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PRESS RELEASE あやべビューティークリニック福岡 

 

日本三大美人＜秋田美人・京美人・福岡美人＞を徹底比較！ 

京都は身内に厳しい!? 「地元に美人が多い」と答えた女性は 4割未満 

一方で秋田、福岡は 8割前後が肯定 

「福岡美人」は美にお金をかけている！ 秋田とは年間 2万円以上の差 

「福岡美人」の美を応援！ あやべビューティークリニック福岡 
 

福岡の美容クリニック、あやべビューティークリニック福岡（所在地：福岡県福岡市、院長：綾部 誠）は、4月 8日（土）

の「しわの日」を前に、「日本三大美人」と言われる秋田、京都、福岡の 20～40 代女性 300 名を対象に、美容に対する

意識・実態調査を行いました。 

＜秋田美人・京美人・福岡美人＞日本三大美人の地域を調査！ 

事前調査で全国 1647 名の方に「“日本三大美人”と聞いて思い浮かべる都道府県」を聞いたところ、秋田県・京都

府・福岡県がトップ 3 に。メディアなどでも“日本三大美人”として取り上げられることの多い秋田美人・京美人・博多美人

（福岡美人）のイメージが強いようです。 

そこで、今回は秋田・京都・福岡の女性たちの美容に対する意識を調査。その実態を比較しました。 

 

秋田美人のプレッシャーは重い？ 京都の 3倍以上の女性が「プレッシャーを感じる」と回答 

まず、「自分の住んでいる地域（地元）に美人が多いと

思うか」を聞いたところ、「そう思う」と回答した割合は秋田

79％、京都 36％、福岡 82％。秋田、福岡では 8 割前

後が「美人が多い」と考えているのに対し、京都では 4 割

未満にとどまる結果となりました［グラフ 1］。それぞれ理

由について聞いてみると、秋田、福岡では「周りの友達や知

人が綺麗な人が多い。肌の質などが違う」（秋田・28 歳・

「そう思う」と回答）、「若者の街で、美人が多いと聞くし、

出身芸能人も多いから」（福岡・35 歳・「そう思う」と回答）

といった回答が寄せられる一方、京都では「町中でも２度

見するような人はいない」（京都・33 歳・「そう思わない」と

回答）という身内に厳しい意見もあがっています。 

それでは、彼女たちは地元が「三大美人」の地域といわれ

ていることに対しどう考えているのでしょうか。これに対し、「プ

レッシャーである」と答えた人はそれぞれ秋田 37%、京都

12％、福岡 18％でした。［グラフ 2］京都、福岡では 1

割台にとどまっているのに対し、秋田では 4 割近くがプレ

ッシャーを感じているようです。どのようなときにプレッシャーを

感じるのか詳しく聞いてみると、「テレビで“秋田美人をさが

せ”のようなロケ番組を見たとき」（秋田・24 歳）、「修学
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旅行生が美人探しをしながら“全然いない”などと文句を言っているとき」（京都・48 歳）、「福岡だというと、“やっぱり美

人が多いんでしょ？ 合コンもレベル高そう”と言われるので何となくプレッシャーを感じる」（福岡・29 歳）と、さまざまなシチ

ュエーションがあげられました。 

「シミ・そばかす」はみんな気にしている！ 3地域すべてで「悩んでいる点」1位に 

日本三大美人には、どのような美容に関する悩みがあるのでしょうか。自身の顔の中で、「気になってはいるものの、ケアし

きれていないポイント」を聞いてみたところ、各地域とも 1 位は 3 割前後（秋田 28％、京都 31％、福岡 27％）が選

んだ「肌」という結果に。目や鼻といった、他のパーツを大きく上回りました。 

そこで、あらためて全員に肌悩みがあるかどうかを聞いてみると、秋田 87％、京都 83％、福岡 81％と全地域で 8 割を超

えました。さらに、「肌悩みがある」と答えた人に、悩んでいる点を具体的に聞いてみたところ、全地域で「シミ・そばかす」が 1

位に（秋田 60％、京都 54％、福岡 61％）。地域ごとの差がもっとも出たのは「大人ニキビ」で、京都 37％、福岡

40％と二地域では約 4割が悩んでいるのに対し、秋田は 21％に留まりました。［表 1］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 県の女性に美容にかける金額（年間）を聞いてみると、平均は秋田 50,065 円、京都 62,964 円、福岡

71,196 円となり、秋田と福岡では 21,131 円の差が見られました。［グラフ 3］「美人が多いと思う理由」として「元々

美人な人も多いかもしれないが、美容に手間やお金をかけて、きちんとケアをされている方が他県より多いと思う」（福岡・29

歳）という意見もあるように、福岡美人の美は、美容への投資に支えられているのかもしれません。 

そこで、美容クリニックへの興味・関心についても聞

いてみたところ、美容投資額が多い福岡の女性は

43%が「美容クリニックについてインターネットで調べた

ことがある」と回答。秋田の 33％、京都の 35％を大

きく上回りました。一方で、福岡の女性は 86％が

「どのクリニックが良いのかよくわからないと思う」

（秋田 75％、京都 70％）、82％が「行くのは少

し不安だと思う」（秋田 75％、京都 76％）と回

答しており、いずれも秋田・京都の回答数を上回りま

した。このことから、福岡の女性は美容クリニックに関

心を持ちながらも、慎重になっていると言えそうです。  

地域別肌悩みランキング
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※肌悩みがある方のみ回答
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福岡の女性の美を応援！ 博多駅近くの美容クリニック「あやべビューティークリニック福岡」 

あやべビューティークリニック福岡は、福岡の女性の美を応援しています。今回気になる部位 1 位になった「シミ・そばかす」を

はじめとした肌の美容に関する治療を行っております。福岡の女性が気にされている傾向の高かった「毛穴の黒ずみ」の治療も

得意です。美容外科で行う治療や手術の「痛い」「怖い」というイメージをくつがえす「痛くない・怖くない・恥ずかしくない」をモッ

トーに「切らない治療」を目指しています。 

詳しくは、こちらのWeb ページをご覧ください。http://www.skincare-fchuoh.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆あやべビューティークリニック福岡 

住所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2丁目 5-371  

 博多ニッコービル 8Ｆ（1F セブンイレブン） 

電話番号 0120-072-557（携帯・PHS からも OK）  

 092-414-3700 

診療時間 10:00～18:00 （完全予約制）  

 不定休 / 土・日・祝日も開院 

診療科目 美容外科 

アクセス JR博多駅筑紫口から徒歩 2 分  

 地下鉄博多駅から徒歩 2分 

 

＜調査概要＞ 

・調査名 ：「日本三大美人」に関する意識・実態調査 

・調査期間 ：2017年３月 1日（水）～2017年３月 2日（木） 

・調査対象 ：秋田県・京都府・福岡県在住の 20～40代女性 各地域 100名 合計 300名 

  （地域・年代別均等割付） 

・調査方法 ：インターネット調査 

 

 

 
■このリリースに関するお問い合わせや取材、資料をご希望の方は下記までご連絡ください■ 

 

トレンダーズ株式会社 担当：松浦（まつうら） 

TEL：03-5774-8871 / FAX：03-5774-8872 / mail：press@trenders.co.jp 

http://www.skincare-fchuoh.com/

