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「マツコ・デラックス」が6年連続1位！
大人な飲み会をしたい男性有名人1位は「GACKT」

株式会社リクルートライフスタイル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：淺野 健）が企画編集する、街
のおトク情報満載のクーポンマガジン『HOT PEPPER』は、2020年4月号にて、「飲みたい有名人ランキング
2020」を実施しましたので、結果をご報告します。

「飲みたい有名人ランキング2020」概要

『HOT PEPPER』が「飲みたい有名人ランキング 2020」発表！

「一緒に飲みたい有名人ランキング」トップ10

▼男性部門 （n=2,072、3人選択） ▼女性部門 （n=2,072、3人選択）

順位 名前 得票数 昨年順位

1 マツコ・デラックス 405 1

2 明石家 さんま 212 2

3 松本 人志（ダウンタウン） 166 5

4 タモリ 138 3

5 ノブ（千鳥） 134 8

6 出川 哲朗 132 6

7 所 ジョージ 118 10

8 池上 彰 103 11

9 大悟（千鳥） 99 13

10 尾田 栄一郎 98 ―

順位 名前 得票数 昨年順位

1 水卜 麻美 259 1

2 田中 みな実 250 7

3 いとう あさこ 207 3

4 渡辺 直美 158 2

5 指原 莉乃 143 29

6 白石 麻衣（乃木坂46） 136 64

7 イモト アヤコ 132 4

8 ローラ 127 8

9 近藤 春菜（ハリセンボン） 116 9

10 滝沢 カレン 107 10

毎年、テレビ司会者や人気芸人が上位陣を占める「飲みたい有名人ランキング」。男性部門1位は6年連続の
「マツコ・デラックス」さん。女性部門の1位も、昨年同様「水ト 麻美」さん。「田中 みな実」さんが7位
→2位となったほか、「指原莉乃」さんが29位→5位、「白石 麻衣」さんが64位→6位と、大躍進しました。

「一緒に大人な飲み会をしたい
男性有名人」トップ10

順位 名前 得票数

1 GACKT 277 

2 タモリ 211 

3 福山 雅治 201 

4 ディーン・フジオカ 189 

5 木村 拓哉 169 

6 ROLAND 167 

7 斎藤 工 166 

8 西島 秀俊 161 

9 松本 人志（ダウンタウン） 145 

10 田中 圭 136 

（n=2,017、3人選択）

理由：【GACKT】何事にも真剣
でこだわっていそうなので高級な
お店に連れていってくれそう（31
歳女性／愛知県）、Mr.パーフェ
クト（23歳男性／新潟県）、ほど
良い緊張を味わえそうだから（29
歳女性／静岡県）
【福山 雅治】いぶし銀な雰囲気
を出してくれそうだから（28歳男
性／東京都）、スーツがビシッと
決まってかっこいいから。トーク
も楽しそう。ワインが似合う（26
歳女性／神奈川県）

「一緒に大人な飲み会をしたい
女性有名人」トップ10

順位 名前 得票数

1 新垣 結衣 241 

2 石原 さとみ 232 

3 深田 恭子 220 

4 北川 景子 219 

5 天海 祐希 218 

6 田中 みな実 215 

7 綾瀬 はるか 169 

8 石田 ゆり子 165 

9 米倉 涼子 142 

10 白石 麻衣 140 

（n=2,017、3人選択）

理由：【マツコ・デラックス】現場を楽しくして、愛のある毒を吐いてくれそうだから（24歳男性／東京都）、叱られたい
（27歳女性／東京都）【水ト 麻美】いつも明るくニコニコなメンタルの保ち方を教えてもらいたい（27歳女性／大阪府）
【田中 みな実】同い年で“あざとかわいい”から、考え方や思考が気になる（33歳男性／新潟県）



「二人きりでデート飲み
したい有名人」トップ5

▼男性部門 （n=1,036<女性のみ>、3人選択）

▼女性部門 （n=1,036<男性のみ>、3人選択）

順位 名前 得票数

1 菅田 将暉 77 

2 中村 倫也 66 

3 田中 圭 64 

4 マツコ・デラックス 63 

4 佐藤 健 63 

順位 名前 得票数

1 田中 みな実 129 

2 白石 麻衣 113 

3 新垣 結衣 84 

4 水卜 麻美 83 

5 小島 瑠璃子 66 

「二人きりでデート飲みしたい有名人」ランキングの男性部門では、二枚目俳優が上位を占める結果に。ま
た、国際的なスポーツイベントラッシュの昨今、スポーツ選手のランキングでは、2019年に大活躍した期待
の新星「渋野 日向子」さんが1位に。飾らない性格が、場を盛り上げてくれそうです。

理由：【菅田 将暉】好きだから！ かっこいいですねと伝
えて、ありがとうございますと言われたい！（33歳女性
／大阪府）、酔うまで飲んで仲良くなり、菅田くんの関
西弁を聞きたい（27歳女性／栃木県）【中村 倫也】顔を
ずっと眺めていたい（37歳女性／山梨県）【田中 圭】年
上なのにどこか弟気質なイメージがあって母性がくすぐ
られる（21歳女性／神奈川県）【田中 みな実】小悪魔ぶ
りを味わってみたいから（35歳男性／兵庫県）、きれい
で知的（33歳男性／石川県）

順位 名前 得票数

1 渋野 日向子（ゴルフ） 346 

2 八村 塁（バスケットボール） 156 

3 錦織 圭（テニス） 152 

3 大迫 勇也（サッカー） 152 

5 瀬戸 大也(競泳) 138 

6 水谷 隼（卓球） 112 

7 石川 佳純（卓球） 92 

8 桃田 賢斗（バドミントン） 64 

9 入江 陵介（競泳） 44 

10 サニブラウン・アブデル・ハキーム（陸上） 43 

（n=2,072、1人選択）

「飲み会を盛り上げてくれそうな
スポーツ選手」トップ10

順位 名前 得票数

1 石川 佳純（卓球） 214 

2 錦織 圭（テニス） 197 

2 八村 塁（バスケットボール） 197 

4 渋野 日向子（ゴルフ） 158 

5 瀬戸 大也（競泳） 134 

6 入江 陵介（競泳） 124 

7 水谷 隼（卓球） 76 

8 ベイカー 茉秋（柔道） 74 

9 川井 梨紗子（レスリング） 73 

10 萩野 公介（競泳） 57 

（n=2,072、1人選択）

「酔っぱらった人を介抱してくれそうな
スポーツ選手」トップ10

理由：【石川 佳純】落ち着いていて、面倒見が良さそう
（36歳女性／岡山県）【錦織 圭】最後まで優しくお世話
をしてくれそう（38歳女性／大阪府）【瀬戸 大也】上半
身の筋肉がすごいので、酔った人を軽く抱えそう（30歳
女性／神奈川県）、子育ても頑張っており責任感があり
そう（25歳女性／東京都）

理由：【渋野 日向子】代名詞のスマイルとスポーツ系の
ノリからにぎやかになりそう（40歳男性／福岡県）【八
村 塁】インスタで見る八村選手がオチャメだったので、
私生活では楽しい人かもと思ったから（34歳女性／滋賀
県）【大迫 勇也】大迫選手は半端ないので絶対盛り上げ
てくれると思ったからです（26歳男性／大阪府）

（n=2,072、3人選択）

「一緒に飲んだら元気になる芸人」
トップ10

理由：【出川 哲朗】嫌な事があっても出川さんと飲む
だけで元気をもらえそう（29歳女性／秋田県）、何を
言ってるか分からなくても笑顔で元気になる（21歳女
性／青森県）【みやぞん】即興で元気になりそうな歌を
作ってくれそう（33歳男性／千葉県）【ノブ】しんみ
りするの絶対嫌いだからなんとかしてくれるはず（23
歳男性／大阪府）【イモト アヤコ】明るくてポジティ
ブだけど、人の痛みも分かる人だと思うから（22歳女
性／高知県）【兼近 大樹】なんでもポンポンポーンっ
て言って笑い飛ばしてくれそう（20歳女性／長野県）

「飲みたい有名人ランキング2020」概要

順位 名前 得票数

1 出川 哲朗 215 

2 みやぞん（ANZEN漫才） 201 

3 ノブ（千鳥） 175 

4 イモト アヤコ 167 

5 兼近 大樹（EXIT） 158 

6 大悟（千鳥） 138 

7 近藤 春菜（ハリセンボン） 134 

8 伊達 みきお（サンドウィッチマン） 131 

9 内村 光良（ウッチャンナンチャン） 127 

10 りんごちゃん 117 



ランキングは『HOT PEPPER』4月号でもご確認いただけます

『HOT PEPPER』4月号は3月27日（金）発行

『HOT PEPPER』は、飲食店や美容院、リラクゼーション＆ビューティースポットなど街の
おトクな情報満載のクーポンマガジンです（全国50エリアで毎月最終金曜日に発行）。4月
号は「飲みたい有名人ランキング2020」のほか、「今年こそ行こう！ 初めてのグランピン
グGUIDE」「地元愛いっぱい！ ご当地ネイル」などさまざまな記事を掲載！

https://magazine.hotpepper.jp/

アンケート概要

■調査時期：2020年1月31日（金）～2月2日（日）

■調査方法：インターネットによるアンケート調査

■調査対象：全国20～30代男女（株式会社マクロミルの登録モニター）

■有効回答数：2,072人（男性：1,036人、女性：1,036人）

※表紙・企画は変更の可能性があります

http://magazine.hotpepper.jp/

