2019 年 11 月 14 日

いい夫婦の日を前に、新婚の花嫁さんに調査！

今年最も印象に残った有名人の結婚ランキング
印象的な結婚が多かった 2019 年の頂点に立ったのは…
ツイッターで「＃最後に愛してるをつけたら全部セーフになる説」キャンペーンも

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ（本社：東京都品川区 代表取締役社長：柏村 美生）が企画制作する結婚情報
サービス『ゼクシィ』は、新婚の花嫁さんたちでつくる「ゼクシィ花嫁 1000 人委員会」※を対象に、2019 年に結婚をした有
名人に関するアンケートを行いましたので、その結果をご報告します。（ランキング中敬称略）
※『ゼクシィ』の誌面作りなどに協力している、新婚の先輩花嫁で構成される読者組織

毎年この時期に『ゼクシィ』が調査・発表している有名人の結婚ランキング。2019 年に結婚した有名人の中か
ら、最も印象に残っているカップルや、結婚してショックを受けた有名人などを調査しました。新婚の花嫁さんの印
象に残った令和の象徴的なカップルとは？

※調査期間／2019 年 10 月 18 日～24 日

調査方法／2019 年 1 月 1 日～10 月 15 日までに結婚を発表した芸能人を対象とし、花嫁 1000 人委員会メンバー174 名に対しインターネット調査を実施

2019 年に結婚した有名人で印象に残ったカップルランキング
＆ 蒼井優

135 票

（3 組まで回答/N＝172）

1 位に選ばれたのは山里亮太さん・蒼井優さん夫婦で

1位

山里亮太

2位

小泉進次郎 ＆ 滝川クリステル

83 票

3位

城島茂

＆ 菊池梨沙

38 票

4位

窪田正孝

＆ 水川あさみ

36 票

した。2 位・3 位も結婚のイメージから遠かった方が意

5位

一般男性

＆ 新川優愛

22 票

さって印象に残った人が多いようです。

した。意外な組み合わせに加え事前の交際報道がなかっ
たおふたり。結婚会見の様子が好印象だったこともあ
り、8 割近くの人が最も印象に残ったカップルに選びま
外な組み合わせで結婚をし、授かり婚ということも合わ

＜主なフリーコメント＞
1 位 山里亮太＆蒼井優

■びっくりするような組み合わせだと思ったけど、会見がとても良くてお似合いだと思った。すぐに憧れの夫婦になった
■今年と言えばなんといってもこの二人！

２位 小泉進次郎＆滝川クリステル

■エイプリルフールかと疑うぐらいの組み合わせで驚いた

■世の中にこんなに才色兼備なカップルがいるのかと驚いた！産まれてくる子供が楽しみ！
■小泉さん好きなので軽いショックと、選んだ相手の女性もさすがだなあと

3 位 城島茂＆菊池梨沙

■組み合わせも発表の場所も仕方も全部驚きました

■やっとかーと思いました！年齢差が気にならないとの事で好感が持てました！
■24 歳差で驚いた

■かなりの年の差婚なのでびっくりした。しかも授かり婚だったのでダブルで衝撃

【本件に関するお問い合わせ先】
https://www.recruit-mp.co.jp/support/press_inquiry/

リクルートマーケティングパートナーズはこれからも、ひとりひとりにあった「まだ、ここにない、出会い。」を届けることを目指していきます
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2019 年の一般の方と印象的な結婚をした有名人ランキング

（3 組まで回答/N＝159）

順位

名前

得票数

主なフリーコメント

1位

新川優愛

54 票

バスの運転手に自分からアプローチ、というのがドラマティック

2位

春日俊彰（オードリー）

51 票

テレビのプロポーズを見て、相方の男泣きも印象的でした

3位

春風亭昇太

29 票

笑点での独身いじりが好きで今後どうなるか楽しみになりました

4位

西野カナ

27 票

今までのラブソングはこの人に歌ったんだろうな…とほっこり

5位

高橋みなみ

20 票

ふたりの T シャツショットがとても幸せそうで素敵でした

1 位にはモデルの新川優愛さんが輝きました。人気モデルが一般のバス運転手の方に自らアプローチをしたという
ドラマチックななれそめが話題になりました。テレビで公開プロポーズをし、相方の若林さんの男泣きも話題になっ
たオードリー春日さんは僅差で 2 位にランクインしました。

令和の新時代到来を感じた有名人の結婚ランキング

（3 組まで回答/N＝155）

順位

名前

得票数

1位

小泉進次郎＆

75 票

・これからの日本を担うカップルだと思います
・政治家から子育てや男性の家事分担を前向きに発信してほしい

滝川クリステル

主なフリーコメント

2位

山里亮太＆蒼井優

64 票

女性が自分の価値観で選び、お互いのイメージも上がったから

3位

城島茂＆菊池梨沙

19 票

年の差が以前よりも当たり前な時代になったと感じたから

4位

一般男性＆新川優愛

14 票

ロケバスの運転手との結婚が漫画のような展開だと思った

5位

窪田正孝＆水川あさみ

11 票

有名俳優同士の結婚というのが逆に新時代っぽいと思います

令和の新時代の到来を感じさせるカップル 1 位は小泉進次郎さん・滝川クリステルさんでした。政治家とフリーア
ナウンサーという異色のビッグカップルながら美男美女の組み合わせに納得、という声が多数寄せられました。2 位
以下にも共通する点としては、職業や年齢といった条件にこだわらず、自身の価値観で結婚相手を選ぶという点に新
時代の到来を感じた方が多いようです。
＜番外編＞

令和初の「〇〇ロス」の有名人ランキング（3 組まで回答/N＝82）
順位

名前

得票数

主なフリーコメント

1位

窪田正孝

32 票

長いこと格好いいなぁと思っていたのでやはりショック

2位

小泉進次郎

22 票

イケメンで弟さんよりもツボだったから…

3位

速水もこみち

15 票

お家でご飯を作ってあげてるのかな？と思うとジェラシー（笑）

4位

城島茂

11 票

リーダーが結婚するとは思わなかった！

5位

AKIRA（EXILE）

7票

好きな俳優さんなので、嬉しいけど寂しかった

令和初の「〇〇ロス」No.1 に輝いたのは、俳優の窪田正孝さんでした。端正な顔立ちはもちろん、映画やドラマ
で演じた役柄が好きだったというコメントも多くみられましたが、「でもお相手が水川さんでよかった」という声
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も。2 位の小泉進次郎さんは「さわやかで新しい時代の議員というイメージ」「勝手に独身を貫くイメージだったの
でショックです」というコメントも見られるなど、政治家ながら芸能人のような人気があったことが窺えます。３位
には誰もが認めるイケメン・料理上手の速水もこみちさんがランクインしました。

特にファンではなかったのに結婚してから「意外と好きだったかも…」と感じた
「隠れロス」な有名人ランキング（3 組まで回答/N＝87）
順位

名前

得票数

主なフリーコメント

1位

山里亮太

30 票

蒼井優さんを大切にしているのがわかるあの会見で好感度急上昇

2位

窪田正孝

13 票

結婚の報道がされてから、改めて好きかも！と気がつきました

3位

JOY

12 票

彼女を大切にする誠実そうな様子に好感度が上がりました

3位

小泉進次郎

12 票

ロスまでではないですが、少しショックでした笑

5位

速水もこみち

11 票

デビュー当時カッコいい人だなと思っていたのを思い出した

特に意識したことはなかったが、結婚してから「意外と好きだったかも…」と感じた「隠れロス」な有名人ランキ
ング第 1 位にはなんと山里亮太さんが選ばれました。「モテない」キャラクターだったものの、結婚会見で男らしく
知的な対応を見せたことで株が急上昇したようです。３位の JOY さんも SNS やテレビで妻を大事にしている姿が高
評価されたことがランクインにつながりました。

ゼクシィは発見しました！ ＃最後に愛してるをつけたら全部セーフになる説
“いい夫婦の日おめでとう” ツイッターキャンペーンについて
ゼクシィでは“いい夫婦の日おめでとう”の気持ちを込めて、夫婦で
嬉しい豪華賞品があたるツイッター投稿キャンペーンを行います。
ぜひこの機会に参加してください！
■企画名： “いい夫婦の日おめでとう” ツイッターキャンペーン
＃最後に愛してるをつけたら全部セーフになる説
■応募方法：
➀ゼクシィ公式 Twitter アカウント（@zexy_news）をフォロー
➁普段は言えないパートナーへの想い（愛情、小言、愚痴などなん
でも！）と共に、ハッシュタグ「＃最後に愛してるをつけたら全部
セーフになる説 ＃いい夫婦の日おめでとう ＃ゼクシィ」すべてをつけて、
Twitter で投稿
③投稿内容から、各賞を選出し、受賞者へはダイレクトメッセージにてご連絡
■期間：2019/11/15（金）10：00～2019/11/25（月）10：00
■プレゼント：AQUA 冷蔵庫２名、ジェラートピケルームウエア
ペアセット５名、西川バスタオルセット 10 名
■特設 WEB サイト：https://zexy.net/contents/pr/1122/
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