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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.）より、「今からの

予約でも間に合うゴールデンウィーク（以下 GW）商品」（2014 年 4 月 3 日（木）現在）のラインナップをご紹介

いたします。 

昨年は GW期間中に、3連休、4連休と 2回の連休があったのに対して、今年のＧＷは、5月 3日（土・祝）

～5月 6日（火・祝）の 4連休が唯一となるため、短期間で行ける国内旅行が注目を集めています。 

今年の傾向としては、3月 30日（日）からの羽田空港国際線拡大の影響から、羽田空港を利用した旅行のシ

ェアが首都圏空港において昨年 22％だったのに対し今年は 32％と高まっております。 

また、3 月中旬以降、アジア、ビーチリゾートを中心とした駆け込み予約の動きがあることから、今年のＧＷ

は予約の間際化といえそうです。なお出発日においては、5月 3日（土）出発が一番人気となっております。 

羽田空港国際線拡大、ＧＷ限定のチャーター便、大型豪華客船貸切クルーズなど、ＧＷだからこその企画

商品が目白押しです。人気の出発日に加え、出発日をずらすことで、今からでもお得に海外旅行がお楽しみ

いただけます。 

GW特集ページ：http://www.his-j.com/tyo/season/goldenweek/index.html?lcid=ta02_01 

 

<GW出発 H.I.S.人気渡航先・出発日ランキング> ※カッコ内は昨年の順位 

順位 海外編 国内編 人気出発日 

1 位 ホノルル （1 位） 沖縄（沖縄本島） 5 月 3 日 

2 位 台北 （3 位） 沖縄（石垣島） 5 月 2 日 

3 位 ソウル （2 位） 北海道 4 月 26 日 

4 位 グアム （5 位） 長崎（ハウステンボス） 4 月 25 日 

5 位 バンコク （4 位） 大阪 5 月 1 日 

 調査日：2014年 4 月１日／対象出発日：2014年 4月 25日～2014年 5月 5 日／調 査 対 象：H.I.S.の海外ツアー・航空券 H.I.S.の国内ツアー 

 

■ 2 年連続ハワイが 1 番人気！近場のアジアが堅調に推移 

昨年に引き続き、ハワイが一番人気となりました。特に航空券とホテルの手配（前年同日比 113％）といっ

た自由旅行の旅行形態の予約が好調です。そして、台湾が引き続き堅調（前年同日比 107％）に推移してお

り、人気ベスト 5ではひとつ順位を上げました。 

 

●GW成田発着ハワイ 5日間（4/25～5/7の設定日）94,800円～198,000円 

他、人気のハワイホテルプラン、6日間コースご用意しております。 

（URL： http://e.his-j.com/trip/ciao/voyage/02A_10/TC-EHP0878-51） 

 

●人気の羽田発着 深夜便なので、5/1 or 5/2仕事帰りに空港へ。 

羽田発着 台北 4日間   5/2深夜出発 79,800円 5/3深夜出発 104,000円  

他、ホテルプランご用意しております。 

（ＵＲＬ：http://tour.his-j.com/ct/detail.php?tour_code=TC-FTE0209-ZH1 ） 

 

●羽田発着ソウル 3日間（4/29・30の設定日）24,800円 

他、ホテルプラン、スケジュールプランご用意しております。 

 (ＵＲＬ：http://e.his-j.com/trip/ciao/voyage/02A_10/TC-FSA0001-132SA) 

 

羽羽田田空空港港国国際際線線拡拡大大・・チチャャーータターー便便・・ククルルーーズズななどど旬旬なな商商品品目目白白押押しし！！ 

ゴゴーールルデデンンウウィィーークク人人気気出出発発日日ももままだだ間間にに合合うう！！  

  

  
 

ハワイ （イメージ） 

 

台北 （イメージ） 

 

http://www.his-j.com/tyo/season/goldenweek/index.html?lcid=ta02_01
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http://e.his-j.com/trip/ciao/voyage/02A_10/TC-FSA0001-132SA
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■ 羽田空港国際線拡大により新規就航記念商品が好調！ 

3月 30日（日）の羽田空港国際線拡大で新規就航となった、バンクーバー（前年同日比 131％）、ハノイ（前

年同日比 142％）、ジャカルタ（前年同日比 109％）と好調に推移しております。羽田空港出発の海外旅行者

数も増加（前年同日比 132％）傾向にあります。 

また、「全日空で行く！安心の添乗員同行ツアー」「全日空で行く 海外旅行」では、日本全国どこからでも

追加代金なしでＡＮＡ国内線がご利用可能といった施策を展開しております。地方発着のお客様に、より便

利かつお得な商品展開を図ってまいります。 

一方で、増便になっていない羽田発ハワイ線においても増加傾向になっており、羽田空港を使った海外旅

行が注目されているといえます。 

 

●Ciaopresso 全日空で行く 羽田発着往復らくらく直行便で行く 4/28、30出発 109,000円 

ハロン湾クルーズ&名物「フォー」など 7回の食事付！ ハロン湾とハノイ 4日間 

(ハノイ)メリアハノイ/(ハロン湾)デラックスクラスホテルに滞在 

（URL：http://tour.his-j.com/trip/ciao/voyage/02A_10/TN-NHA0005-ANASO/?leave_dt=20140430 ） 

 

 

 

■ キーワードは貸し切り！人気出発日でもまだ間に合う！ 

昨年の 8月より成田-バンコク間をチャーター就航しているアジア アトランティック エアラインズが、5月 3

日（土・祝日）出発 5月 6日（火）帰国で成田-シェムリアップ（カンボジア）間に就航いたします。通常であれば、

乗り継ぎで約 9時間以上かかるところを直行便チャーターにより約 6時間でシェムリアップに到着します。 

また、5月 2日（金）出発では大型豪華客船のチャータークルーズを展開しており、「横浜港発 釜山・長崎

クルーズ 6日間」では、子供代金（6ヶ月～12歳未満）0円、ジュニア代金（12歳～18歳未満）2万円などファ

ミリー旅行にオススメなプランをご用意しております。 

 

●出発人気世界遺産アンコールワット 4日間 5/3出発 199,000円 

普段は直行便の就航がない世界遺産アンコールワットですが 

GWの 4連休で、チャーター直行便が就航します。 

「日本人が行ってよかった海外旅行観光スポット」で 3年連続 1位 

（URL: http://tour.his-j.com/ct/detail.php?tour_code=TN-NRC0777-DLX ） 

●韓国（釜山）・長崎（佐世保）クルーズ 6日間  5/2出発 99,800円 

2013年 11月大改装を完了させ、より明るく洗練された雰囲気に生まれ変わったコスタ ビクトリア。船内で

は、イタリアンナイトや仮装パーティなどイタリア船籍ならではのイベントが開催されます。美しい眺望を楽

しむことができるコンコルドプラザや、プール、カジノやバー、5つのレストランなどの設備を完備し、多彩な

サービスで、改装後初の日本寄港クルーズライフを提供します。 

（URL: http://conze3.wisebook.jp/bookstore/viewer/hiskanto/1925/#5 ） 

 

 

 

 

 

 

 

アンコールワット （イメージ） 

 

コスタビクトリア号 （イメージ） 

 

http://tour.his-j.com/trip/ciao/voyage/02A_10/TN-NHA0005-ANASO/?leave_dt=20140430
http://tour.his-j.com/ct/detail.php?tour_code=TN-NRC0777-DLX
http://conze3.wisebook.jp/bookstore/viewer/hiskanto/1925/#5
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＜国内＞ 
消費税が増税されて初めて迎える GW ですが、日並びの関係からも短期間で行ける国内旅行が注目を集め

ており、沖縄 2 倍以上、北海道は 1.5 倍となっております。また、バスツアーであれば GW 期間中も日帰り旅

行をお楽しみいただけます。 

 

●いい日旅たち沖縄 4日間 ゴールデンウィークスペシャル 

珊瑚の触れ合い体験など、GWにピッタリなスペシャルメニュー付！ 

4/24～5/11出発 32,900円～120,900円 

（URL：http://nippon.his-j.com/tour_detail/TK-FON0316-GW4I/ ） 

 

●旭山動物園＆札幌 3日間 

楽々ホテル前発着！宿泊者専用観光バス＆入園券付き 

シェラトンホテル札幌指定 ≪H.I.S.一押し♪わくわくツアー≫ 

4/25～5/6出発 29,900円～77,800円 

（URL：http://nippon.his-j.com/tour_detail/TK-FSN0501-G3I/ ） 

 

●ゴールデンウィーク かぞく deハウステンボス 3日間 

パスポート&長崎食材を集めた豪華ビュッフェディナーつき早い者勝ち！  

4/25～5/7出発 49,900円～150,900円 

（URL：http://nippon.his-j.com/tour_detail/TK-FNN0425-GWA3I/ ） 

 

※空席には限りがございます。空席があれば、出発日の 7 日前の営業時間まで受付可能。 

 

H.I.S. 国内日帰りバス旅行（関東近郊）人気ランキング 

 

1位：約 450万本のネモフィラが咲く『ひたち海浜公園』と 

初物メロン 1玉お持帰り＆アウトレットでお買い物♪（茨城県） 

6,980円～7,480円 (大人お一人様) 

http://bus.his-j.com/T8.php?jcd=11&dept_area_cd=KT&tour_cd=TK-FTH0004-233 

 

2位：ラストいちごの大感謝祭！ 

いちご狩りと新鮮いちごのスムージー＆豪快！海鮮浜焼き食べ放題！（千葉県） 

8,690円～8,990円 (大人お一人様) 

http://bus.his-j.com/T8.php?jcd=11&dept_area_cd=KT&tour_cd=TK-FTH0004-231 

 

3位：GWスペシャル！春うらら世界遺産日光散策と輪王寺桜祈願＆ 

いちご狩りにいちごスイーツ食べ放題 （栃木県） 

6,980円～7,480円 (大人お一人様) 

http://bus.his-j.com/T8.php?jcd=11&dept_area_cd=KT&tour_cd=TK-FTH0004-235 

 

※ 空席には限りがございます。 空席があれば出発の前日 18 時まで受付可能。 

 

 

本件におけるマスコミからのお問い合わせ先 

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 

輪王寺桜祈願（イメージ） 

 

いちご狩り（イメージ） 

 

ひたち海浜公園 （イメージ） 

 

国内旅行 （イメージ） 
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