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《《《《《《《《ゴゴゴゴゴゴゴゴーーーーーーーールルルルルルルルデデデデデデデデンンンンンンンンウウウウウウウウィィィィィィィィーーーーーーーークククククククク（（（（（（（（22222222000000001111111122222222 年年年年年年年年 44444444 月月月月月月月月 2222222277777777 日日日日日日日日～～～～～～～～22222222000000001111111122222222 年年年年年年年年 55555555 月月月月月月月月 66666666 日日日日日日日日出出出出出出出出発発発発発発発発））））））））のののののののの海海海海海海海海外外外外外外外外旅旅旅旅旅旅旅旅行行行行行行行行動動動動動動動動向向向向向向向向》》》》》》》》        

不不不不不不不不動動動動動動動動ののののののののアアアアアアアアジジジジジジジジアアアアアアアア人人人人人人人人気気気気気気気気！！！！！！！！最最最最最最最最大大大大大大大大 99999999 連連連連連連連連休休休休休休休休ででででででででヨヨヨヨヨヨヨヨーーーーーーーーロロロロロロロロッッッッッッッッパパパパパパパパもももももももも人人人人人人人人気気気気気気気気！！！！！！！！        
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株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：平林 朗 以下 H.I.S.）は、今年のゴールデンウィ

ーク（以下GW）（2012 年4 月27 日～2012 年5 月6 日出発）の予約状況から、海外旅行動向について下記のとおりまと

めました。 ※なお、2011 年は東日本大震災直後の影響があったため、基本的には 2010 年GW 実績と比較しております。 

    

●●●●    不動不動不動不動ののののアジアアジアアジアアジア人気人気人気人気！！！！    

アジア方面のご旅行が引き続き好調に推移しています。人気渡航先ランキング･シティ編の上位を、全てアジアシ

ティが占め、韓国や台北が前々年比 2 桁以上と大きく伸び、また、H.I.S.オリジナルチャーター便である成田-バンコク

線の好調を背景にタイ・バンコクの人気も高まっています。特に、「マリーナベイ・サンズホテル」などが話題のシンガ

ポールは、総合編で前々年13 位から 7 位までランキングを上げ、引き続き注目の高さが伺えます。 

 

●●●●    ビーチリゾートビーチリゾートビーチリゾートビーチリゾートははははハワイハワイハワイハワイととととミミミミクロネシアクロネシアクロネシアクロネシアがががが人気人気人気人気 

ビーチリゾートではハワイが約 1.5 倍と大きく前々年を上回っております。ハワイに関しては、関西国際空港及び福

岡空港発のハワイアン航空の新規就航などを背景に西日本のお客様の需要が強く見受けられます。東日本では、

H.I.S.独自のチャーター便として成田空港発ミクロネシア行きの座席数を約2倍に増やした商品展開も反響があり、好調

に推移しております。 

 

●●●●    出発日出発日出発日出発日ののののピークピークピークピークはははは 5555 月月月月 3333 日日日日。。。。欧米行欧米行欧米行欧米行きはきはきはきは 4444 月月月月 27272727 日日日日、、、、28282828 日発日発日発日発がががが人気人気人気人気。。。。    

今年の GW は最大９連休（有給休暇2 回）という日並びのよさと、ユーロ安※1（2010 年126 円、2011 年119 円、2012

年 111 円）を背景にヨーロッパ方面が約 130％と好調に推移し、GW が始まる 4 月 27 日と 28 日が出発日のピークとな

っています。一方、アジアシティ方面への出発は後半の 5 月 3 日に集中していますが、1 日早く 5 月 2 日に出発するこ

とで、少しでもお得に出掛ける傾向も見られます。 

年代別の傾向では、全体の予約者数に占める各年代の割合において、他の年代に比べて 60 代のお客様の割合が

伸びており、退職をされた団塊世代前後のお客様の旅行需要が高まってきているとも考えられます。 

昨今話題の LCC 利用のパッケージツアーにご予約いただくお客様も、全体に占める割合としてはまだ少ないものの、

昨年から比べても確実に増加傾向にあります。 

GW 座席供給数は成田空港、羽田空港ともに 2010 年度以降の羽田空港の国際線拡張や LCC の新規就航などや、

震災からの需要回復を背景に、約 10％増加（前々年比）しております。また、訪日観光客の回復の鈍化により、例年に

比べ日本発着の海外旅行に対して航空座席を確保しやすい環境にあります。H.I.S.では 2 月から継続しているバンコク

線のチャーター便を除いても、人気の出発日や渡航先においてチャーター便の取扱いを前々年比で座席数を約2倍に

増加したこともあり、間際になってからの GW の駆け込み需要への対応も可能であり、今後さらなる伸びが期待できま

す。 
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H.I.S.H.I.S.H.I.S.H.I.S.    2012201220122012 年年年年ゴールデンウィークゴールデンウィークゴールデンウィークゴールデンウィークのののの海外旅行海外旅行海外旅行海外旅行ランキングランキングランキングランキング    

■ 調査日 ： 2012 年 3 月 31 日 

■ 調査期間 ： 2012 年 4 月 27 日（金）から 2012 年5 月 6 日（日）  

               2010 年4 月 29 日（木･祝）から 2010 年 5 月 8 日（水・祝） にて比較 

■ 調査対象 ： H.I.S.の海外ツアーと海外航空券 

■ 予約状況 ： 2010 年同日比 115% （2010 年 GW 実績比較） 

■ 人気渡航先ランキング （カッコは前々年の順位） 

順位 ビーチリゾート編 シティ編 総合ランキング 

1 位 ホノルル・オアフ島 (1 位) ソウル (1 位) ソウル （1 位） 

2 位 グアム (2 位) 台北 (2 位) ホノルル （2 位） 

3 位 バリ島 (3 位) バンコク (4 位) 台北 (4 位) 

4 位 サイパン (5 位) 香港 (3 位) グアム (3 位) 

5 位 ケアンズ (8 位) シンガポール (10 位) バンコク (6 位) 

6 位 セブ島 (4 位) 上海 (5 位) 香港 (5 位) 

7 位 済州島 (6 位) パリ (6 位) シンガポール (13 位) 

8 位 プーケット (9 位) 釜山 (8 位) 上海 (7 位) 

9 位 コナ・ハワイ島 (10 位) ロンドン (11 位) パリ (9 位) 

10 位 ゴールドコースト (7 位) ロサンゼルス (13 位) バリ島 (8 位) 

 

<予約伸び率>   ※予約者数 300 名以上の渡航先で集計 

順位 国別 前々年比 都市別 前々年比 

1 位 シンガポール 240％ シンガポール 240％ 

2 位 トルコ 213％ イスタンブール 207％ 

3 位 台湾 160％ ラスベガス 189％ 

4 位 スペイン 148％ 台北 158％ 

5 位 ドイツ 141％ ローマ 145％ 

 

※1：各年 3 月末の東京外国為替相場 TTS 三菱東京ＵＦＪ銀行調べ 

 

本件本件本件本件におけるにおけるにおけるにおけるマスコミマスコミマスコミマスコミからのおからのおからのおからのお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先：：：：    

株式会社 エイチ・アイ・エス 経営企画室 担当：三浦 

〒163-6029 東京都新宿区西新宿6－8－1 住友不動産新宿オークタワー29F 

TEL：03-5908-2070 FAX：03-5908-2423 

ホームページ： http://www.his-j.com 


