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結婚相談所くらべーるが 20〜30 代の女性 200 人を対象に結婚相手の理想と最低条件を調査

理想の結婚相手は年収 500〜599 万の少し背の高い年上男性
回答者の 90%が最低条件として年収 300 万円以上の男性を希望
結婚情報サイト「結婚相談所くらべーる」を運営する株式会社ベーシック（本社：東京都千代田
区、代表取締役：秋山勝、以下ベーシック）は、20 代〜30 代の女性 211 名を対象に、結婚相手
に求める条件に関する意識調査を実施しました。

◆【理想の条件】理想の結婚相手は「上場企業で正社員として働く、年収 500〜599 万の少し背
の高い年上男性」

20〜30 代女性 200 人を対象に、仕事上の肩書きや年収、学歴、自分との年齢差の観点から「理想
の男性像」を調査しました。
＜仕事上の肩書き＞
調査対象者全員に、理想の結婚相手に求める
「仕事上の肩書き」を尋ねると、会社経営者や
役員・上場企業の正社員・国家公務員・地方公
務員・一般企業の正社員・自営業やフリーラン
ス・こだわりはない、の 7 つの選択肢（最大 3
つ選択）のうち、回答者の 48.8% が「上場企
業の正社員」を選択しました。次いで、「国家
公務員」（41.2%）、「一般企業の正社員」
（36.5%）となり、安定した収入が得られる正
社員や公務員が上位を占める結果となりまし
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た。一方で「会社経営者や役員」は 19.0%と低く、立派な肩書きよりも安定を理想とする人が多い
ようです。
＜年収＞
理想の結婚相手に求める「年収」については、
「500〜599 万」（21.3%）、「600〜699
万」（20.9%）が多く、20〜30 代の平均年収
より少し上の年収が支持されていることがわかり
ました。

＜学歴＞
理想の結婚相手の「最終学歴」については、「4
年制大学卒業」が 46.0%でトップに。しかし、
「こだわりはない」という人も 38.4%で、理想
の条件として「最終学歴」を重要視していない
人も多いようです。

＜自分との年齢差＞
理想の「自分との年齢差」は、「3〜5 歳 年
上」が 36.0%と圧倒的に多く、「1〜2 歳 年
上」（19.9%）、「6〜9 歳 年上」（9.5%）と
続きました。
20〜30 代女性の過半数以上が、「1〜5 歳年上
男性が理想」と考えているようです。
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＜身長＞
理想の「身長」は、回答者の過半数以上
（64.9％）が「170〜179cm」を選択しまし
た。他の設問に比べて、「こだわりはない」を
選択した人の割合が少なく、「身長」は理想の
条件として重要視されているようです。

上記より「上場企業で正社員として働く、年収
500〜599 万の少し背の高い年上男性」が、20〜30 代の女性が抱く理想の結婚相手の姿であるこ
とがわかりました。
一方で、仕事上の肩書きや学歴、自分との身長差などへの「こだわりはない」という回答もそれぞれ
20〜30%程あり、これといった理想の条件を掲げていない人も見受けられました。
◆【婚活対象に入る男性像】安定した収入はマスト！年収 300 万円代、年の差 10 歳、中卒・高
卒でも愛さえあれば乗り越えられる！

様々な場所で結婚相手への理想の条件は語られていますが、一方で理想とは対極にある「最低条件」
とは一体どのようなものなのでしょうか？愛があれば乗り越えられると思う結婚相手への「最低条
件」についても調査を実施しました。
＜仕事上の肩書き＞
調査対象者全員に、愛があれば乗り越えられると思う最低条件に当てはまる仕事上の肩書きを尋ねる
と、会社経営者や役員・正社員・契約役員・自営業やフリーランス・フリーター・売れない〇〇の 6
つの選択肢（最大 3 つ選択）のうち、回答者の 70.1％が「正社員」を選択しました。ほとんどの女
性が、正社員の人と結婚したいと考えていることがわかりました。
「自営業やフリーランス」にも 48.8%と約半数の支持が集まっており、企業には属していないもの
の自ら事業を行っている人に対しても肯定的であることが伺えます。
一方で、フリーターや売れないミュージシャン、俳優などはどれも 10.0%未満という結果となり、
ある程度の収入が見込まれる仕事に就いていることが必須条件のようです。
＜年収＞
「年収」については、「300〜399 万円」が
34.1%で最も多く、次いで「400〜499 万」が
28.0%となりました。回答者の 91.9%が 300
万円以上の年収であれば乗り越えられると考えて
いることがわかりました。
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＜学歴＞
理想の条件でも学歴に「こだわりがない」と回答
した人は少なくありませんでしたが、最低条件に
ついてはその傾向が顕著に現れました。
20〜30 代女性のうち 73.0%が、中卒・高卒や
高専・短大・専門学校卒であっても、愛さえあれ
ば乗り越えられると回答しました。

＜自分との年齢差＞
最低条件に当てはまる自分との年齢差について
は、回答者の 35.1％が「6〜10 歳差」を選択
し、「11〜15 歳」（21.8%）、「1〜5 歳差」
（21.3%）と続きました。
15 歳年上までの男性を結婚相手の対象としてみ
ている女性が多いようです。

＜身長＞
約半数の女性が「160〜169cm」の男性を結婚
の最低条件としているようです。また、13.7%の
女性は 160cm 未満の身長でも問題ないと回答し
ています。

＜働き方＞
出張の頻度や転勤の有無、勤務時間といった働き方の都合については、ほとんどの人がそれらをマイ
ナスポイントとは感じずに愛があれば乗り越えられると肯定的に捉えていました。
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＜その他、結婚相手に求める最低条件（アンケート回答より抜粋）＞
・思いやりがあり優しく接することのできる人が良い（20 代 女性）
・家族を大切にして、ちゃんと働いている人なら一緒に生きていけると思う（20 代 女性）
・尊敬できる部分があり、話し合いができる人が良い（20 代 女性）
・一緒にいて安心できる人、ストレスにならない人が重要だと思う（30 代 女性）
・最低限の身だしなみが整った清潔感のある人が良い（30 代 女性）

結婚相手の最低条件においては、低めの身長・低めの収入・生活サイクルや居住地が変動的な仕事で
も、愛があれば乗り越えられると考えていることがわかりました。ただし、年収 300 万円以上の安
定した収入は必須だと考える人が大半のようです。
今回の調査において、20〜30 代女性の理想の結婚相手としては年収 500〜599 万の少し背の高い
年上男性が挙がり、結婚相手の最低条件としては回答者の 90%が年収 300 万円以上の男性が挙げら
れていたことが特徴的でした。
まもなく新年度がスタートし、出会いの多い季節がやってきます。「結婚相談所くらべーる」は、結
婚相談所についての情報提供を通じて、会員のみなさまに素敵な出会いのきっかけを提供します。
＜調査概要＞
調査方法：インターネット調査
調査期間：2019 年 2 月 19 日〜2 月 23 日
調査対象地域：全国
対象者：20〜30 代の「結婚相談所くらべーる」女性会員 211 名（20 代：84 名 30 代：127 名）
【結婚相談所くらべーる】https://kekkon.kuraveil.jp/
「結婚相談所くらべーる」は、地域や各種条件から希望に合った結婚相談所を見つけることができる
結婚情報サイトです。オンラインで資料請求を一括で行うことできます。
【株式会社ベーシックについて】https://basicinc.jp/
「社会のあらゆる問題を解決する」をミッションに掲げ、Web マーケティング分野とメディア分野
でインターネット事業を展開するテクノロジーカンパニーです。中小企業が直面する Web マーケテ
ィングに関する知識やリソース不足の問題を解決するため、オールインワンマーケティングツール
「ferret One」や Web マーケティングメディア「ferret」、フォーム作成管理ツール
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「formrun」や、事業会社と生活者のより良いマッチングの機会を提供する「フランチャイズ比較
ネット」「留学くらべーる」等のメディア事業を展開。
■会社概要
社名：株式会社ベーシック https://basicinc.jp/
代表取締役：秋山勝
住所：〒102-0082 東京都千代田区一番町 17-6 一番町 MS ビル 1F
設立：2004 年 3 月
資本金：3 億 6,060 万円
従業員数：147 名 （2019 年 1 月末現在）
事業：Web マーケティング事業・メディア事業など

お問い合わせ先
株式会社ベーシック
広報グループ
奧田 陽子（おくだ ようこ）
電話：03-3221-0311
Email:：pr@basicinc.jp
プレスリリース掲載 URL：https://basicinc.jp/pr/20190228
プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。
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