨香 平手友梨奈 森七菜 田中みな実 木村文乃 8 

パク・ソジュン 山田裕貴 二階堂ふみ 玉城ティナ 岡田健史 中条あやみ 木村拓哉 小関裕太 清原果耶 6 

飯豊まりえ 高杉真宙 間宮祥太朗 広瀬アリス 生田斗真 5 

綾瀬はるか イ・ジョンソク 三浦翔平 山本美月 天海祐希 小坂菜緒 ナム・ジュヒョク 吉高由里子 満島ひかり ドウェイン・ジョンソン 高 橋

ひかる 窪塚洋介 大原優乃 4 
目黒蓮 板垣瑞生 モトーラ世理奈 オードリー・ヘプバーン 平野紫耀 松田翔太 仲間由紀恵 上白石萌歌 内田理央 新川優愛 小宮有紗 岡田准一 堀田真由 瀬戸康史 与 田

祐希 星野源 若月佑美 岸井ゆきの 東出昌大 工藤遥 白石麻衣 伊藤沙莉 三浦春馬 吉川愛 福士蒼汰 村上虹郎 北川景子 大原櫻子 鈴木伸之 伊藤万理華 野村周平 竹 野

内豊 斎藤工 磯村勇人 3 

生駒里奈 工藤阿須加 山田杏奈 山田涼介 白石聖 神尾楓珠 DEAN FUJIOKA 久間田琳加 イ・ミンホ 大島優子 桜井日奈子 大野智 白濱亜嵐 沢尻エリカ 広末涼子 嵐 米 倉

涼子 紺野彩夏 向井理 佐藤二朗 森川葵 杉咲花 ローラ 宇野実彩子 二宮和也 玉木宏 塩野瑛久 中村アン キム・ジウォン 桐谷美玲 古川雄輝 ク ォ ン ・ ナ ラ

 西島秀俊 仲里依紗 クリス・プラット 鈴木仁 石井杏奈 遠藤さくら 高良健吾 若林正恭 井桁弘恵 佐々木希 石田純一 渡辺翔太 川栄李奈 渡邊圭祐 ジェイソン・ステ

イサム 上白石萌音 阿部寛 谷まりあ 鈴木亮平 2  
浅沼晋太郎 パク・ボゴム 中島健人 ウェントワース・ミラー 明日花キララ 佐藤寛太 滝沢カレン エマ・ワトソン 渡邉理佐 佐藤勝利 ヒョンビン 佐藤晴美 劉亦菲(リウ・イー

フェイ) ユ・スンホ チ・チャンウク 佐藤流司 竹内良太 佐藤玲 犬飼 貴丈 佐藤栞里 藤木直人 佐野勇斗 荒牧慶彦 最上もが 牧島輝 ライアン・レイノルズ 矢本悠馬 斎 藤

飛鳥 ソン・ジュンギ 菜々緒 蒼井優 リヴァー・フェニックス 大沢たかお 堺雅人 丹羽仁希 リリ・ラインハート 中川大輔 笹森裕貴 町田啓太 レア・セドゥ 田 鍋

梨々花 三浦涼介 なかやまきんに君 レオナルド・ディカプリオ ヴィン・ディーゼル 三吉彩花 八神蓮 三森すずこ 武田玲奈 三船海斗 芳根京子 エル・ファニング 本 郷

奏多 あき竹城 黒木メイサ 愛希れいか 葉山奨之 芦田愛菜 マッツ・ミケルセン オーランド・ブルーム 川村壱馬 山本亜依 曽田陵介 山本彩 大橋和也 オ ン ダ  チ ョ ・ セ リ ム

(EVERGROW) 大政絢 安達祐実 宮川大聖 伊勢大貴 宮沢氷魚 伊勢谷友介 京本大我 志村けん デンゼル・ワシントン 伊達花彩 近藤頌利 和田雅成 駒田航 榮倉奈々 鶴 嶋

乃愛 櫻井翔 田中真琴 濱田龍臣 ナオミ・スコット 齋藤飛鳥 島太星 髙橋海人 藤原大祐 カナパン・プイトラクン 南野陽子 ガル・ガドット 萩原利久 春川芽生 バ ル

バラ・パルヴィン 伊藤淳史 江野沢愛美 アシュトン・カッチャー 武井咲 伊野尾慧 福山雅治 井浦新 柄本佑 小室さやか 高石あかり 小室安未 ブラッド・ピット キム・ダミ 高 本

彩花 井上小百合 ホラン千秋 小西詠斗 黒木華 小南光司 遊井亮子 小野健斗 今井美桜 小林賢太郎 緑川静香 小林由依 ソン・ガンホ 小林亮太 吉谷彩子 松井愛莉 泉 澤

祐希 井上瑞稀 染谷将太 松下耕平 倉科カナ 井森美幸 吉野北人 松重豊 大原梓 松川星 久留木玲 松村北斗 宮崎湧 松田優作 宮世琉弥 松田龍平 大友花恋 井 之

脇海 沢口靖子 上原亜衣 宮﨑あおい 上戸彩 池間夏海 上地雄輔 橋本マナミ 上田堪大 チャンギヨン キムドンヒ GACKT キムヨハン トム・クルーズ 永瀬廉 中 田

みのり 永田崇人 中尾明慶 アビゲイル・ジョンソン トム・ヒドルストン クリス・エヴァンス トム・ホランド アン・ハサウェイ 栗田学武 横田真悠 古川毅 森田桐矢 田 中

洸希 森田美勇人 渡辺謙 深川麻衣 古田新太 こだまたいち 登坂広臣 深澤辰哉 東啓介 真彩希帆 藤ヶ谷太輔 岡崎紗絵 藤原竜也 岡田結実 NANAMI 水原希子 の ん

 水瀬いのり 波瑠 水谷果穂 萩谷慧悟 水谷豊 パク・ミニョン コン・ユ 畑芽育 杉田智和 反田葉月 コンミョン 荒川良々 菅井友香 富田望生 岡田将生 武 井

壮 夏菜 荒木宏文 花澤香菜 ビヨンセ サイモン・ベイカー 高橋龍之介 笠松将 高松周平 梶裕貴 ファーストサマーウイカ 清水尋也 北村諒 ジェイク・ジレンホール 堀 夏

喜 関水渚 堀北真希 アンジェラ芽衣 本田響矢 西川貴教 高野洸 岩田剛典 木村佳乃 西島隆弘 黒木ひかり 西畑大吾 門脇麦 岩本照 矢作穂香 ジェーム・スディ

ーン 黒木啓司 石橋静河 黒柳徹子 スティーブ・マックイーン 要潤 石川恋 立石俊樹 吉瀬美智子 涼本あきほ 赤楚衛二 鈴木ゆうか 赤澤遼太郎 マット・デイモン 千 鳥

 指原莉乃 國島直希 持田将史 櫻井圭登 時任三郎 渕野右登 七海ひろき 琥珀うた 柴咲コウ 筧美和子 柴田恭兵 Ayasa 紗倉まな 1  
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産業能率大学生へのコンテンツ利用調査 2020（2020.4～6）  

「今」最も気になる「俳優・女優」 

 

順位 俳優・女優（男子） 記入数  順位 俳優・女優（女子） 記入数 

1 浜辺美波 66  1 菅田将暉 33 

2 永野芽郁 39  2 石原さとみ 32 

3 菅田将暉 28  3 吉沢亮 31 

4 新垣結衣 27  4 中村倫也 29 

5 広瀬すず 25  5 志尊淳 27 

6 新木優子 23  6 新木優子 26 

6 橋本環奈 23  6 山﨑賢人 26 

6 小松菜奈 23  8 佐藤健 25 

9 今田美桜 21  9 横浜流星 23 

10 西野七瀬 20  10 小松菜奈 20 

11 本田翼 17  11 田中圭 18 

12 池田エライザ 16  12 新田真剣佑 17 

13 吉岡里帆 15  12 杉野遥亮 17 

14 竹内涼真 14  14 永野芽郁 16 

14 石原さとみ 14  14 有村架純 16 

16 長澤まさみ 12  16 今田美桜 15 

16 佐藤健 12  16 新垣結衣 15 

16 有村架純 12  18 橋本環奈 14 

19 川口春奈 11  18 竹内涼真 14 

20 ムロツヨシ 10  18 中川大志 14 

 

■は男優、■は女優 
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産業能率大学生へのコンテンツ利用調査 2020（2020.4～6）  

「今」最も好きな「キャラクター」 

スヌーピー 51 プーさん 49 ミッキーマウス 30 

ドラえもん シナモロール 26 野原しんのすけ 我妻善逸 ドナルドダック 20 

モンキー・D・ルフィ ポムポムプリン 19 ラプンツェル ロロノア・ゾロ 16 

アリエル ポチャッコ 15 冨岡義勇 14 赤井秀一 ミニーマウス 13 ピカチュウ 12 

ミニオンズ うずまきナルト キルア＝ゾルディック  ダッフィー 11 スティッチ ミッフィー 10 

竈門炭次郎 アンパンマン マイメロディ 9 緑谷出久 リラックマ 江戸川コナン グーフィー チップとデール スポンジ・ボ

ブ 8 時透無一郎 孫悟空 リトルツインスターズ(キキララ) ポートガス・D・エース カービィ サイタマ 7 

ムーミン クロミ デイジーダック ハローキティ 6 

嘴平伊之助 信 金木研 日向翔陽 栗花落カナヲ 工藤新一 坂田銀時 コジコジ クラウド・ストライフ サボ BT21 トラファルガー・D・ワー

テル・ロー ジャスミン 5 

茂野吾郎 爆豪勝己 影山飛雄 宮侑 竈門禰豆子 野原ひろし ンギョドン ティンカー・ベル ゴン＝フリークス トムとジェリー ショーン ふ な

っしー スパイダーマン フロイド・リーチ すみっコぐらし パワーパフガールズ ジョーカー 4 

胡蝶しのぶ 結城明日奈(アスナ) 中野三玖 御坂美琴 不死川実弥 一色いろは 則巻アラレ 宮城リョータ 中野四葉 吉良吉影 範 馬 勇 次 郎

 両津勘吉 リヴァイ・アッカーマン リトル・グリーン・メン 瀬名泉 レム 宇髄天元 仮面ライダーゼロツー ベティ・ブープ バ イ キ ン マ ン

 クッキーモンスター ジーニー ゲンガー ジェラトーニ マイト・ガイ Garfield くまモン ウッディ・プライド アクビ シンプソンズ APEACH オ ー

ルマイト ぼのぼの お文具 SHOOKY サンジ 3 

ルカリオ 桐ケ谷和人(キリト) 白銀御行 葛城ミサト 木野まこと(セーラージュピター) メリー・ポピンズ 二宮匡貴 空条承太郎 怪盗キッド 黄瀬涼太 北信介 安室透 佐藤マサオ 神 崎

蘭子 猗窩座 人造人間 17 号 王騎将軍 水條旬 光月おでん 観音坂独歩 比企谷八幡 西谷夕 轟焦凍 リトルミィ 黒崎一護 花宮真 ルーベン 円堂守 狡噛慎也 沢 村

栄純 煉獄杏寿郎 五条悟 ロッツォ 常守朱 ルルーシュ・ヴィ・ブリタニア 桜木花道 殺せんせー 志摩リン こぎみゅん ポッチャマ ブローノ・ブチャラティ イーブイ サ ト

シ ジンベエ コキンちゃん ジブラルタル ベル オラフ アルミン・アルレルト うさまる ぴょんたろう RJ フォーキー カビゴン ブラッドハウン

ド タキシードサム ペコちゃん キウイブラザーズ コダック チコちゃん アリス ジャッキー マリノスケ チャーリーブラウン しろたん アイアンマン ピングー ク ザ

ン(青雉) フェイタン ジャック・ジャック フシギダネ ぐでたま ブラウン ジャミル・バイパー ジェイド・リーチ アクセル ふろん太 サリー しずえ ノーマン ホークス シ ャ

ルナーク=リュウセイ コリラックマ ハウル エルモ バズ・ライトイヤー ジョジョ シャンクス マリー クロロ=ルシルフル みずニャン ケア・ベア coco ちゃん め ぐ

みん ヒソカ=モロウ トリコ ジョージ ジュラキュール・ミホーク 2 

清姫 白石蔵ノ介 中原中也 街雄鳴造 鳴瀬しろは 各務原なでしこ 早坂愛 ルウシェ・エルレンシア 東方仗助 葛之葉雨彦 服部平治 桓騎 霊烏路空 甘露寺蜜璃 赤司征十郎 モ ン

キー・D・ガープ 苔縄やちよ 鑑純一郎 遠藤さや 岸辺志乃 二十五日の夜 岩泉一 尾形百之助 記憶喪失のサメ 魔人ブウ 輝崎蛍 花園ゆりね 鬼切 画眉丸 鬼 塚

英吉 青山優雅 宜野座伸元 泉研 メリオダス 越前リョーマ 宮園かをり モクロー ルパン三世 中野梓 宮瀬豪 定春 ユウナ 藤真健司 恐怖達磨 波風ミナト 鏡 音

レン 範馬刃牙 鏡慶志郎 岡部倫太郎 レイ（北斗の拳） 峰田実 桐生一馬 湊友希那 琴吹紬 木兎光太郎 芹沢あさひ 乱凪砂 金田正太郎 鷲巣厳 レイ（約束のネバーランド）

 荼毘 空 雨宮蓮 レオナ・キングスカラー 石崎了 レジスチル 折木奉太郎 群道美玲 喪黒福造 潔世一 草摩はとり レディ 村田さん 結城友奈 大宮勇 月 永

レオ 達海猛 月詠 中川夏紀 月光院ノエル 中野五月 月山習 津島善子 月島蛍 土方十四郎 月読調 藤原千花 月野うさぎ(セーラームーン) 鳶沢みさき 古 見

硝子 王騎 古川渚 白黒無常 ヨッシー 王賁 虎石和泉 岡崎汐 五十嵐行太 百鬼丸 レモングラブ 沖田総悟 ロウル 平丸一也 ロールパンナ 音 城

セイラ ロクサス 槙島聖護 幸村精市 明石国行 ヨッシースタンプ 仮面ライダー 香賀美タイガ モモ・べリア・デビルーク 香風智乃 由比ヶ浜結衣 高 垣

楓 モリゾー 剛田武(ジャイアン) 和泉一織 ロマーノ(ロヴィーノ・ヴァルガス) リリアン ライブベアラー 縢秀星 黒崎蘭丸 灰原哀 黒雪姫 西宮結絃 黒澤ダイヤ 青 井

葦人 黒澤ルビィ 青葉モカ 佐々木琲世 雲雀恭弥 佐倉睦子 赤木剛憲 ワットソン 雪ノ下陽乃 坂上智代 素能玉雪 ワンワン 早乙女乱馬 朔間零 相澤消太 桜守歌織 リオ・フォーティ

ア 桜島麻衣 孫悟飯 桜内梨子 帯島ユカリ 桜満集 黛冬優子 逢沢駆 大和摩弥 綾瀬絵里 沢田綱吉 殺生丸 谷口タカオ 三ツ谷隆 中須かすみ 三ノ輪銀 中村希 三 井

寿 中野一花 山田二郎 園田智代子 姉帯豊音 朝田詩乃(シノン) 市ヶ谷有咲 椎名まゆり 綾瀬千早 土場垣銀 紫原敦 東堂尽八 ラティアス 東條希 七尾百合子 藤原拓海 車 谷

空 童磨 十時愛梨 横田文 十六夜咲夜 日向ヒナタ 初音ミク 巴衛 助六 リドル・ローズハート 小岩井よつば 白坂小梅 小宮果穂 白蘭 小宮恵那 八 田

美咲 小太刀凪 モノクマ 小爪研磨 樋口円香 小島元太 姫坂乃愛 庄司慎吾 不死川玄弥 昌平君 不二周助 松浦果南 風見一姫 松岡凛 兵頭九門 伊藤誠 平子真子 井 上

トロ 峰不二子 深海奏汰 牧伸一 真田弦一郎 麻倉葉 真田莉々奈 万座太子 真島吾朗 霧島 真壁瑞樹 鳴上悠 神威 茂野 吾郎 神楽 蒙恬 神宮寺レン 木 之

本桜 一ノ瀬トキヤ 加藤恵 神田俊 有栖川帝統 一ノ瀬蓮 楊端和 人造人間 18 号 花園千秋 迅悠一 鈴屋什造 吹雪士郎 花山薫 水樹寿人 和泉柊羽 メ ル

トリリス 花柳香子 杉崎鍵 我那覇響 菅原孝志 ルーシィ・ハートフィリア 世良里津花 羌瘣 モードレッド 麃公 成海聖奈 星海光来 バーバパパ マフティー・ナビ

ーユ・エリン アナキン=スカイウォーカー こぐまちゃん ガロウ アンジェリーナ・クドウ・シールズ キラーマシン ゴジラ クロエ KRUNK KIRIMI ち ゃ ん

 コッコロ ナルシソ・アナスイ コラソン はたけカカシ イイダ ギルベルト・プロイセン LINE フレンズ クラピカ イスカンダル アリナ・グレイ イ デ

ア・シュラウド ミズゴロウ ヴァネロペ カブレラ ウィッシュミーメル ナツ・ドラグニル うさぎ帝国 ネロ・クラウディス シーザー・アントニオ・ツェペリ バオッキー ウサビッチ パ ル

ちゃん ジェイク ギルガメッシュ ジェイク・ザ・ドッグ フィンラル・ルーラケイス Mr.ポテトヘッド ブラックパンサー ジェシー グルド ジ ェ シ ー ・ ピ ン ク マ ン

 Barbie シエテ マイク ジェネ犬 マリモン R2-D2 ゴーちゃん。 シェリーメイ BRUNCH BROTHER シェリル・ノーム ガル・ガドット ウ タ

 トレーボル しずか ナナチ うちはオビト にゃんくま うちはサスケ のるるん シャア・アズナブル DIO シャーロット・カタクリ バジオウ シャクレルプラネ

ット バムとケロ C.C. ハローメンディー ウッドストック ピーターパン うにぐりくん ヒナ シャッポ ファニー・ヴァレンタイン大統領 ジャビット ア ッ

シュ・リンクス ウルトラセブン フライゴン ウルトラマン プルート ジャン・キルシュタイン ベート・ローガ エスカノール グレイシア エスタロッサ ボ ケ

ナス メグメグ クワトロ・バジーナ(シャア・アズナブル) エドワード・エルリック ボンドルド エドワード・ニューゲート けろけろけろっぴ エネル マリオ し ょ く ぱ ん く ん

 マレウス・ドラコニア エミリア ゴウセル ジョセフ＝レミ ミラージュ ジョセフ・ジョースター メアリ シロ トニートニー・チョッパー captain santa と も

だちはくま シンデレラ ドラパルト エレキシュガル かわぐっち Swain ナウシカ ズーちゃん ナツキ・スバル おしりかじり虫 なめじろう おしり探偵 ニコバン ス ノ ー ボ ー ル

 ヌオー スパイク・スピーゲル キイロイトリ おでんくん ノンタン オビ ハーレイクイン TATA キャプテン・アメリカ セイバー/フランケンシュタイン パ ク

ノダ ゼタ キュアスパークル(平光ひなた) ゼニガメ バッドばつ丸 セメントス先生 ハメドリくん ゼルビーくん ギョーザ男 せんとくん ハワーくん ソ ー

マ・シックザール キリシュタリア・ヴォ―ダイム そお星人 アシタカ ソラ ピチュー そらジロー ピノキオ ダイゴ キング(ハーレクイン) オルガ・イツカ フィン Willy 

Wonka アスタ たぬきち アナ タヌキとキツネ くまのがっこう たぬきゅん くまのまーくん ダンボ アビー・カダビー チェシャ猫 ア マ タ ・ ソ ラ

 Chimmy グルーミー カーミット ベガッ太 カイロ・レン へし切長谷部 チャイロイコグマ グレートサイヤマン ちゃちゃまる グローバー チョロプー ボス・

ベイビー ディオ・ブランド― Gatturo ティガー ポプテピピック がおっきー ポンタ デイダラ マース・ヒューズ ティム ケツァルコアトル カオナシ マジシャンズレッ

ド デーモンコアくん ケロロ軍曹 でびでび・でびる アルビダ テレタビーズ マルス でんじゃらすじーさん マンドリカルド どいやさん コイキング トゥワイス(分倍

河原仁) コウペンちゃん とかげ ごきげんぱんだ トガヒミコ みんなのたあ坊 ドキンちゃん ムーンブーツくん ドクター・ストレンジ ア レ キ サ ン ド リ ア ・ ミ ー ト

 トトロ １ごう ジュリエット・ペルシア 1 
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「今」最も好きな「キャラクター」 男女別 

 

順位 キャラクター（男子） 記入数  順位 キャラクター（女子） 記入数 

1 モンキー・D・ルフィ 18  1 スヌーピー 45 

2 ロロノア・ゾロ 14  2 プーさん 41 

3 ドラえもん 12  3 シナモロール 26 

4 うずまきナルト 11  4 ミッキーマウス 21 

5 ミッキーマウス 9  5 ポムポムプリン 17 

5 冨岡義勇 9  6 ラプンツェル 16 

7 我妻善逸 8  7 ドナルドダック 15 

7 キルア＝ゾルディック 8  8 ポチャッコ 14 

7 プーさん 8  8 アリエル 14 

10 野原しんのすけ 7  8 ドラえもん 14 

10 赤井秀一 7  11 ミニーマウス 13 

10 ポートガス・D・エース 7  11 野原しんのすけ 13 

10 ピカチュウ 7  13 我妻善逸 12 

14 緑谷出久 6  14 ダッフィー 10 

14 サイタマ 6  14 ミッフィー 10 

14 アンパンマン 6  16 マイメロディ 9 

14 江戸川コナン 6  17 グーフィー 8 

14 スヌーピー 6  17 リラックマ 8 

14 竈門炭次郎 6  17 スティッチ 8 

20 信 5  20 スポンジ・ボブ 7 

20 坂田銀時 5  20 リトルツインスターズ(キキララ) 7 

20 孫悟空 5  20 チップとデール 7 

20 ドナルドダック 5  20 ミニオンズ 7 

20 サボ 5     
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産業能率大学生へのコンテンツ利用調査 2020（2020.4～6） 

「今」最もおもしろいと思う「ゲーム」 

どうぶつの森 391 

 172 

APEX LEGENDS 98 プロ野球

スピリッツ 85 Call of Duty 83 
荒野行動 66 ポケットモンスター 41 大乱闘スマッシ

ュブラザーズ SPECIAL 39 マリオカート 35 モンスターハン

ター 34 FINAL FANTASY 31 Identity V 第五人格 30 デ ィ ズ ニ

ー ツイステッドワンダーランド 29 LINE：ディズニーツムツム 26 

FIFA 25 ドラゴンクエスト 23 クラッシュ・ロワイヤル 21 RAINBOWSIX SIEGE 20 

Fortnite スプラトゥーン 19 Dead by Daylight 16 パズル＆ドラゴンズ Fate 15 

Minecraft PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS ユニゾンエアー 13 League of Legends ブロスタ 11 

Detroit:Become Human ペルソナ ONE PIECE BIOHAZARD 9 

ゼルダの伝説 モンスターストライク テトリス あんさんぶるスターズ!!Music A3! 8 

Toon Blast KINGDOM HEARTS 7 
実況パワフルプロ野球  白猫プロジェクト  NBA  アイドリッシュセブン  人狼ゲーム  みんなで早押しクイズ  Shadowverse 6 

大富豪 ONLINE  ARK  UNO  アイドルマスター  バンドリ!ガールズバンドパーティ! 5 

乃木坂 46 リズムフェスティバル  人狼殺  #コンパス  ポケモン不思議のダンジョン  大富豪  マリオ  グランブルーファンタジー  牧場物語 4 

スタンドマイヒーローズ  桃太郎電鉄  ホームスケイプ  ルイージマンション  ラブライブ！  VALORANT  ガーデンスケイプ  ゼノブレイド  刀剣乱舞  オセロ  龍

が如く  ナンプレ  星のカービィ  Overwatch  ヒプノシスマイク-A.R.B  コード:ドラゴンブラッド 3 

リトルナイトメア  Clash of Clans  Pokémon GO  SuperStar PLEDIS  マリオメーカー  The Last of Us  消滅都市  TRPG  プリンセスコネクト！Re:Dive 

Disney POP TOWN  ぼくのなつやすみ  アークナイツ  Marvel's Spider-Man  Escape from Tarkov  レイトン教授  カルチョビット  雀魂  Flash タイピング【寿司打-SushiDA-】 

ぷよぷよ  Football Manager  ヘイ・デイ  スーパーロボット大戦  ペンギンの島  Grand Theft  Auto  マリオパーティ  Grand Theft  Auto V  ミルクチョコオンライン 

テニスの王子様 ぎゅっと! ドキドキサバイバル 海と山の Love Passion  ランダム・ダイス  どうぶつタワーバトル  リングフィット アドベンチャー  HUNTER×HUNTER アリーナバトル 

機動戦士ガンダム EXVS  ドラゴンボール レジェンズ  NET 麻雀 MJ モバイル  SEKIRO  脱出ゲーム  はぁって言うゲーム  麻雀  ファイアーエムブレム  にゃんこ大戦争 2 
定時退社オンライン  Arcaea  Logic Art  ガチ素因数分解  手押し相撲  SuperStar JYPNATION  ガーデンプレイス  キミガシネ  メタルギアソリッド  キャンディークラッシュ  機動都市 

クッキーラン：オーブンブレイク  うたのプリンスさまっ Shining Live  クッキングダイアリー  脳を鍛える大人の DS トレーニング  DEATH STRANDING  LINE バブル  グランツーリスモ 

EA SPORTS UFC 3  The crew3  Merge Dragons!  グリザイアの果実  ロックマンエグゼ  グリムエコーズ  NBA   ゲーム・オブ・スローンズ  人生ゲーム  連想ゲーム 

One Step From Eden  BTS WORLD  Dark Deception  2048  崩壊 3rd  シノビリフレ-SENRAN KAGURA-  ぼくのレストラン 2  シュール水槽  マジカルドロップ  スーパーマリオ 64 

MARVEL Future Fight  スーパーマリオ RPG  アビスリウム  The Elder Scrolls Ⅴ:Skyrim  もじぴったんアンコール  FRAMED  Mobile Legends  ステーションメモリーズ！  CUE! 

GOD OF WAR  艦隊これくしょん-艦これ-  Golf it!  逆転裁判  The King of Fighters  七つの大罪光と闇の交戦  ソードアート・オンライン  イルーナ戦オンライン  ソフィーのアトリエ  New 

スーパーマリオブラザーズ U デラックス  タイピング習得ソフト特打  戦国 IXA  たまごっち  Cyber Hunter  ダンガンロンパ  東方 LostWord  チェインクロニクル  オルクスオンライン 

つぐ me  抜きゲーみたいな島に住んでいる貧乳はどうすりゃいいですか？  SIMCITY  Brain Out  ディズニー マイリトルドール  STAR WARS  ディビジョン 3  ポケットコロニー 

テキサスホールデムポーカー  LINE ポコパン  Hearts of Iron IV  マジック:ザ・ギャザリング  Battlefield  マリオ＆ルイージ RPG  デュエル・マスターズ プレイス  アーチャー伝説 

トイブラスト  starhunting  Township  メイドインワリオ  TRAHA  メルクストーリア-癒術士と鐘の音色-  ドールズフロントライン  Master of Orion  とったど～ よゐこの無人島生活 

Counter-Strike:Global Offensive  Hypocrisy skyblock  あやとり  sky~星を紡ぐ子供たち~  イース  ドラゴンボール Z カカロット  いけいけ!熱血ホッケー部  トランプ スピード 

花札こいこい  Asphalt 8  イナズマイレブン SD  Rance X -決戦-  逆転オセロニア  Undertale  鏡の中のプリンセス Love Palace  ねこあつめ  七つの大罪～光と闇の交戦～  UNI`S ON AIR 

NeiR:Automata  Ironsight  初音ミク-Project DIVA-  JUDGE EYES:死神の遺言  信長の野望  ピアノタイル  うたドン!  ピグライフ～ふしぎな街の素敵なお庭～  仁王  CarX Drift Racing 

OCTOPATH TRAVELER  Sort lt 3D  Cuphead  DISSIDIA FINAL FANTASY  大富豪マスター  ブラウンファーム  BLEACH Brave Souls  WACCA  Pise of Kingdom  Cities:Skylines 

東方 project 弾幕 STG  LINE：ディズニー ツムツム   豆腐少女  プロ野球バーサス  乃木恋～坂道の下で、あの日僕は恋をした～  WEED Farmer Simulator  PSYCHO BREAK  ベイブレード 

抜きゲーみたいな島に住んでいる貧乳はどうすりゃいいですか？2  WORLD WAR Z  Assassin's Creed  Xenoblade Definitive Edition  名探偵コナンランナー  LINEPOP3  ホール.io 

ニュースーパーマリオブラザーズ  ウイニングイレブンクラブマネージャー  コトダマン  サッカーゲーム 1 
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「今」最もおもしろいと思う「ゲーム」 男女別 

 

順位 ゲーム（男子） 記入数  順位 ゲーム（女子） 記入数 

1 eFootball ウイニングイレブン 170  1 どうぶつの森 295 

2 どうぶつの森 96  2 荒野行動 29 

3 APEX LEGENDS 92  3 ディズニー ツイステッドワンダーランド 28 

4 プロ野球スピリッツ 84  4 マリオカート 24 

5 Call of Duty 65  5 LINE：ディズニーツムツム 21 

6 荒野行動 37  6 Call of Duty 18 

7 ポケットモンスター 29  7 Identity V 第五人格 17 

7 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 29  8 スプラトゥーン 13 

9 モンスターハンター 27  9 ポケットモンスター 12 

10 FIFA 25  10 FINAL FANTASY 11 

11 FINAL FANTASY 20  11 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 10 

11 RAINBOWSIX SIEGE 20  12 ユニゾンエアー 8 

13 クラッシュ・ロワイヤル 19  12 A3! 8 

14 ドラゴンクエスト 15  12 Dead by Daylight 8 

15 パズル＆ドラゴンズ 14  12 ドラゴンクエスト 8 

16 Identity V 第五人格 13  12 あんさんぶるスターズ!!Music 8 

17 Fortnite 12  17 Fortnite 7 

18 マリオカート 11  17 モンスターハンター 7 

18 Fate 11  17 Toon Blast 7 

20 League of Legends 10  20 アイドリッシュセブン 6 

    20 Detroit:Become Human 6 

    20 APEX LEGENDS 6 
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産業能率大学生へのコンテンツ利用調査 2020（2020.4～6）  

「今」最もおもしろいと思う「コミック（漫画）」 

鬼滅の刃 328 

ONE PIECE 186 

キングダム 86 ハイキュー!! 73 

約束のネバーランド  53 進撃の巨人  41 僕のヒーロー

アカデミア 37 HUNTER×HUNTER 31 SLAM DUNK 24 名探偵コナン 23 

五等分の花嫁 アオアシ 17 かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ ジョジョの奇妙な冒険 16 

東京卍リベンジャーズ ダイヤの A NARUTO -疾風伝- ブルーロック 15 呪術廻戦 14 チェンソーマン ワー

ルドトリガー 13 アクタージュ act-age BLEACH Dr.STONE DAYS 12 宇宙兄弟 ぐらんぶる 11 

東京喰種 SPY×FAMILY あひるの空 NARUTO -ナルト-  メジャー ワンパンマン 10 七つの大罪 GIANT KILLING 9 

黒執事 女神降臨 8 BEASTARS 7 ランウェイで笑って 終末のワルキューレ ダーウィンズゲーム SKET DANCE 6 

BE BLUES!～青になれ～ 炎炎ノ消防隊 NANA エリアの騎士 AKIRA  鋼の錬金術師 暗殺教室 薬屋のひとりごと 彼女、お借りします FAIRY TAIL 

銀魂 5 

こちら葛飾区亀有公園前派出所 ドメスティックな彼女 浦安鉄筋家族 映像研には手を出すな!  思い、思われ、ふり、ふられ グラップラー刃牙 BUNGO-ブンゴ- 推し

が武道館いってくれたら死ぬ 転生したらスライムだった件 俺だけレベルアップな件 4 

ブラッククローバー 外見至上主義 ちはやふる なまいきざかり 神様のバレー ノラガミ トリコ トモダチゲーム 文豪ストレイドッグス ら ん

ま 1/2 神さまの言うとおり バトルスタディーズ フットボールネーション アオハライド 地獄楽 弱虫ペダル ほむら先生はたぶんモテない ス イ ッ チ ガ ー

ル!! ホリミヤ 亜人 家庭教師ヒットマン REBORN! ハニーレモンソーダ マギ 食戟のソーマ 夏目友人帳 メジャーセカンド 3 

古見さんは、コミュ障です。 頭文字 D 深夜のダメ恋図鑑 サレタガワのブルー 薔薇王の葬列 CUFFS ～傷だらけの地図～ 囚人リク ストロボ・エッジ 地縛少年花子く

ん デスノート 宝石の国 テニスの王子様 君に届け とある科学の超電磁砲 黒崎くんの言いなりになんてならない ドラえもん 初めて恋をした日に読む話 ドラゴンボール

 斉木楠雄のΨ難 BANANA FISH ゴールデンカムイ とんがり帽子のアトリエ 日常 のだめカンタービレ 僕の心のヤバイやつ バクマン。 金色のガッシュ

ベル！！ アイシールド 21 月刊少女野崎くん ハリガネサービス キャプテン翼 あおざくら  防衛大学校物語 左ききのエレン フルーツバスケット 出会って 5 秒で

バトル ボールルームへようこそ 新テニスの王子様 メイちゃんの執事 DX クロスゲーム アフロ田中 赤髪の白雪姫 やがて君になる 墜落 JK と廃人教師 ヲ タ

クに恋は難しい 賭ケグルイ 闇金ウシジマくん 虹色デイズ 異種族レビュアーズ 彼方のアストラ BLUE GIANT 北北西に曇と往け 花より男子 恋と嘘 からかい上手の

高木さん 暁のヨナ 2 

新しい上司はど天然 無能なナナ セトウツミ ハピネス 灼熱カバディ ONE-PUNCH-MAN 青空エール ピアノの森 この音とまれ! ヒカルの碁 BLACK BIRD ひぐらしのなく頃

に ドラベース ドラえもん超野球外伝 ヒナまつり 図書館戦争 ヒプノシスマイク 川柳少女 ひるなかの流星 CRUSH! ダブル 僕のソルシエール ふらいんぐうぃっち 流 れ

星レンズ BE BLUES!～青になれ～ ギルティ～鳴かぬ蛍が身を焦がす ダンジョン飯 終わりのセラフ ブルーピリオド Axis powers ヘタリア GIGANT グランブルーファ

ンタジー ブレイクブレイド 西荻窪ランスルー ベルセルク ナラタージュ ホームルーム コーヒー&バニラ チーズ・イン・ザ・トラップ DRAGON QUEST -ダイの大冒

険- ぼくたちのリメイク 同級生 ホタルノヒカリ 偏愛カフェ ポプテピピック 魔法使いの嫁 ボボボーボ・ボーボボ ご注文はうさぎですか? あそびあそばせ 恋 わ

ずらいのエリー あなたがしてくれなくても 死役所 HNK にようこそ! 疾風伝説 特攻の拓 ましろのおと キン肉マン まちカドまぞく 週刊少年ジャンプ ム シ

ブギョー シガレット&チェリー orange BURN THE WITCH メイドインアビス 新世紀エヴァンゲリオン アフタージュ クレヨンしんちゃん チカーノ KEI 性別「モナリザ」の

君へ。 めぞん一刻 青のフラッグ めだかボックス 静かなるドン モブサイコ 100 絶対可憐チルドレン P と JK 送球ボーイズ や ん ち ゃ ギ ャ ル の 安 城 さ ん

 中卒労働者から始める高校生活 ゆるキャン△ 通りがかりにワンポイントアドバイスしていくタイプのヤンキー ライフ 電人 N ラブコン 透明人間の骨 ア ホ

リズム その着せ替え人形は恋をする アルスラーン戦記 不滅のあなたへ るろうに剣心 ハツ＊ハレ ろくでなし BLUES バディゴ! アルテ 未 熟 な 二 人 で ご ざ い ま す が

 わたしの幸せな結婚 明日ちゃんのセーラー服 アンデッドアンラック 有閑倶楽部 チョコミミ ONEOUTS イタズラな Kiss 亞人 イナズマイレブン き ら め き の ラ イ オ ン ボ ー イ

 ツキイチ！生理ちゃん 私の町の千葉くんは。 ディーふらぐ！ 七ツ屋志のぶの宝石匣 うずまき 邪神ちゃんドロップキック うらみちお兄さん MIX シ ッ ク ス ハ ー フ

 スキップ・ビート！ エンジェル•トランペット グラゼニ 王室教師ハイネ 渋谷金魚 おやすみプンプン 春待つ僕ら 俺様ティーチャー 女神のスプリンター 可 愛

いだけじゃない式守さん 小林さんちのメイドラゴン L♡DK 信長協奏曲 カフェでカフィを ドロヘドロ テセウスの船 すべての人類を破壊する。それらは再生できない。 花 野

井くんと恋の病 神之塔 我間乱~GAMARAN~ クロコーチ 外れたみんなの頭のネジ ナニワトモアレ デッドマン・ワンダーランド 星のカービィ デデデでプププなものがたり 学 園

アリス 青のオーケストラ 甘々と稲妻 青の祓魔師 韓国の漫画 青春シンデレラ 顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君 BECK 機動戦士クロスボーンガンダム 鋼鉄の 7 人 雪 女

と蟹を食う 鬼灯の冷徹 先輩と彼女 キミは空のすべて 双星の陰陽師 シメジシミュレーション 惰性 67 パーセント switch ナンバ MG5 テラフォーマーズ 腸よ鼻よ 金田一少年の事件

簿 痛々しいラヴ 銀の匙 Silver Spoon 椿町ロンリープラネット ギャグマンガ日和 田中くんはいつもけだるげ 君が死ぬまで後 100 日 ULTRAMAN 君と僕。 こ っ

ちむいて！みい子 君に愛されて痛かった ハイポジ てんぷる バキ 君はヒダマリ 売国機関 兄の嫁と暮らしています。 バジーノイズ 結界師 コ ミ ッ ク パ ン ダ

 ONE OUTS ハチミツとクローバー ドカベン 僕たちは勉強ができない ReLIFE これは経費で落ちません! 好きな子がめがねを忘れた 魔入りました!入間くん 幸せカナコの殺し

屋生活 味噌汁でカンパイ! 荒川アンダーザブリッジ 無職転生~異世界行ったら本気だす~ ギャルご飯 ご近所物語 高台家の人々 夜王 高嶺の花なら落ちてこい ザ ・ フ ァ ブ ル

 SERVAMP-サーヴァンプ- 踊るリスポーン 黒子のバスケ 隣の私 きょうのキラ君 恋は続くよどこまでも サンクチュアリ  恋を知らない僕たちは 砂 時

計 惡の華 咲~Saki~ 殺戮の天使 さよなら私のクラマー 極主夫道 1 
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産業能率大学生へのコンテンツ利用調査 2020（2020.4～6）  

「今」最もおもしろいと思う「アニメ」 

鬼滅の刃 291 

ONE PIECE 107 

ハイキュー!! 99 名探偵コナン 

80 僕のヒーローアカデミア 78 
かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ 45 

約束のネバーランド 42 キングダム 37 

HUNTER×HUNTER 28 銀魂 27 進撃の巨人 26 NARUTO -ナルト- 22 

PSYCHO-PASS サイコパス ジョジョの奇妙な冒険 20 Re:ゼロから始める異世界生活 メジ

ャー 18 ダイヤの A ソードアート・オンライン 17  七つの大罪 BLEACH 16  

ドラえもん ドラゴンボール 15  あひるの空 ブラッククローバー 14 炎炎ノ消防隊   やはり俺の青春ラブ

コメはまちがっている Dr.STONE 13  SLAM DUNK 12 クレヨンしんちゃん 新世紀エヴァンゲリオン メ

ジャー2nd 11 かくしごと とある科学の超電磁砲 T 東京喰種 10 黒子のバスケ 五等分の花嫁 9 

神之塔 STEINS;GATE ぐらんぶる 斉木楠雄のΨ難 鋼の錬金術師 8 

映像研には手を出すな! ヴァイオレット・エヴァーガーデン 波よ聞いてくれ 7 

弱虫ペダル コードギアス ゆるキャン△ 6 

A3! イナズマイレブン 食戟のソーマ バキ Fate ワンパンマン プリンセスコネクト！ Re:Dive 5  

スポンジ・ボブ アイドリッシュセブン 戦姫絶唱シンフォギア イエスタデイをうたって ちはやふる FAIRY TAIL 推しが武道館行ってくれ

たら死ぬ ポケットモンスター メイドインアビス 文豪ストレイドッグス 4 

四月は君の嘘 響け!ユーフォニアム 賭ケグルイ フルーツバスケット 甲鉄城のカバネリ トリコ この素晴らしい世界に祝福を! ラブライブ！ ア ン パ ン マ ン

 ワールドトリガー グレイニプル 暗殺教室 あたしンち 異種族レビュアーズ 四畳半神話大系 乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまっ

た 啄木鳥探偵處 化物語 頭文字 D デジモンアドベンチャー 金色のガッシュ‼ 3 

とっとこハム太郎 アドベンチャー・タイム 邪神ちゃんドロップキック AKIRA ひぐらしの鳴く頃に 夏目友人帳 あんさんぶるスターズ! ULTRAMAN

 呪術廻戦 からかい上手の高木さん Fate/stay night キャプテン翼 ダーウィンズゲーム  CLANNAD 転生したらスライムだった件 プ ラ

ンダラ 凪のあすから カウボーイビバップ ご注文はうさぎですか？ ランウェイで笑って 盾の勇者の成り上がり 犬夜叉 おジャ魔女どれみ あ そ び あ そ ば

せ ゾンビランドサガ 攻殻機動隊 SAC_2045 青春ブタ野郎シリーズ ルパン三世 BNA ビー・エヌ・エー けいおん！ 痛 い の は 嫌 な

ので防御力に極振したいと思います。 SHIROBAKO アイカツ! キルラキル ドロヘドロ ヲタクに恋は難しい WORKING!! マギ 歌 舞 伎 町 シ ャ

ーロック 魔入りました!入間くん 機動戦士ガンダム 機動戦士ガンダム UC 本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～ ふ た り は プ リ

キュア 2 
美味しんぼ 神のみぞ知るセカイ 咲-Saki- SKETDANCE エリアの騎士 ピングー ピアノの森 ファミリー・ガイ ちびまる子ちゃん フィニアスとファーブ 川柳少女 ふ し

ぎ星の☆ふたご姫 BEASTERS 日常 魔法少女サイト Angel Beats！ ダーリン・イン・ザ・フランキス ARIA 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

 TIGER & BUNNY 昭和元禄落語心中 ガンダムビルドファイターズトライ 人造昆虫カブトボーグ V×V Free! ウルトラセブン フルメタル・パニック！ 刀語 ヘ タ

リア The World Twinkle 彼方のアストラ ギャルと恐竜 ハクション大魔王 ポプテピピック はたらく魔王さま！ BORUTO-ボルト- CITY HUNTER マ ギ

アレコード 魔法少女まどか マギカ外伝 冴えない彼女の育てかた マクロス７ 残響のテロル マクロス F チェンソーマン ミッキーマウスクラブハウス 女子校生の無駄づかい Just 

Because! 新サクラ大戦 キン肉マン 神様はじめました クズの本懐 ドーラといっしょに大冒険？ めぞん一刻 蒼天の拳 もしドラ 地球防衛企業ダイ・ガード モ ブ サ イ コ 100

 オーバーロード アイカツスターズ！ おかしなガムボール ユーリ!!!onICE 八月のシンデレラナイン ゆゆ式 美少女戦士セーラームーン グ ラ ン ブ ル ー フ ァ ン タ ジ ー

 おしりたんてい ようこそ実力至上主義の教室へ 魔法科高校の劣等生 らき☆すた 無限の住人 ラブ★コン 機動戦士ガンダム THE ORIGIN Kanon 交響詩篇エウレカセブン ア オ

アシ ONEOUTS らんま 1/2 BanG Dream! リック・アンド・モーティ 坂道のアポロン リロ＆スティッチ 桜蘭高校ホスト部 アクエリオン EVOL タッチ ケ ロ

ロ軍曹 ダンベル何キロ持てる? ワカコ酒 Re:ステージ!ドリームデイズ♪ King of Prism -Shiny Seven Stars- ディーふらぐ！ ゴールデンカムイ 小林さんちのメイドラゴン 悪 魔

のリドル Bang Dream！ 3rd Season 悪魔バスター★スター・バタフライ テニスの王子様 コジコジ デュラララ!! こちら葛飾区亀有公園前派出所 ウサビッチ 宇宙よりも遠い場

所 どうぶつの森 Mr.ビーン うちタマ?! ～うちのタマ知りませんか?～ Charlotte となりの関くん サクラダリセット 多田くんは恋をしない サザエさん 男子高校生の日常

 仮面ライダー 地縛少少年花子くん サムライフラメンコ とらドラ！ さらざんまい 賭博黙示録カイジ 火垂るの墓 刀使ノ巫女 干物妹!うまるちゃん ニセコイ ジ ャ

イアントキリング バカとテストと召喚獣 機動戦士ガンダム NT 八男って、それはないでしょう! シャドウバース 美女と野獣 機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ 美男高校地球防衛

部シリーズ ジョーカー・ゲーム 氷菓 虐殺器官 僕だけがいない街 虚構推理 はじめまして松尾です あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 魔法使いの嫁 スタミュ 魔 法

少女まどか☆マギカ No.6 はたらく細胞‼ 結城友奈は勇者である 幽遊白書 血界戦線 少女☆歌劇 レヴュー・スタァライト ソウナンですか？ ありふれた職業で世界最強 3 月

のライオン プラスティック・メモリーズ 1 
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「今」最もおもしろいと思う「コミック（漫画）」 男女別 

 

順位 コミック（男子） 記入数  順位 コミック（女子） 記入数 

1 ONE PIECE 148  1 鬼滅の刃 198 

2 鬼滅の刃 130  2 ハイキュー!! 44 

3 キングダム 76  3 ONE PIECE 38 

4 ハイキュー!! 29  4 約束のネバーランド 37 

5 進撃の巨人 27  5 進撃の巨人 14 

6 僕のヒーローアカデミア 24  6 僕のヒーローアカデミア 13 

7 HUNTER×HUNTER 19  7 名探偵コナン 12 

7 SLAM DUNK 19  7 HUNTER×HUNTER 12 

9 五等分の花嫁 17  9 キングダム 10 

10 アオアシ 16  10 アクタージュ act-age 8 

10 約束のネバーランド 16  10 女神降臨 8 

12 東京卍リベンジャーズ 14  12 黒執事 7 

13 かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ 13  12 東京喰種 7 

14 NARUTO -疾風伝- 12  14 NANA 5 

14 ブルーロック 12  14 SLAM DUNK 5 

14 ダイヤの A 12  14 SPY×FAMILY 5 

14 ジョジョの奇妙な冒険 12  14 呪術廻戦 5 

18 ぐらんぶる 11  18 薬屋のひとりごと 4 

18 名探偵コナン 11  18 ジョジョの奇妙な冒険 4 

18 チェンソーマン 11  18 思い、思われ、ふり、ふられ 4 

    18 ワールドトリガー 4 

 

「今」最もおもしろいと思う「アニメ」 男女別 

 

順位 アニメ（男子） 記入数  順位 アニメ（女子） 記入数 

1 鬼滅の刃 95  1 鬼滅の刃 196 

2 ONE PIECE 88  2 ハイキュー!! 59 

3 僕のヒーローアカデミア 46  3 名探偵コナン 55 

4 ハイキュー!! 40  4 僕のヒーローアカデミア 32 

5 かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 35  4 約束のネバーランド 32 

6 キングダム 31  6 ONE PIECE 19 

7 名探偵コナン 25  7 HUNTER×HUNTER 15 

8 NARUTO -ナルト- 17  8 進撃の巨人 13 

9 銀魂 16  9 PSYCHO-PASS サイコパス 12 

10 Re:ゼロから始める異世界生活 15  10 銀魂 11 

10 ダイヤの A 15  11 ドラえもん 10 

10 ソードアート・オンライン 15  11 かぐや様は告らせたい〜天才たちの恋愛頭脳戦〜 10 

13 BLEACH 14  13 クレヨンしんちゃん 9 

13 ジョジョの奇妙な冒険 14  13 ブラッククローバー 9 

15 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている 13  15 東京喰種 8 

15 進撃の巨人 13  15 Dr.STONE 8 

15 HUNTER×HUNTER 13  17 ジョジョの奇妙な冒険 6 

15 ドラゴンボール 13  17 キングダム 6 

19 あひるの空 12  17 メジャー 6 

19 メジャー 12  20 斉木楠雄のΨ難 5 

    20 かくしごと 5 

    20 A3! 5 

    20 七つの大罪 5 

    20 NARUTO -ナルト- 5 
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産業能率大学生へのコンテンツ利用調査 2020（2020.4～6）  

「今」最も好きな「YouTuber・VTuber」 

230 

チャンネルがーどまん 37 スカイピース 36 

水溜りボンド kemio 33 キヨ。 32 エミリンチャンネル 30 

ヒカル 26 QuizKnock 22 nanako ななこ 21 HikakinTV 20 パパラピーズ カ ル マ

 ヴァンゆんチャンネル 19 ぷろたん日記 jun channel コムドット カ ジ サ ッ ク

KAJISAC 18 はなおでんがん みきおだ【MIKIODA】 Fischer`s-フィッシャーズ- 17 ジュキヤ

/Jukiya JULIDY きまぐれクック 15 だいにぐるーぷ SUSHI RAMEN 【Riku】 14 兄者弟者 13 花

江夏樹 ブライアンチャンネル もこうの実況 12 ヘラヘラ三銃士 しゅうゲームズ え び す じ ゃ っ ぷ 

11 朝倉未来 あさぎーにょ ジャニーズ Jr.チャンネル かの/カノックスター 10 ゆうちゃみチャンネル 丸山礼チャ

ンネル KUN 9 なこなこチャンネル パオパオチャンネル フワちゃん TV たっくーTV れいでぃお くれいじーまぐねっと 8 夕

闇に誘いし漆黒の天使達 田中敦彦の YouTube 大学 はじめしゃちょー はじめしゃちょーの畑 ラファエル ひなちゃんねる パ

ーカー/大学生の日常 レペゼン地球 7 

牛沢 "夜のひと笑い " てんちむ CH 気まぐれクック PARASTICA きぬちゃんねる しもふりチューブ ST スタジオ Airi Kato

 SixTONES スーツ交通 Or スーツ背広チャンネル しばなんチャンネル そわんわん こちゃにカップル Snow Man YosidaAkari

 ダルビッシュのゲームチャンネル 6 まあたそ 川口春奈オフィシャルはーちゃんねる 赤髪のとも 釣りよかでしょう 谷やん谷崎鷹人 ゆうこすモテ

ちゃんねる はじめまして松尾です わいわいゲーム実況チャンネル ○○の主役は我々だ! キリン KOHALON TOKYO 5 ポッキー も も

ちのクセが強すぎた。 プリッと Channel ヒカックゲームズ 竹花貴騎 MUP ビジネスカレッジ 瀬戸弘司 らっだぁ れむれなチャンネル ひなちゃん 5 しゃい 月 ノ

美兎 Kanekin Fitness 【V.I.P】 P 丸様。 CLAY Naokiman Show MeLton &メルトン さとみ 4 辻ちゃんネル 日常組 デンジャラス赤鬼 加 賀 美 ハ ヤ ト

 本間ひまわり はうはる 田中みかんちゃんねる 鹿の間 肉チョモランマ 酒桜 仏 積分サークル 鈴木ゆゆうた ラ イ バ ロ リ

 ばんばんざい かす きりたんぽ HatomugiASMR kouichitv NO GOOD TV Lazy Lie Crazy channel R ちゃん。 すとぷりちゃんねる き ょ

んくま in living. きりまる あっさりしょこ エガちゃんねる ondo wakatte.tv 3 ナポリの男たち 八田エミリ ミネチャンネル 芝刈り機〆危! 古 井

ひでおチャンネル 岡奈 なな子の日常 ほんだのばいく 少年革命家ゆたぼんチャンネル はるあん ヒロシちゃんねる ねこてん動画投稿終了 世界のヨコサワ 名取さな ホ ラ

フキン 愛沢えみりキャバ嬢社長 MyLife ロシアン佐藤『おなかがすいたら MONSTER!』 ミナミノツドイ マホト MAHOTO ぼくくんゲーム ゆきりんワールド な え

なの 黛灰 美好くん よしなま 芳賀セブン ほしのこ CH 湊あくあ 仲里依紗です。 笹木咲 / Sasaki Saku ふくれな/fukurena 里崎智也 佃煮のりおちゃんねる【犬山

たまき】 花譜 わっきゃい ザ・きんにく TV KaoruTV SKJ Village StylishNoob ケリン ARASHI ESPOIR TRIBE- エ ス ポ ワ ー ル • ト ラ イ ブ - 

 Suisei Channel  ガリゲーch SUSURU TV. Kawanishi Miki かわにしみき Utsu さん こももと愉快な仲間たち ステハゲチャンネル二代目 サグワダイアリ

ー Maro ジュキぱっぱ MB チャンネル かまいたちチャンネル JJ コンビ IKE アバンティーズ KuzuhaChannel MonsterZ MATE AINYANTUBE/

あいにゃん おーちゃんねる コーギー犬ノエさん オサミンティヌス 3 世 こんどうようぢ おめがシスターズ さぁや saaya オモコロチャンネル SekineRisa

 Channel MAKIHIKA しゅーじまんチャンネル Mrs.Cross スクープ TV パチスロパチンコ実践動画 カズチャンネル Nado スマイリー ZyonMana タ イ シ ョ ウ  2

 年収チャンネル 青春☆しゅわしゅわクラブ 미소 みそ メンタリスト DaiGo 塚本いづみ もえりんちゃんねる！ とっくんの YouTube チャンネル も ぐ ら 【 な が い か ず と し 】

 織田信姫 ハコティッシュ!!! 大空スバル もちょぺ 嶋崎雄斗 となりのこいけ 百姓さん やね ch 矢部ユウナ ヤマトイオリ 燻製マフィア ト モ ハ ッ ピ ー

Tomohappy バーキン博士 G テオくんホーム バーチャルおばあちゃんねる バチニース バイアンド ゆにチャンネル UNI Channel 天月-あまつき- YouTube Official Channel

 ゆりいちちゃんねる 那須大亮 よかろうもんよかろうもん 髪西 ハッピーアワーズ 文野環【にじさんじの野良猫】ふみのたまき ヨメミ-萌実- 木村なつみ ら い

と【山崎大輝】 葉山みどチャンネル デカキン Dekakin 和田さん。チャンネル ハネハネ HANE×HANE 春茶 なのカップル 新希咲乃（Niki Sakino） リゼ・

ヘルエスタ 世界一のゆっけ リモーネ先生 石川典行チャンネル りゅうが ほもりゅう #旧ほしりゅう れいしー 大神ミオ れーと先生 RATE VFX マーキュリー商事

 レオモン マイキ/ラトゥラトゥ レジスタンス ましゅるむ レトルト 桃杏ゆり ナビィの暴露 虹色侍 ハローキティ 爆アド.com ぱんくん【実況】 ト ク

サン TV でびでび・でびる 福山絢水 あやみん ワタナベマホト ミタ わたゆりチャンネル 名探偵なろ屋 佐藤ノア パクチー大原 つぶらちゃんネル。 み の

ミュージック ビークイック 竜胆尊 一人前食堂 みやめこ 一翔剣ちゃんねる 戌亥とこ 稲垣莉生 めいちゃん 影。/かげまる のばまんゲームス にじさんじ 心 愛 

KokoA 俺たち天下のゆとりーマン ディスカバリーチャンネル になに 世界の皿さんぽ 暇 72 ぼくたちのあそびば ひなたチャンネル (Hinata Channel) 隻 翼

フィナ Stage!Fina's Wing/ にゅるい/ルイ幹雄？ ぽこぽこちゃんねる 学校の溜まり場トイレ バーチャルジャニーズプロジェクト公式【あすかな・ASCANA】 叶と姫乃 大関れいか Reika 

Oozeki ねおチャンネル 大蛇丸 ひよんちゃんねる 鷹宮リオン 鬼ファルコン ハイサイ探偵団 吉田製作所 まーさんガレージ 宮迫ですッ！ バイリンガール英

会話 給与明細コレクターつばさ まこち つるおかかものはし マコなり社長 恭チャンネル 斗和キセキ 桐崎英二 マック堺-MachSakai 郡道美玲の教室 透（ト

オル） ねむねむぼーい マッスルグリル ふたり clip マナブ 18 号 ねもともね 白上フブキ 古田愛理 まふまふちゃんねる 御伽原江良 反田葉月 高須幹弥高須クリニック 百 鬼

あやめ 今日も Gatti 不破 湊 / Fuwa Minato【にじさんじ】 佐藤 健 / Satoh Takeru まよ TV ぷりっつ パウロちゃんねる 撮って笑って旅をして 幕末志士チャンネ

ル 三年食太郎 みにきゅーとくら部 四千頭身公式チャンネル 木下ゆうか 死神の巣 夜のチャンネルがーどまん 磁富モノエ 矢作とアイクの英会話  ネンドザイガーSNAIL 癒しのあいろん雑

学ゲーム実況 失敗小僧 葉加瀬冬雪 ブレイクスルー佐々木 みやかわくん 社築 緑仙 channel 車谷セナ 鈴原るる 弱酸性ちりめんじゃこ 六丸の工房 手越祐也チャンネ

ル 廣川龍 狩野英孝 濱澤ゆうり のがちゃんねる 토모토모 TomoTomo 渋谷ハル 獣神サンダー・ライガーチャンネル 김습습 Double Soup ジャルジャル公式チャンネル キ ン

グノック【KING KNOCK】 かのんのんのん TV REIVLOG こんびにこ Rikuto AF せなかれ SALICHANMODE ぎゅほん Sara Kordi / サラ・コールディ コ コ ロ ン ト コ ロ

 SAWAYAN CHANNEL / サワヤン チャンネル サラタメさん 1510 円ハゲくん EXILE 黒木啓司 THE NINE WORLDS Sera channel Kaguya Luna Official

 SEVEN‘S TV かれんとまるまる sini ギリちゃんねる【片桐仁公式】 _콩마니 CONOMI CHANNEL ITADAKI-頂 Digital Homeless Yohei AKIOBLOG さ か

な game&何か SOSHI Net シモカワチャンネル SPYGEA EXILE NAOTO オネスト TV JinKoon Family Pinky Pop Hepburn Official Leeby 리비 MONSTERsJOHNTV Leo 

the football TV かてぃ ARATA DANCE SCHOOL HARAKIRI BANZAI SUSHIBOYS NAOMI CLUB Luis Mora Nissy channel タナカガ Noelchannel

 だれウマ/学生筋肉男飯 くにゲーム ダンビラムーチョ Oh Emma Atsueigo コドモドラゴンチャンネル ちょこばなな コレコレチャンネル ＠小豆 onuk

 M.S.S Project Channel 7ORDER project Vikingbaby ヴァイキングベビー しげおチャンネル Vogue じゃっくぽっと Make up GYUTAE PDSKabushikigaisha

 wawawa しらスタ White Tails【ワイテルズ】 pinkhage_bassplayer Yong Shantae ストマック bintroll そっしーの開拓地 YuNi-virtual singer- カ ジ テ ツ 玉 子

 GS Masaki 【ノンラビ】ノンストップラビット あいちゃんねる HIMEHINA Channel あきのはケロッと笑いたい 1GAME TV パチンコパチスロ実践動画 MasuoTV

 Chiaki F ランボーイズ chiimelo ちいめろ Grow Up きゅっぽんちゃんねる 【孤高】F ラン大学生の日常 Cờ Rít Ở Châu Á MEGWIN NiziU Official 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 HARUNA KOJIMA`s cat nap あみにーちゃんねる きん GAME ch. あゆたび / ayu tabi くっきー! あゆみん ch クリエイティブな

ママ アンジュ・カトリーナ - Ange Katrina - NYooGame【課金チャンネル】 イチナカ こーく-不透明- イブラヒム【にじさんじ】 CSPark B-モレル こばしり。 ウ ォ

ーターチャレンジ Okayu Ch. 猫又おかゆ ウマヅラビデオ OKUDAIRA BASE エ.com（エド） kinda cool 【素潜り漁師】マサル さいとうなおき エクス・アルビオ さ が

らごうち CABHEY RIDE ON!! PatoLil CH CartopboaterNORA シェリン・バーガンディ おうち麺 TV. Eat with Boki MINTOSU 菊池 Elena Tsushima おがわっちのコナ

クラ TV PDR さん おきま EvisJap/えびすじゃっぷ mituaki TV Pekora Ch. 兎田ぺこら おだけい ジュニア小藪フットの YouTube おたひかチャンネル すあだちゃんねる おっくんの宅飲み

グルメ femme fatale オネスト TVステップ オパシの実況チャンネル PKA channel MKR Channel isa pronp momona 韓国留学生 ゾゾゾ お酒と Yoto の物語 It’s 

VIENNA ガーリィレコードチャンネル アクシデンターズ Green Aqua あぐのむチャンネル Bosuna ボスナ Syamu Game だんのうら ch SYU AI チ ッ

プちゃんねる The Miracle Smile Forest チャンネルなぎさ Tinpro ちんぷろ CoD mobile つくるたべるハナメ towaco ura 1 
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「今」最も好きな「YouTuber・VTuber」 男女別 

 

順位 YouTuber・VTuber（男子） 記入数  順位 YouTuber・VTuber（女子） 記入数 

1 東海オンエア 124  1 東海オンエア 106 

2 チャンネルがーどまん 36  2 kemio 32 

3 ヒカル 22  3 エミリンチャンネル 29 

4 HikakinTV 20  4 スカイピース 27 

5 jun channel 18  5 水溜りボンド 25 

6 ぷろたん日記 15  6 キヨ。 22 

6 カルマ 15  7 nanakoななこ 21 

8 ジュキヤ/Jukiya 14  8 パパラピーズ 18 

9 ブライアンチャンネル 12  9 JULIDY 15 

9 もこうの実況 12  10 みきおだ【MIKIODA】 13 

9 きまぐれクック 12  11 QuizKnock 12 

9 コムドット 12  11 カジサック KAJISAC 12 

13 だいにぐるーぷ 11  13 ヴァンゆんチャンネル 11 

14 朝倉未来 10  13 ヘラヘラ三銃士 11 

14 えびすじゃっぷ 10  15 Fischer`s-フィッシャーズ- 10 

14 キヨ。 10  15 ジャニーズ Jr.チャンネル 10 

14 QuizKnock 10  17 あさぎーにょ 9 

18 はなおでんがん 9  17 丸山礼チャンネル 9 

18 スカイピース 9  17 かの/カノックスター 9 

20 兄者弟者 8  20 フワちゃん TV 8 

20 KUN 8  20 花江夏樹 8 

20 水溜りボンド 8  20 ゆうちゃみチャンネル 8 

20 しゅうゲームズ 8  20 SUSHI RAMEN 【Riku】 8 

20 ヴァンゆんチャンネル 8  20 はなおでんがん 8 
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産業能率大学生へのコンテンツ利用調査 2020（2020.4～6）  

「今」最も好きな「お笑い芸人」 

千鳥 303 
四千頭身 150 

134 
霜降り明星 NONSTYLE 71  か ま い

たち  68 オードリー 55 バナナマン 54 

EXIT 53 ぺこぱ 47 ジャルジャル 39 ミキ 37 東 京 03

 ダウンタウン 34 和牛 31 チョコレートプラネット  24 ミルクボーイ 18 陣

内智則 17 シソンヌ くりぃむしちゅー ハナコ 15 タイムマシーン 3 号 14 ハリウッドザコシショウ 13 

フワちゃん かが屋 流れ星 12 アンジャッシュ バカリズム 中川家 ザ・ドリフターズ アルコ&ピース 11 

渡辺直美 トム・ブラウン ロバート 丸山礼 9 宮下草薙 超新塾 金属バット 3 時のヒロイン 8 

バイキング アンタッチャブル 7 なかやまきんに君 有吉弘行 レインボー ラーメンズ パンサー ハライチ 6 

野生爆弾 みやぞん アインシュタイン ジャングルポケット 小籔千豊 すゑひろがりず ナイツ ガンバレルーヤ 5 

ティモンディ 明石家さんま ジェラードン アイデンティティ スーパーマラドーナ タカアンドトシ 鬼越トマホーク 4 

東京ホテイソン さや香 とんねるず おぎやはぎ 土佐兄弟 ラバーガール オリエンタルラジオ アキナ コロコロチキチキペッパーズ おばたのお兄さ

ん さらば青春の光 ぼる塾 島田紳助 ゴー☆ジャス 博多華丸・大吉 劇団ひとり 三四郎 ネプチューン 宮川大輔 ゆりやんレトリィバァ 3 

どぶろっく ニューヨーク サツマカワ RPG ネルソンズ 銀シャリ パーパー 小島よしお COWCOW 脳みそ夫 ダイアン A マッソ パンクブーブー トータルテンボス ジ ョ

イマン 狩野英孝 キングコング サーフボードストレッチ ラフレクラン 南海キャンディーズ ラランド なすなかにし 阿佐ヶ谷姉妹 野性爆弾 コ ウ

テイ コウメ太夫 インディアンス 2 
平成ノブシコブシ KOKOON 勝又 ムーディー勝山 東京ボーイズ メープル超合金 涙腺コルク もう中学生 杉谷拳士（プロ野球選手） やさしいず ス ト レ ッ チ ー ズ

 King Gnu（歌手） ずん シドニー石井 ネイビーズアフロ ダージリンハニー ブラックマヨネーズ ラニーノーズ インパルス板倉 た り な い ふ た り

 西村ヒロチョ 2700 とろサーモン バイク川崎バイク ナインティナイン ランジャタイ ボビーブラウン クリーピーナッツ ま ち ゃ ま ち ゃ

 ロッチ まるいるい チュートリアル ありんくりん エイトブリッジ たっくー（youtuber） 安田大サーカス 出川哲郎 雨上がり決死隊 ブ ル ゾ ン ち え み

 永野 トレンディエンジェル 加藤茶 世界のナベアツ 我が家 あばれる君 ガーリィレコード イ・スグン ジミー大西 天竺鼠 祇園 スピードワゴン は ん

にゃ サンシャイン池崎 FUJIWARA ウーマンラッシュアワー 宮迫博之 納言 デッカチャン 馬鹿よ貴方は ピース 百姓さん 空気階段 放課後ハートビート 熊 本

プロレス からし蓮根 フットボールアワー 友近 見取り図 ねずっち 桜 稲垣早希 たくろう ふとっちょカウボーイ コマンダンテ ゆんぼだんぷ 1 
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「今」最も好きな「お笑い芸人」 男女別 

 

順位 お笑い芸人（男子） 記入数  順位 お笑い芸人（女子） 記入数 

1 千鳥 139  1 千鳥 164 

2 サンドウィッチマン 90  2 四千頭身 95 

3 四千頭身 55  3 NONSTYLE 45 

4 オードリー 51  3 EXIT 45 

5 バナナマン 49  5 サンドウィッチマン 44 

6 かまいたち 42  6 霜降り明星 33 

7 霜降り明星 38  7 ぺこぱ 27 

8 ダウンタウン 27  7 ミキ 27 

9 NONSTYLE 26  9 かまいたち 26 

10 ジャルジャル 25  10 和牛 22 

11 東京 03 20  11 東京 03 14 

11 ぺこぱ 20  11 ジャルジャル 14 

13 ハリウッドザコシショウ 12  13 チョコレートプラネット 13 

14 陣内智則 11  14 シソンヌ 12 

14 アルコ&ピース 11  14 フワちゃん 12 

14 チョコレートプラネット 11  16 かが屋 9 

17 ミルクボーイ 10  16 ハナコ 9 

17 ミキ 10  18 丸山礼 8 

17 タイムマシーン 3号 10  18 ミルクボーイ 8 

20 和牛 9  18 渡辺直美 8 

20 ザ・ドリフターズ 9  18 流れ星 8 

20 くりぃむしちゅー 9     
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産業能率大学生へのコンテンツ利用調査 2020（2020.4～6）  

「今」最もよく使う「アプリ」 LINE・Twitter・Instagram・Facebookを除く 

YouTube 985 

TikTok219 Netflix202 
 152 

Amazon プライム・ビデオ 141 

Apple Music 132 メルカリ 123 

ZOZOTOWN 89 ZOOM 84 

プロ野球スピリッツＡ Spotify 76 

Amazon 72 Google 71 LINE マンガ 70 

Safari 69 radiko 68 ABEMA 62 荒野行動 55 

U-NEXT 52 Hulu45 ピッコマ 43 TimeTree 42 マ イ

ナビ Fate/Grand Order 41 Call of Duty LINE MUSIC 
40 シフトボード 38 PayPay 37  Zenly どうぶつの森ポケットキ

ャンプ パズル＆ドラゴンズ 35 スマートニュース 34 pixiv 33  

TVer(ティーバー) 32 LINE：ディズニー ツムツム 31 乗換案内 30 

クラッシュ・ロワイヤル Microsoft Outlook Discord 29 モンスタースト

ライク ディズニー ツイステッドワンダーランド 27 欅坂 46・日向坂 46 UNI'S 

ON AIR 26 少年ジャンプ＋ カレンダー メモ帳 niconico - ニコニコ動画

 V LIVE 25 Google マップ LIPS(リップス) 24 カメラ DAZN Yahoo! 

JAPAN WEAR 23 Gmail 22 Ulike ユーライク Slack 21 Google Chrome 19 

ツイキャス・ビュワー Qoo10(キューテン) 衝撃コスパモール Lifebear 18 グランブルーファン

タジー リクナビ Yahoo!カレンダー 17 マリオカート ツアー Pinterest 16 シャドウバース 
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(Shadowverse) 産能大発音道場 15  大富豪 Online アイビスペイント X  Yahoo!天気 ISLAND TV 

Yahoo!乗換案内 Pokémon GO SNOW 14 マガポケ みんなで早押しクイズ GYAO! Identity 

V 第五人格 13 MERY 12 マンガ Mee クラシル スポナビ 野球速報 Twitch Paravi 11 楽天市場 d

アニメストア Google フォト 10 ナンプレ クックパッド グノシー マンガワン Filmarks Snapchat

 Clipbox+ Google カレンダー Weverse 9 ラクマ マンガ BANG！ バンドリ！ ガールズバンドパーティ！ Amazon 

Music PUBG MOBILE 8 アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ 乃木坂 46 リズムフェスティバル ヒ プ ノ シ ス

マイク -A.R.B- 刀剣乱舞-ONLINE- ジーユー Amazon ショッピング SoundCloud SODA Microsoft PowerPoint B612

 Identity V SHOWROOM PicsArt Music FM 7 実況パワフルプロ野球 スポーツナビ あんさんぶるスターズ！！Basic マン

ガＵＰ！ 七つの大罪 光と闇の交戦 : グラクロ クラッシュ・オブ・クラン 白猫プロジェクト ヘイ・デイ (Hay Day) ゼブラック アークナイツ

 ブロスタ comico dTV Google 翻訳 InShot VSCO Weibo（微博） Kindle 電子書籍リーダー 6 文字数カウントメモ ドットエステ

ィ アイドリッシュセブン ドラゴンボール Z ドッカンバトル マクドナルド トゥーンブラスト ニコニコ生放送 Minecraft Pokekara

 U-FRET Nintendo Switch Online Microsoft Word note（ノート） Uc カレンダー Disney+ Nike Run Club Adobe Lightroom GarageBand

 NicoBox LINE Camera NET 麻雀 MJ モバイル 5 新テニスの王子様 RisingBeat ウェザーニュース スタディサプリ ENGLISH 家計簿 Zaim ド ラ

ゴンクエストウォーク マネーフォワード ME ドラゴンボール レジェンズ デュエル・マスターズ プレイス ホットペッパーグルメ あ ん さ ん ぶ る

スターズ！！Music ディズニー ポップタウン コンパス フォートナイト HelloTalk Suica ONE PIECE バウンティラッシュ FiNC Foodie FOD Nike 

SNKRS SHOPLIST(ショップリスト) Papago Microsoft OneDrive NAVITIME 4 超!A&G+i 実況パワフルサッカー ヤフオク! バイト・アプリはタウンワ

ーク 星のドラゴンクエスト キャリタス就活 2021 コード：ドラゴンブラッド プリンセスコネクト！Re:Dive あすけんダイエット ヘルスケア 消滅都市 ホ ッ

トペッパービューティー/サロン予約 中古車情報カーセンサー あんさんぶるスターズ！ 東方 LostWord ミュージック FM 欅坂 46/日向坂 46 メッセージ LDH 

TV GANMA! Sky 星を紡ぐ子どもたち Mildom Skype Spoon (スプーン) minimo Studyplus(スタディプラス) UNO! Disney DX MEGA TED

 Music Box Yahoo!ニュース pixiv コミック NIKE  3 うたわれるもの ロストフラグ りそなグループアプリ すしあつめ スマプラミュージック 横浜銀行残高照

会アプリ ソードアート・オンライン アリシゼーション・ブレイディング 乃木恋～坂道の下で、あの日僕は恋をした～ アイドルマスター シャイニーカラーズ ラブライブ！スクールアイド

ルフェスティバル（スクフェス） データコピーの Mixdata 英単語アプリ mikan アイドルマスター シンデレラガールズ スターバックス ジャパン公式モバイルアプリ カ カ オ ト ー ク

 人狼殺 トロとパズル メルクストーリア バイトル コトダマン-共闘ことば RPG YouTube Music ランブルスターズ サッカー アイドルマスター ミリオン

ライブ！ シアターデイズ ルナルナアプリ ファイアーエムブレム ヒーローズ 駅すぱあと ペンギンの島 逆転オセロニア ホームスケイプ (Homescapes) サイコミ ア ナ

ザーエデン 時空を超える猫 城とドラゴン マンガ Park 雀魂 -じゃんたま- ゲームのグループチャット Lobi メディバンペイント すごい時間割 Yahoo!カーナビ

 UNIQLO アプリ Uber Eats RETRIP WeChat Shazam OPENREC.tv  Duolingo で英会話 Incredibox NewsPicks Mirrativ （ ミ ラ テ ィ ブ ）

 SINoALICE ーシノアリスー Google ドライブ DELISH KITCHEN BeautyPlus Yahoo!メール e＋(イープラス) d マガジン Uber Eats の お 料 理 配 達

 ＜音泉＞ AWA Huji Cam Dazz FRESH LIVE Coke ON ONE PIECE トレジャークルーズ BAND SUGAR Google ニュース HUNTER × HUNTER ア リ

ーナバトル CUE! - See You Everyday - ONE PIECE ボン！ボン！ジャーニー!! FINAL FANTASY Record Keeper TFT: チームファイト タクティクス MyKeiba 2  
写真で一言ボケて（bokete）  駅メモ！ ウゴトル カルチョビットＡ 楽天競馬 アンクラウン 太鼓の達人プラス にゃんこ大戦争 レアジョブ英会話 - ね こ あ つ め -

 快眠サイクル時計 [目覚ましアラーム]  ねこアラーム エポスカード公式アプリ ネスカフェ サッカー速報 - FootballNEXT ネ申 48 追っかけスタ ネ申 49 名 探

偵コナン公式アプリ ノコリイクラ ワールドサッカーコレクション S パ・リーグ.com 家計簿 マネライズ パ・リーグウォーク 楽天スーパーポイントスクリーン ハ ー ス ス ト ー ン 

(Hearthstone) 吉本興業公式アプリ ラフピー ジモティー ザ・花札 こいこい編 エバーテイル サッカーキング バスいまどこ？ ステップトラッカー ギ タ ー コ ー ド

 ストーリープロッター パチスロ 押忍！番長３ 日本経済新聞 電子版 ハヤえもん 崩壊 3rd うたドン！ 旅かえる ピグパーティ～かわいいアバターをきせかえよう ロケスマ ソリティア ド ク

ターマリオ ワールド タイミー 王道 RPG グランドサマナーズ ギャングスター ニューオーリンズ 家族アルバム みてね ビリビリ動画（bilibili） 楽天ウェブ検索 タイムズカーシェア検索 楽 天

ポイントクラブ ファイターズ公式カードコレクション・Fs コレ ヴァンガード ZERO ファイルマネージャー 競技かるた ONLINE ファミペイ 三菱ＵＦＪ銀行 フェアリーテイル 極・魔法乱

舞 トラベルコ アッシュアームズ‐灰燼戦線‐ 縦書きエディタ「TatePad」 ぷよぷよ!!クエスト アスファルト 8 ブラックスター セブン－イレブン マルチコピー シ ュ

ール水槽 戦姫絶唱シンフォギア XD キャンディークラッシュ 大富豪 マスター クイズ RPG 魔法使いと黒猫のウィズ スニーカーダンク クッキング・ダイアリー ウッディーパズル 

(Woody Puzzle)  ジョジョの奇妙な冒険 公式アプリ なめこ栽培キット タイムバンク 付箋メモ帳 - Stibo ダンまち～メモリア・フレーゼ～ 麻雀闘龍 ボ ク シ ン グ ス タ ー  (Boxing 

Star) 癒しのウーパールーパー育成ゲーム ポケコロ かわいいアバターで楽しむきせかえゲーム ドールズフロントライン ポケットアクアリウム（Pocket Aquarium） レジェンド・オブ・ルーンテラ

 アングリーバード 2 (Angry Birds 2) ロジック de 懸賞 シンプルカレンダー 陰陽師本格幻想 RPG ほぼ日アプリ ガーデンスケイプ マイナタリー ドトール ア カ

ツキランド 家計簿 - らくな家計簿 マイミュージック コミックシーモアの本棚アプリ スクールガールストライカーズ 2 花札こいこい マギアレコード 怪盗ロワイヤル オ セ

ロクエスト 楽天カード アニメ動画チェック-おるマル 楽天チェック YouTube Studio 楽天マガジン グランド・セフト・オート 楽天銀行 イナズマイレブン SD 艦 隊

これくしょん ウルトラ怪獣バトルブリーダーズ ガール・カフェ・ガン オルタナティブガールズ 2 鏡の中のプリンセス Love Palace マンガ ZERO(漫画ゼロ) 三井住友カード Vpass アプリ

 欅のキセキ/日向のアユミ 産業能率大学 manaba 欅坂 46/日向坂 46 メッセージ アルファポリス みずほ銀行 サイコロ 10 スケジュール ストリート 十球ナイン 高校

野球ゲーム ゴエティアクロス 出前館 メギド７２ スタンプス メディアプレイヤー(docomo) トレーニング TOEIC ® test スマプラムービー 人狼 ジャッジメント スポーツブル（ス

ポブル） なみある？アプリ アクション対魔忍 聖闘士星矢 シャイニングソルジャーズ オルタンシア・サーガ 装甲娘 モノカブ アルバム モバイル·レジェンド: Bang Bang 誰 ガ

為のアルケミスト アズールレーン 潮汐なび テレ東動画 by ネットもテレ 賃貸物件検索 SUUMO(スーモ)でお部屋探し ゆうちょダイレクト ジェットオーディオ ヨドバシ 特 務

機関 NERV 防災 ラーメン DB シティダンク ライフアフター 白猫テニス トイブラスト (Toy Blast)  八月のシンデレラナイン ラジオクラウド シ フ ト 手 帳  Pro

 オンエア！  麻雀格闘倶楽部 Sp ランダム·ダイス(Random Dice) 毎日 3 分で韓国語を身につける：パッチムトレーニング どうぶつタワーバトル 明日から本気出すタスク管理 コ ネ

スト韓国地図 癒しの水の音 （ WaterSound ） ゼノンザード(ZENONZARD)  なめこ栽培キット Deluxe 極 リマインダー ケンタッキーフライドチキン しまうまプリント

 ミクチャ(MIXCHANNEL) ピグライフ Alarm Tube YouA SmartDiet scylla Forza Football Summer Pockets <音泉> VoiceTube FR Time Dplay

 Microsoft Edge JRE POINT Microsoft Office FiuFiu DecoLu LINE ハローBT21~SEASON2~ Apple TV LoL+ FUTBIN SHEL'TTER PASS （シェルターパス） 

 Microsoft To Do SkyPhone GameWith SocialDog d ポイントクラブ StockX 2048 Number puzzle game LDH TERMINAL A6! Tinder ( テ ィ ン ダ ー )

 minne（ミンネ） AliExpress GOD EATER RESONANT OPS LINE ポコポコ mixi A3! MLB：9 イニングス MakeupPlus Mobage （ モ バ ゲ ー ）

 SESAME mocri ImageDrain Muse Dash SkyLeap GoodNotes Sleep Meister A7! Snapseed Music Play SOLD OUT 2 Music Rock

 Starlight MusicVision J フェス Cute CUT Tandem nana Temple Run 2 NAVER まとめリーダー Candy Music A8! Tokyo Disney Resort App

 Arcaea DHOLIC netkeiba.com 競馬情報 LINE WORKS Google Duo Club J.LEAGUE Neutron Music Player Clue Google Home Wantedly Visit

 NHK プラス Football Manager 2020 Mobile NHK ラジオ らじるらじる Yahoo!ショッピング Google Keep Scene NicoBox（ニコボックス） Send Anywhere

 Assoluto Racing fifth Google Play ブックス AI 英語教材 abceed Google Play ミュージック Simeji Google ドキュメント Dream Talk Recorder Nike Training 

Club iSafePlay ninaru ポッケ BTS WORLD d 払い SLOT ギルティクラウン doda キャンパス Akinator O:der BUYMA(バイマ) A4! Jane Style

 @cosme JRA Eggs 17LIVE(イチナナ)  Evernote StarPlay：스타플레이 OPENREC.tv (オープンレック) JR 東日本 ORBIS Dropbox Pages Swarm

 GuitarTuna TechFeed Pro Adobe Creative Cloud TELASA PartyTu Tetris® Happy Color The Podcast App peep CHEERZ pib TOKYO 03 

Company HARUHARU［ハルハル］ TRAHA Head Soccer TWICE JAPAN OFFICIAL HelloChinese Uber Driver Fans Poker LINE Pay PlayStation App

 Udemy Pocket Clips Holiday LINE ブラウンファーム Farfetch USA TODAY Pokémon HOME Video Lte Pokémon Masters ＠cosme A5!

 LINE：ピクサー タワー BLEACH Brave Souls LINE 家計簿 Brain Out LisPon RAGTAG LUCRA(ルクラ) RedKiwi MakeS ‐おはよう、私のセイ‐ FAVOR

 Meditopia BREMEN 755 MetaTrader 1  
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「今」最もよく使う「アプリ」 LINE・Twitter・Instagram・Facebookを除く 男女別 

 

順位 アプリ（男子） 記入数  順位 アプリ（女子） 記入数 

1 YouTube 477  1 YouTube 508 

2 eFootball ウイニングイレブン 2020 149  2 TikTok 137 

3 Netflix 86  3 Netflix 116 

4 TikTok 82  4 Amazonプライム・ビデオ 77 

5 プロ野球スピリッツＡ 74  5 Apple Music 72 

6 Amazonプライム・ビデオ 64  6 ZOZOTOWN 69 

7 Apple Music 60  7 メルカリ 66 

8 メルカリ 57  8 LINEマンガ 53 

9 Amazon 50  9 ZOOM 43 

10 Google 42  9 Spotify 43 

10 radiko 42  11 ABEMA 42 

12 ZOOM 41  12 Safari 35 

13 Fate/Grand Order 35  13 U-NEXT 34 

14 荒野行動 34  14 どうぶつの森 ポケットキャンプ 33 

14 パズル＆ドラゴンズ 34  15 シフトボード 30 

14 Safari 34  16 Google 29 

17 Spotify 33  17 LINE MUSIC 28 

18 Call of Duty 29  17 TimeTree 28 

19 クラッシュ・ロワイヤル 27  19 ディズニー ツイステッドワンダーランド 27 

20 スマートニュース 25  19 マイナビ 27 

 

 


