
※悪用厳禁。損害賠償請求になることもあります。

番号
1. お住まいを教えてく

ださい。

2. 年齢を教えてくださ

い。

3. 理想の彼の年収を教

えてください。

4. お仕事の職種を教え

てください。

5. 合コンでいいなと思

う会社名を１つ上げて

ください

6. その理由を教えてく

ださい。

7. 彼氏にしたい彼の企

業名を教えてくださ

い。

8. その理由を教えてく

ださい。

9. 結婚したい彼の企業

名を教えてください。

10. その理由を教えてく

ださい。

1 大阪府 29歳 年収500万以上 会社事務
〇〇病院などの医療系

の方

お金持ちでかっこいい

から

企業名というかは医療

系の仕事をしててほし

いです

お金持ちだから 〇〇市役所職員
将来安定で高収入で安

心着替えなので

2 福岡県 10代 500万円 学生 Aflac
大手で分かりやすいか

ら。
ジョイフル

割引とか知ってそうで

行きやすいから。
Aflac

保険に詳しい方が後々

いい気がするから。

3 広島県 42 500万以上
危険な作業や転勤のな

い職業なら良い
ANA やはり航空系はモテる TOYOTA 待遇の良さ Amazon 不景気知らず

4 神戸 21 10000万以上 ディーラー関係 BMW 車が好きなので BMW かっこいいと思うから BMW

家族でドライブしたり

車で旅行したりカーラ

イフを満喫できそうだ

から。

5 三重県 34 700万 。サービス業 Calbee
馴染みのある社名だか

ら
サントリー

馴染みのある社名だか

ら
サントリー 馴染みのある社名

6 神奈川 28 ¥450 営業 Google
世界的に有名な会社で

あるため。
日本郵政 安定性があるため。 IBM

日本を代表する企業で

あるため。

7 福岡県 36 1000万 事務 JAL
華やかで給料も高いか

ら
三菱UFJ銀行 給料がよく大手だから 伊藤忠商事

海外勤務があり、給料

も高いから

8 福岡県福岡市 33 700万円 病院看護師 JR
駅員さんって制服かっ

こいいなと思うから
JR

自分がシフト制なので

同じシフト制が多そう

だから

JR
公共交通機関は安定し

ていそう

9 大阪府大阪市 39歳 600万 テレマーケティング JR西日本

企業ブランドと安定企

業のため。鉄道が好き

なので

ダイハツ自動車
車には困らなさそうな

ので。
NTTドコモ

大手企業であり、年収

も高額と聞くので。 

企業も安定している

10 一軒家 48 ５００万円以上 派遣 JR東日本
電車が安く乗れそうだ

から
JR東日本

電車賃が安くなりそう

だから
JR東日本 社宅がありそうだから

11 神奈川県大和市 28歳 500万円 化粧品製造 Keyence

他の大企業ほどあまり

名前が知れ渡ってない

が、年収はかなり良い

会社なので、合コン

や、飲み会で知り合っ

た人がキーエンスだ

と、おっ良いなスゴい

なと思ってしまう。

ANA、JAL

パイロットってやっぱ

り違う世界のような感

じでカッコいいし憧れ

ます。でも生活のリズ

ムが合わなそうなので

結婚はしたくない。だ

けどお金ももってそう

だし、彼氏にして遊び

に連れてってもらえた

りしたい。自分の友達

にも自慢できそうで

す。

トヨタ自動車

自動車会社って派手

じゃなくて安定してい

る公務員に似ている感

じたなので、結婚する

には良いなぁと思う。

収入も手当て等も安定

していそう。また、ク

ルマは持っていてほし

いので自動車会社の人

は結婚相手に理想的。

12 東京都府中市 35才 ¥350 IT LG
自由で伸びそうだか

ら。
We chat pay

女性も活躍しているい

い企業だから。
HUAWEI 将来が明るい。
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13 埼玉県 31歳 ¥600 会社　事務員 NTT
超安定企業だと思うか

ら
NTT　トヨタ自動車 収入が手堅いから

NTT　トヨタ自動車

公務員

超安定企業は福利厚生

がしっかりしているか

ら

14 兵庫県 30才 700万円 看護師 Panasonic

安定していそう。普段

使っている家電もある

ので話も弾みやすそ

う。

Panasonic 給料がよさそう。 Panasonic 福利厚生がよさそう。

15 名古屋市 37 600万 販売 TOYOTA 未知の世界だから アサヒビール
アサヒビールが好きだ

から
第一三共ヘルスケア 安定してそうだから

16 岐阜県 33 500万 医療事務 TOYOTA

車が好きなのと、安定

した収入があるのがよ

い

Amazon
上場だし、かなりのお

金持ちになれる
TOYOTA

やはりTOYOTAなら有

名

17 群馬 31さい ¥600 フリーター Yahoo
大手企業で優秀な人そ

うな印象
Amazon

大手企業で年収も高そ

うです
NTT

大手企業で、リストラ

の心配もあまりしなく

て良さそう。安定して

いそう

18 愛知県岡崎市 25歳 500万 OL アイシンAW

愛知県でトップの会社

の子会社なので、将来

安定だなぁとおもうか

ら、ボーナスも全然違

うみたいです！

デンソー株式会社

家族を養っていくの

に、大手企業なら安心

感もあるし、やりがい

ももって仕事ができ

て、家でも心の余裕が

できそう。有給やボー

ナス、残業などでも悩

まないで、しっかりと

してそう！

トヨタ自動車

愛知県の女性なら、ト

ヨタ系列のデンソーや

アイシン、豊田自動織

機などの男性に、好感

を抱く人はおおいとお

もいます。 

住宅ローンを組むとき

なども、トヨタ自動車

なら、まずどこの銀行

も安心してローンを組

んでくれます。

19 富山県 30歳です。 500万以上 事務員です アコム 大手だから ドコモ 有名だから リクルート
大手、かつ安定してい

そうだから

20 大阪 34 1000万 携帯会社 アップル
アップル製品が好きだ

から
アップル アップル製品が好き グーグル 安定してそう

21 大阪府です 36歳です 600万 SE オプテージ
安定しているし、魅力

的。
トヨタです みんなに自慢できそう 武田製薬

これから、お金に困ら

なさそう

22 兵庫 29さい 1000万 商社 キーエンス

レベルが高くスピード

感のある会社で働いて

いてカッコいいから。

どういう人達なのか話

を聞いてみたいから。

ロッテ

大手で知っている人も

多いし周りに言っても

恥ずかしくないから。

休みもしっかりしてい

て会う時間もたくさん

ありそうだから。

三井物産

給料面や会社の規模が

大きいし実績もあるの

で安定して暮らせそう

だから。

23 福岡県です 30歳です 500万円 パート キャノン
大手で安定しているか

ら
凸版印刷

みんなが知っている企

業だから
第一生命 年収が高いから
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24 関東 満23歳 500万以上 運輸系 グーグル

・安定している 

・社員のことを考えて

いそう 

・年収が高そう

公務員（市役所などの

行政系）

・安定している 

・終身雇用だから 

・時間にゆとりがもて

そうだから

公務員

・安定している 

・終身雇用だから 

・時間にゆとりがもて

そうだから

25 京都府 27歳 1000万円以上 自営業、サービス関係 グーグル

安定していそう。これ

からもある程度需要は

続く。国際的。ネット

関係はこれから伸びる

余地ありだから。

トヨタ

安定している。高給。

車に詳しく、良い車を

乗ってそう。そういう

人はお金を使いそうだ

から。

楽天

安定している。高給そ

う。これからも伸び

る。今も伸びてる。IT

関係が良い。

26 大阪府大阪市 41歳 1000万円 医療職 クボタ
取引があり、堅実なイ

メージがあるから。
ロート製薬

営業などもあり、会話

が楽しそうだから。
TEIJIN

部門もたくさんあり、

彼の能力を発揮出来そ

うだから。

27 茨城県 38 1500万 証券会社
ゴールドマン・サック

ス
優秀だから

ゴールドマン・サック

ス
優秀だから

ゴールドマン・サック

ス
年収が高いから

28 関西 20代こうはんです。 ¥500 今は主婦です。 コマツ 大企業だから。 スズキ
車好きそうで、稼いで

そう。
ホンダ 上に同じです。

29 東京都墨田区 51 800万円以上 外資系IR企業 シティバンク

外資系ですし、日本人

以外の国籍の男性も多

いから。

シティバンク

外資系だから、視野が

広く会話が楽しいか

ら。

シティバンク

サラリーも良く、海外

勤務もあるから、ジン

セイを共に楽しめそう

だから。

30 栃木県 46 ¥800 会社員、自営業 セキスイハイム 安定していそう トヨタ自動車
親に安心して紹介でき

る
トヨタ自動車 安定していそう

31 東京都内 40歳 1,000万円 エンジニア ソニー
誰もが知っている企業

でわかりやすいから。
日本航空

有名だけれど知らない

世界なので、面白い話

が聞けそうだから。

トヨタ自動車
将来も不安のない企業

だから。

32 兵庫県。 35 500万 無職 ソニー
プレステの会社だか

ら。
Amazon　JAPAN

彼氏がAmazonなんだと

言ってみたい。
キーエンス

ホワイト企業と聞いた

ことがある。

33 福島県 18歳 1000万 学生 ソフトバンク
収入が安定していそう

だから。
Apple

誰しも知っているApple

は周りからも注目を受

けそうだから。

楽天

楽天はこれからもっと

世界で活躍していきそ

うだから。

34 愛知県です。 30歳です。 500万円 一般事務職 デンソー

東海地方の人にとって

は安定で、有名な企業

だから。

デンソー

東海地方の人にとって

は安定で、有名な企業

だから。

トヨタ自動車

東海地方の人にとって

は安定で、有名な企業

だから。

35 神奈川県 34歳 800万 看護師です トヨタ
安定して収入が高そう

だから
フジテレビ

華やかで話を聞くのが

楽しそうだから
住友商事

高収入かつ海外駐在の

経験ができそうだから

36 愛知県名古屋市 28 ¥600 会社員 トヨタ 自動車
愛知県内での有名な企

業だから
三菱東京UFJ銀行

銀行員は稼ぎが良いイ

メージだから
トヨタ 自動車 有名企業だから

37 愛知県 36 ¥800 専業主婦 トヨタ自動車 安定してるから トヨタ自動車 安定してるから トヨタ自動車

安定してるから、不景

気デモなんとかなりそ

う
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38 愛知県尾張地方 27歳。 1000万円 事務職 トヨタ自動車、

安定しているから、休

みがしっかりしている

から、収入も高くて旦

那さんにしたらお金に

困ることはないと思う

から。

リクルートホールディ

ングス

広告業界の人はチャラ

い人が多いけど話が面

白い人が多くて付き

合ったら楽しいと思う

から。

トヨタ自動車 上記と同じ理由です

39 和歌山 28歳 700万 システムエンジニア パナソニック

大手で安心感があるか

ら。社割もあり、羨ま

しい。

トヨタ、パナソニック

結婚を考えたお付き合

いをするなら、安心感

のある会社が良い。

トヨタ、パナソニック

車や住宅など人生で大

きな買い物に社割が使

えるのはありがたい。

40 静岡 31 500万 事務 バンダイ

ゲームが好きなので相

手がその会社に勤めて

いるなら、話が合うか

と思いました。

バンダイ

ゲームが好きなので相

手がその会社に勤めて

いるなら、話が合うか

と思いました。

バンダイ

ゲームが好きなので相

手がその会社に勤めて

いるなら、話が合うか

と思いました。

41 岡山県 33歳 700万 主婦 ベネッセ
地元の優良企業だか

ら。
ベネッセ

皆の知ってる企業で自

慢だから。
JR西日本

交通費など、社員割が

ありそうだから。

42 大阪市 今年25歳 680万以上 医療事務 マークスタイラー

アパレルで働いていた

ときにマークスタイ

ラー社の社員の方はお

しゃれでカッコいい方

が多かったからです。

マークスタイラー 上記と同じ理由です。 マークスタイラー 上記と同じです。

43 東京都多摩地区 40 500万以上 無職 マイナビ 信頼ができる 楽天 安定していそう ユナイテッドアローズ 給料が良さそう

44 東京都 24 600万円 銀行員 みずほ銀行
株も安定していて年収

も高そう
任天堂

ゲームが好きなので

ゲーム会社に勤めてい

る人って憧れるので

任天堂

彼氏にした人とそのま

ま結婚したい、任天堂

で働いてる人は高学歴

も多いと聞くので年収

も安定していそう

45 群馬県 34歳 800万円 公務員 リクルート 年収が高そう リクルート 年収が高そう リクルート 年収が高そうだから

46 愛知県名古屋市 27 400万以上 販売業 ワイモバイル

ふてニャンが好きなの

で。勤務している友達

がたまにグッズを貰っ

ていて羨ましい。

SEGA

安定しているし、ゲー

ムが好きなので話すの

が楽しそう。ゲーム制

作は残業などが多いと

聞くので結婚は不安か

も。

トヨタ

絶対に潰れないし、生

涯安泰だと思うから。 

給料もよく、エリート

しか入れないと聞くの

で。

47 茨城県 19 700万円 教育 伊藤忠
大手の商社というイ

メージが強いから。
アクセンチュア

話題の外資系企業でイ

メージが良いから。
三菱UFJ銀行

安定した銀行の中でも

特に収入が良さそうだ

から。

48 千葉県柏市 26歳 500万 アパレル業 伊藤忠商事 高収入だと思うから。 吉本興業
毎日一緒にいて楽しそ

うだから
みずほ銀行

お金面もしっかりして

そうだし、企業自体ホ

ワイト企業っぽいから
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49 大阪府 29 600万以上 音楽家 医者
安定した収入と余裕が

ある。
お菓子の会社

大手で、サンプルなど

ももらえそう。
食料品の大手メーカー

収入も安定していて、

定時で帰ってきてくれ

そう。

50 千葉県 31 ¥400 ショップ店員 営業 お話が上手そうだから 株式会社明治 何となく トヨタ自動車 なんとなく

51 新潟県内 20代後半 600万 自由業 株式会社 三井住友銀行
堅実そうな人間性のイ

メージだから
株式会社 三菱UFJ

堅実で先進的な人間性

なイメージだから
伊藤忠商事

大企業で安定した人間

性のイメージだから

52 青森県 26歳 450万円 看護師 看護師
同職で親近感が湧くか

ら
警察官

イメージ、響きがかっ

こいいから
警察官

安定した収入があるか

ら

53 東京です。。。 27。。。 700万円 会社員。。。 丸紅
ノリが良さそうだか

ら。
トヨタ

将来のビジョンを早め

早めに、しっかり決め

る会社なので、時代の

変革にも対応できてい

て、安定していそうだ

から。

グーグル

年収が高く、自由がき

く。残業が少なそう。

海外転勤も夢を見れそ

う。

54 奈良県 19 400万以上 サービス業 銀行 安定しているから。 特に無し 特に無し 特になし 特に無し

55 神奈川県 30 400万円以上 接客業 警察 健康的な人が多そう 公務員

突然投資に走ったりと

いった不安定な暮らし

とは無縁そうだから

警察
健康そう、かつ公務員

なので。

56 北海道 49歳 500万円 福祉専門職 公務員 安定している 地方自治体 安定している 公務員 安定している

57 大阪府東大阪市 33歳 800万円以上 会社員、総合職 三井住友銀行
お金の知識があり、安

定してそうだから
三井住友銀行

銀行の中でも安定して

そうだから
三井住友銀行

安定していると思うか

ら。

58 東京都武蔵野市 44 800万円 会社員 三井物産

グローバルに活躍して

いる企業なのでいろい

ろ興味深い話が聞けそ

う。

ソニー

自由な社風で社員が仕

事にやりがいを感じて

生き生きしていそうな

ので。

東京ガス

経営が安定していて社

員の満足度が高そうな

企業なので。

59 長崎 31才 400万以上 家事手伝い 三菱
田舎なのでその位しか

無いため
県庁

その位しか有名なのが

無いため
三菱

安定した仕事があった

から良かったのだがこ

れからのことを考える

と部門によるが別の企

業が良いのかも？ 

そのときはそこしか知

らなかったため目標に

していました。

60 山梨県 29 ５００万 会社員　事務員 三菱 有名企業で有望だから 三菱商事、トヨタ 有名企業で有望だから 三菱商事、トヨタ 一生安定しそうだから

61 愛知県名古屋市中区 37 600万 税理士 三菱UFJ銀行 福利厚生が手厚そう パナソニック
何か色々教えてくれそ

う
花王 このご時世だから

62
宮城県に住んでいま

す。
24才です 650万 事務員 三菱商事

誰でも知っている企業

だからです。
三菱商事

お金持ちで大手だから

です。
三菱商事

お金に困らないからで

す。

63 神奈川県川崎市 28歳7ヶ月 500万以上 公務員 三菱商事
有名企業で安定してい

そうだから
三菱UFJ銀行

安定していそうだし、

お給料も高そうだから
三菱UFJ銀行

安定していそうだし、

福利厚生もしっかりし

ているイメージだから



※悪用厳禁。損害賠償請求になることもあります。

番号
1. お住まいを教えてく

ださい。

2. 年齢を教えてくださ

い。

3. 理想の彼の年収を教

えてください。

4. お仕事の職種を教え

てください。

5. 合コンでいいなと思

う会社名を１つ上げて

ください

6. その理由を教えてく

ださい。

7. 彼氏にしたい彼の企

業名を教えてくださ

い。

8. その理由を教えてく

ださい。

9. 結婚したい彼の企業

名を教えてください。

10. その理由を教えてく

ださい。

64 京都 20 600万? 営業事務 三菱東京UFJ銀行
安定している企業だか

ら
アマゾンジャパン

誰しもが使うネット

ショッピングは安定し

ているから

電通
将来的にも安定してる

と思ったから

65 東京都23区内 30歳前半 700万円 薬剤師 資生堂
安定しているイメージ

があるから。
マイクロソフト 大手だから マイクロソフト

幅広く事業を展開して

いて安定しているか

ら。

66 埼玉県川口市 23 ¥600 自営業など 自営業
自分で頑張ってる感じ

がするので
佐川急便 洋服がかっこいい 自営業 2人で頑張っていきたい

67 宮崎県 27歳 350万 製造業 自衛隊

安定した給料と、資格

取得支援、人としての

身なりや気配りがしっ

かりしているから。

株式会社宮崎銀行

地元に貢献しつつ、勤

務形態もしっかりして

いるイメージ。給料も

安定しているので、結

婚も前提に考えて付き

合えそうだから。

トヨタ自動車

勤務形態はまちまちで

部署によっては三交代

などもあるようだが、

経済面と休みも安定し

た生活を送っていけそ

う。家庭を持つことを

考えたら絶対はずせな

い部分だと思う。ま

た、車関係であれば性

能や性質を見極めるこ

とができたり車好きの

私とも会話が弾みそう

だから。

68 大阪府豊中市 47 700万以上 営業事務アシスタント 住友商事 安定した企業でなので 三井物産 自慢できるので 丸紅
安定しているし、手堅

い

69 大阪 35歳 600万以上 自営業 小林製薬

ユーモアがあって、気

を使ってくれる方が多

いイメージ

島津製作所
仕事のオンオフがはっ

きりしている
パナソニック

家庭向けの福利厚生

しっかりしているの

と、ワークライフバラ

ンスが取れている。真

面目な人が多い印象。

70 北海道函館市です。 二八歳です。 六百五十万円です。 不動産の営業職です。 松岡運輸です。
トラック運転手の方が

好きだからです。
ユニクロです。 服が好きだからです。 ワコールです。

陸上を行っている福士

選手のファンだからで

す。

71 広島 22歳 300万 元アパレル 消防士
安定してそうだし強そ

うだから
マツダ

広島では大手な方だと

思うから
マツダ

広島では大手な方で安

定してそうだから

72 神奈川県川崎市 37歳 800万円 秘書 全日空

明るいけど真面目な人

がたくさんいそうだ

し、マスコミほどチャ

ラそうじゃないので。

全日空

程よく忙しそうだし、

自分の時間も持てそう

なので。また、年収も

良さそうなので。

全日空

安定した企業だし、私

が知らない知識とかで

お話ししてても楽しそ

うなので。また、経済

的にも安定していそう

なので。



※悪用厳禁。損害賠償請求になることもあります。

番号
1. お住まいを教えてく

ださい。

2. 年齢を教えてくださ

い。

3. 理想の彼の年収を教

えてください。

4. お仕事の職種を教え

てください。

5. 合コンでいいなと思

う会社名を１つ上げて

ください

6. その理由を教えてく

ださい。

7. 彼氏にしたい彼の企

業名を教えてくださ

い。

8. その理由を教えてく

ださい。

9. 結婚したい彼の企業

名を教えてください。

10. その理由を教えてく

ださい。

73 鳥取県 45歳 1000万円 音楽講師 全日空(ANA)
なんとなくレベルが高

い人が多そう。
全日空(ANA)

前問と同じでレベルが

高そう。高学歴、ス

マートなイメージがあ

ります。

Google

高収入のイメージ。将

来性もありそうなの

で。

74 兵庫県です 38歳 800万円 理系専門職 全日本空輸
頭が良い人ばかりなの

で、話しが楽しい。
トヨタ自動車です。

安定企業で長期休みな

どもしっかり取得でき

るので、デートや旅行

の予定がたてやすい。

国家公務員
安定に勝る結婚生活は

ない。

75 長野県 35 1000万円 小売業 全日本空輸　ANA
真面目な人が多そうだ

から。
全日本空輸　AMA

私の知らない世界を

知っていそうだから、

一緒にいたら楽しそ

う。

公務員

真面目な人が多そう

で、安定した職業だか

ら。

76 栃木県 26 ¥500 地方公務員 足利銀行 給料がいいから 足利銀行
会社が安定しているか

ら
足利銀行 会社がつぶれなそう

77 新潟県 52 800万以上 医療職関係 大きな病院 お金が良さそうだから パナソニック 大手だから パナソニック 大手だから

78 神奈川 26 400万以上 主婦 大企業ならどこでも お金がありそうだから 資生堂
化粧品のテスターとか

貰えそうだから
ソフトバンク 安定していそうだから

79 兵庫県 47 800万円 EC運営 大阪ガス

関西魂で場を盛り上げ

るのがうまそうだと思

います。

伊藤忠テクノソリュー

ション

商社系システムインテ

グレーターなので業界

の事や裏側を教えても

らえそうですし、自分

の学びにもつながりそ

うだからです。

鴻池組

福利厚生でいろんな施

設を利用できそうなの

と一級建築士であれば

定年後も資格を生かし

て長く働いてもらえそ

うだからです。

80 宮城県 30歳です 500万
職種にこだわりはあり

ません。
地方公務員

安定した収入があるか

ら。
地方公務員

安定しているし、基本

土日は休みですから予

定が合いそう。

国家公務員

結婚となれば、地方公

務員よりも国家公務員

の方が良い。やはり給

料面で。

81 愛知県 32 ¥700 宿泊業 電通

芸能界の裏話を聞いて

盛り上がれそうだか

ら。

ANA

航空関連はかっこいい

ので人に自慢できる

し、仕事で起きたネタ

話が面白そうだし、お

土産をねだれるから。

テレビ朝日

局にこだわりはないの

ですが、テレビ業界が

いいです。高収入かつ

家に帰ってこないので

気楽に実質一人暮らし

が出来るからです。世

話のかからないATMを

手に入れられたら最高

だろうなと思います。

82 東京都新宿区 30歳 1000万 自由業 電通 エリートだから。 ジャニーズ事務所 憧れだから。 フリーランス
旦那がフリーランスだ

から。



※悪用厳禁。損害賠償請求になることもあります。

番号
1. お住まいを教えてく

ださい。

2. 年齢を教えてくださ

い。

3. 理想の彼の年収を教

えてください。

4. お仕事の職種を教え

てください。

5. 合コンでいいなと思

う会社名を１つ上げて

ください

6. その理由を教えてく

ださい。

7. 彼氏にしたい彼の企

業名を教えてくださ

い。

8. その理由を教えてく

ださい。

9. 結婚したい彼の企業

名を教えてください。

10. その理由を教えてく

ださい。

83 福岡市 30代 500万円以上 一般事務 電通株式会社
面白い営業マンがたく

さんいそうだから。
本田技研株式会社

常識があり、頭もよ

く、お金もあって様々

な経験をさせてくれそ

うだから。

地方公務員

休みもあって、絶対安

定していると思うか

ら。

84 千葉県 37歳 600万 フリーライター 電通株式会社

就労規則などについ

て、トラブルになるこ

とが多発しているか

ら。

三井物産

人を育てるのがうまい

とよく聞くことと、元

財閥系はかなり安泰だ

と思う。

三井物産

仕事で海外に行くこと

も多そうですし、私も

海外生活を望んでいる

から。

85 東京 ２９歳

30歳時点で年収800万

円、40歳時点で年収900

万円

事務職 都庁

「公務員試験に合格し

ている＝ほどほど以上

の頭の良さがある」の

中でも、東京都庁職員

がトップだと思うの

で。 

学力的に頭の良い人が

好きです。 

IT企業社長とかよりも

堅実で女慣れしてなさ

そうなイメージ。

特定国立研究開発法人

理化学研究所

自分の大学時代の専攻

(理工学)は違う、専門

分野に特化した研究員

の話を聞くのが好きな

ので。 

見た目がイケメンだっ

たりチャラい人より

も、学びの多い人と

デートするのが楽しい

と感じます？

日本製鐵株式会社
大好きな夫が勤めてい

るので。

86 宮城県 2828 1千万円以上 自営業 東京エレクトロン
年収ランキング上位だ

から
東京エレクトロン

年収ランキング上位だ

から
東京エレクトロン

年収ランキング上位だ

から

87 千葉県市原市 30歳ちょうど 500万以上 会社員、事務系など 特にありません

質問の意味が分かりか

ねます。 

合コンを主催の会社と

いう事でしょうか？ 

会社主催の合コンに参

加した事がないので、

分かりません。 

お相手の勤める会社

で、いいなと思った会

社は特にないですが、

ブラック企業で有名、

という会社でなければ

特に何も感じません。

JFEホールディングス

理系の男性好きなの

と、近くにJFEがあるの

でどういう会社が何と

なく分かるからです。 

神奈川に本社があるよ

うですが、市原に勤め

ている方が良いです

ね。

上と同じくJFEホール

ディングス

給料が安定しているか

らです。

88 神奈川県藤沢 50歳 800万円 作業員 読売新聞社
色んな話題を知ってい

そうだから。
ＮＨＫ

休みが多く、福利厚生

が充実してそうだか

ら。

ＪＲ東海
赤字にならず、安定し

ているから。

89 徳島県 22 ¥700 契約社員で事務職 日亜化学工業
県内では大きな会社だ

から。
日亜化学工業

県内では大きな会社だ

し、休みも多いわりに

お給料がいいから。

大塚製薬

大きい会社で安定して

いるし、退職金もいい

みたいなので。



※悪用厳禁。損害賠償請求になることもあります。

番号
1. お住まいを教えてく

ださい。

2. 年齢を教えてくださ

い。

3. 理想の彼の年収を教

えてください。

4. お仕事の職種を教え

てください。

5. 合コンでいいなと思

う会社名を１つ上げて

ください

6. その理由を教えてく

ださい。

7. 彼氏にしたい彼の企

業名を教えてくださ

い。

8. その理由を教えてく

ださい。

9. 結婚したい彼の企業

名を教えてください。

10. その理由を教えてく

ださい。

90 東京都渋谷区 27 ¥1,000 営業 日本M＆Aセンター

年収ランキングで上位

の会社で安定している

職種だから

キーエンス 年収が高いから。 日本M&Aセンター

彼氏にしたい企業ラン

キングでキーエンスと

上げましたが、キーエ

ンスはよくグラック企

業と聞きます。数字第

一主義でとにかく、数

字を出せ、数字を出せ

と言われるようで働い

てる方は大変とよく聞

きます。また年収は高

いですが、仕事がハー

ドなのでよくみんな転

職すると聞きました。

そういう職種よりか

は、安定を結婚には求

めるので、わたしは日

本M&Aセンターを選び

ました。理由は、毎年

公表される、年収高い

ランキングで常に上位

ですし、最近の仕事は

M&Aの需給が増えて、

91 東京都中野区 30 1000万 IT企業 日立製作所 頭良さそう Google 大きい企業だから ソフトバンク
ソフトバンクは大手だ

し安定しているから



※悪用厳禁。損害賠償請求になることもあります。

番号
1. お住まいを教えてく

ださい。

2. 年齢を教えてくださ

い。

3. 理想の彼の年収を教

えてください。

4. お仕事の職種を教え

てください。

5. 合コンでいいなと思

う会社名を１つ上げて

ください

6. その理由を教えてく

ださい。

7. 彼氏にしたい彼の企

業名を教えてくださ

い。

8. その理由を教えてく

ださい。

9. 結婚したい彼の企業

名を教えてください。

10. その理由を教えてく

ださい。

92 兵庫県です。 31歳です。 300万ー500万円 事務職(メーカー) 任天堂

自分がゲームが好きな

ことと、面白い話が聞

けそうなので。 

勝手なイメージですが

地味な男性がいそうな

ので話しやすそう。 

顔がいい人がいると緊

張して話せないので、

ぼやっとしている雰囲

気の方が私は有難いで

す。 

一度だけ任天堂の方と

合コンしましたが、彼

氏としては全く考えら

れなかったけど、裏側

が聞けてとても楽し

かった記憶がありま

す。

三菱電機

兵庫県内に寮や社宅が

あるため、将来を想像

しやすいため。 

また大手なのでイメー

ジ的に安心できる。

三菱重工

理由は8と同じですが、

＋お給料がいいような

ので。 

友人二人の旦那さんが

三菱重工ですが、マン

ションを購入し、この

時代に二人とも専業主

婦(子供二人)なので憧

れがあります。

93 東京都 36歳 42歳 医師 病院 同業者のため 病院 ステータス 病院 ステータス

94 福岡 24 300万以上 サラリーマン 病院勤め 安定してそう 三菱 よく聞くから 三菱 よく見るから

95 神奈川県です。 32歳です。 ¥500 事務です。 不動産系
家を買うときに有利そ

うだから
特になし

やりたいことをやって

いる人が良い
不動産系 6と同様

96 静岡県 35歳 600万円以上 IT事業 富士フイルム 成長企業だから 富士フイルム 成長企業だから 富士フイルム 成長企業だかは

97 福井県 23歳 800万円 銀行員 福井銀行 銀行員は安定してそう 福井銀行 安定してる 福井銀行 収入面で安心

98 愛知県です。 30歳 500万円 一般事務職 豊田自動織機
地域の安定企業だか

ら。
デンソー

地域の安定企業だか

ら。
トヨタ自動車

地域の安定企業だか

ら。

99 北海道 45 800万円 IT 北海道ガス 賢くて話しが面白そう
ニトリホールディング

ス

センスが良くてオシャ

レなイメージ
北海道電力 安定感がある

100 日本 アラサー 600万 パートタイマー 漫画家 話が合いそう。 google Japan

自由な発想を生む社風

のイメージがあり、勤

めている人も柔軟な考

え方や物の見方をして

いるイメージがある。

一緒にいるといい影響

を受けられそう。

NTT東日本

大企業であり、働き方

の融通も効きながら安

定した収入を得ていそ

うだから。


