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アットホーム株式会社

トレンド調査

―2013 年放送の TV ドラマに出てきた「理想の部屋」と「理想の街」調査―

2013年 TVドラマ
“住みたい部屋”1 位「リーガルハイ」古美門邸
“住みたい街”1 位「あまちゃん」北三陸市
不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役：松村 文衞）は、全国のテレビドラマが好き
な 20～40 代男女 600 名に、「2013 年放送の TV ドラマに出てきた『理想の部屋』と『理想の街』」調査を実施いたしました。主な
結果は以下の通りです。

＜主な調査結果＞
◆2013 年の TV ドラマの中で“住んでみたい部屋” 1 位「リーガルハイ」の古美門研介宅
2013 年に放送された国内の TV ドラマの中で、最も「住んでみたい」と思った部屋について聞いてみたところ、1 位は「リーガル
ハイ」の主人公・古美門研介（堺雅人）の自宅でした。理由としては、「アンティーク調でおしゃれ」「広くて豪華」といった声が多く、
理想や憧れを感じている様子がうかがえました。一方、2 位は「半沢直樹」の主人公・半沢直樹の自宅で、「花が飾ってあってき
れい」「一般的な家庭の雰囲気が良い」という理由が多く、1 位の「リーガルハイ」とは対照的に、現実的なところや家庭的な温か
さが好まれたようです。3 位には「ラスト・シンデレラ」の主人公・遠山桜（篠原涼子）の自宅、4 位には「安堂ロイド」の沫嶋黎士
（木村拓哉）らが住んでいた部屋、5 位には「あまちゃん」の北三陸市の天野家が続きました。

◆2013 年の TV ドラマの中で“住んでみたい街” 1 位「あまちゃん」の北三陸市
2013 年に放送された国内の TV ドラマの中で、最も「住んでみたい」と思った街はどこか聞いたところ、1 位は「あまちゃん」の
北三陸市となりました。「海がきれい」「自然豊か」「人が優しそう」といった声が多く、自然のある風景や温かい人間関係などが
人気のようです。2 位は「ラスト・シンデレラ」の主人公・遠山桜（篠原涼子）が住んでいた街で、理由としては「街並みがおしゃれ」
「素敵なお店があって楽しそう」などが上げられました。3 位は「SUMMER NUDE」の主人公・三厨朝日（山下智久）が住んでいた
街で、「海が近い」という理由が大半を占めました。僅差で 4 位には、「都会的」「仕事ができそう」といった理由で「半沢直樹」の
東京転勤後の自宅がある街がランクインし、5 位には「閑静な住宅街」「住んでいる人たちが楽しそう」という理由で「リーガルハ
イ」の古美門研介が住んでいた街が続きました。

＜調査概要＞
◆対象／全国に住む、テレビドラマが好きな 20～40 代男女 600 名。
◆調査方法／インターネットリサーチ
◆調査期間／2013 年 12 月 12 日（木）～12 月 16 日（月）

＜調査対象者情報＞
◇年代

◇性別

20代

32.3％

男性 42.8％

30代

35.7％

女性 57.2％

40代

32.0％

＜選択肢となった 2013 年の TV ドラマ＞
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＜調査結果＞
■2013 年の TV ドラマの中で“住んでみたい部屋”1 位「リーガルハイ」古美門研介宅
Q. 今年放送された国内の TV ドラマの中で、最も「住んでみたい」と思った部屋が出てくる「ドラマ名」と、
そこに住んでいる「出演者名」をお答えください。（対象：600 名、有効回答：600 名、トップ 5 のみ表示）

順位

ドラマ名

場所

票数

古美門研介（堺雅人）の自宅

95

1

「リーガルハイ」

2

「半沢直樹」

半沢直樹（堺雅人）の自宅

80

3

「ラスト・シンデレラ」

遠山桜（篠原涼子）の自宅

56

4

「安堂ロイド」

沫嶋黎士（木村拓哉）と安堂麻陽（柴咲コウ）
が暮らしていた部屋

55

5

「あまちゃん」

北三陸市の天野家

35

2013 年に放送された国内の TV ドラマの中で、最も「住んでみたい」と思った部屋について聞いてみたところ、1 位は「リーガル
ハイ」の主人公・古美門研介（堺雅人）の自宅でした。理由としては、「アンティーク調でおしゃれ」「広くて豪華」といった声が多く、
理想や憧れを感じている様子がうかがえました。一方、2 位は「半沢直樹」の主人公・半沢直樹の自宅で、「花が飾ってあってき
れい」「一般的な家庭の雰囲気が良い」という理由が多く、1 位の「リーガルハイ」とは対照的に、現実的なところや家庭的な温か
さが好まれたようです。3 位には、「ラスト・シンデレラ」の主人公・遠山桜（篠原涼子）の自宅がランクイン。特に女性からの支持
率が高く、「おしゃれ」「きれいすぎないところが共感できる」といった理由が上げられました。4 位以下には、「インテリアがおしゃ
れ」という声が多かった、「安堂ロイド」の沫嶋黎士（木村拓哉）らが住んでいた部屋、「懐かしさがある」という理由で「あまちゃん」
の北三陸市の天野家が続きました。全体的に、おしゃれな内装に憧れを感じている人が多いですが、家庭的な温かさや生活感
のある雰囲気を重視する人も少なくないようです。

1 位の「リーガルハイ」の古美門邸として
使われたお店の外観写真
店舗名：ラ・ビュット・ボワゼ
住所：東京都世田谷区奥沢 6-19-6
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■2013 年の TV ドラマの中で“住んでみたい街” 1 位「あまちゃん」の北三陸市
Q. 今年放送された国内の TV ドラマの中で、最も「住んでみたい」と思った街が出てくる「ドラマ名」と、
住んでいる「出演者名」もしくは「街名」をお答えください。（対象：600 名、有効回答：600 名、トップ 5 のみ表示）
順位

ドラマ名

場所

票数

1

「あまちゃん」

2

「ラスト・シンデレラ」

遠山桜（篠原涼子）が住んでいた街

59

3

「SUMMER NUDE」

三厨朝日（山下智久）が住んでいた街

51

4

「半沢直樹」

東京転勤後の自宅がある街

50

5

「リーガルハイ」

古美門研介（堺雅人）が住んでいた街

32

北三陸市

72

2013 年に放送された国内の TV ドラマの中で、最も「住んでみたい」と思った街はどこか聞いたところ、1 位は「あまちゃん」の
北三陸市となりました。「海がきれい」「自然豊か」「人が優しそう」といった声が多く、自然のある風景や温かい人間関係などが
人気のようです。2 位は「ラスト・シンデレラ」の主人公・遠山桜（篠原涼子）が住んでいた街で、理由としては「街並みがおしゃれ」
「素敵なお店があって楽しそう」などが上げられました。3 位は「SUMMER NUDE」の主人公・三厨朝日（山下智久）が住んでいた
街で、「海が近い」という理由が大半を占めました。僅差で 4 位には、「都会的」「仕事ができそう」といった理由で「半沢直樹」の
東京転勤後の自宅がある街がランクインし、5 位には「閑静な住宅街」「住んでいる人たちが楽しそう」という理由で「リーガルハ
イ」の古美門研介が住んでいた街が続きました。ちなみに、「半沢直樹」に関しては「大阪」という回答も 23 票あり、「人情味があ
る」「活気がある」といった理由が上げられています。全体的に見ると、海が近い街の人気が高いことや、周辺の施設や環境だ
けでなく人間関係も重視されていることがうかがえました。
なお、1 位になった「あまちゃん」の北三陸市は架空の市で、実際は岩手県久慈市やその周辺をロケ地としています。

1 位の「あまちゃん」のロケ地となった岩手県久慈市
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会社概要

■会社名

：アットホーム株式会社

■創業

：1967 年 12 月

■資本金

：1 億円

■年商

：223 億 5,400 万円（2012 年 6 月～2013 年 5 月）

■従業員数

：1,277 名[男 849 名、女 426 名（2013 年 11 月末現在）]

■代表者名

：代表取締役 松村 文衞

■本社所在地

：東京都大田区西六郷 4-34-12

■事業内容

：●不動産会社間情報流通サービス
・ ファクトシート・リスティング・サービス（図面配布サービス）
・ ATBB（不動産業務総合支援サイト）
●消費者向け不動産情報サービス
・ 不動産総合情報サイト「アットホーム」
・ 新築・分譲マンション専門サイト「アットホーム新築マンションプリーズ」
・ スマートフォン、携帯サイト等
●不動産業務支援サービス
・ 「ホームページ作成ツール」等、ホームページコンテンツ支援
・ 「不動産データライブラリー」等、不動産関連情報
・ 集客プロモーションツール等、業務サポート
・ 「アットホームスタディ」等、資格・知識習得支援

■加盟不動産会社数 ：52,380 店（2013 年12 月21 日現在）
■会社案内

：http://athome-inc.jp/

■■報道関係者へのお願い■■
本リリース内容の転載にあたりましては、「アットホーム調べ」
という表記をお使いいただきますよう、お願い申し上げます。

【本件に関するお問い合わせ先】
アットホーム株式会社 コミュニケーション戦略部 広報グループ：八木
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-3-2 アットホーム日比谷オフィス
TEL：03-3580-7504 Mobile：080-5988-1413 E-mail：contact@athome.co.jp

4

