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＜2015 年夏休み（7 月 16 日～9 月 30 日出発）旅行予約動向＞

キーワードは『リゾート』・『分散化』・『追求型』！
人気は王道のハワイ・沖縄！注目の渡航先はキューバ！
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、2015 年の夏休み
（7 月 16 日～9 月 30 日）の予約状況から、旅行動向について下記のとおりまとめました。
2015 年 夏休みの主な傾向

＜海外旅行＞
■シルバーウィークに人気集中。今年のねらい目は8月。
9月は、年によって3連休が2回あるなど、最近では7、8月と並ぶ
人気の出発月ですが、今年は6年ぶりに5連休となり、早い段階
から、多くのお問い合わせをいただいておりました。
今年好調なリゾート方面（ハワイ・グアム・バリ島・ダナン・コタキナバ
ル・セブ島・ケアンズなど）を中心にチャーター便を就航させ、即日
完売の方面もでております。
一方で、「混み合って希望の日程で旅行できない」というイメージの
強い8月においても、今年は比較的希望の日程でのご旅行がしや
すく、またシルバーウィークと比較するとお得な商品が登場するなど、
価格的にも日程的にも8月は今後の駆け込み需要において更なる
積み上げが見込まれます。

（写真提供：ハワイ州観光局）

夏休み特集ページ：http://www.his-j.com/tyo/season/summer/

<H.I.S. 夏休み 海外旅行ランキング>
順位

渡航者数 (昨年の順位)

予約伸び率 (前年比)

出発日

1位

ホノルル （1 位）

キューバ・ハバナ（356%）

9 月 19 日(土)

2位

グアム （2 位）

カナダ・バンフ（322%）

9 月 18 日(金)

3位

台北 （4 位）

フィリピン・ボラカイ（249%）

8 月 13 日(木)

4位

シンガポール （5 位）

フェアバンクス・アラスカ（243%）

7 月 18 日(土)

5位

バリ島（6 位）

ベトナム・ダナン（232%）

8月

8 日(土)

“渡航者総数都市ランキング” に加え、予約が 2 桁以上の伸びを示している渡航先の “予約伸び率都市ランキング”、“人気の
出発日”を掲載。
調査日：2015 年 6 月 30 日 調査対象：H.I.S.の海外ツアー・航空券

対象出発日：2015 年 7 月 16 日～2015 年 9 月 30 日

■ 王道ハワイが 1 番人気！
昨年に引き続きハワイ・グアムが人気。ベストシーズンに直行チャーター便で
行けるバリ島や、又 8 月より羽田・成田より就航となるオーストラリアなども
昨年から順位をあげリゾート方面が好調に推移しております。
夏休み期間に加えて、日並びの良いシルバーウィークにお子様連れの家族旅行
の需要が高まっていることもリゾート方面の人気を押し上げていると考えられます。
この夏、バリ島にオープンした
ウォーターマーク ホテル＆スパ バリ ジンバラン（イメージ）

2015.07.02

Press Release

株式会社エイチ・アイ・エス

■ 新たなディスティネーションの予約伸び率に注目！
昨年から新規就航の羽田－トロント(カナダ)線が就航し、羽田空港からも
ハバナ（キューバ）まで同日で接続が可能となり日本からは、5 日間での
旅行も可能となりました。前年比 356％と大きな伸びを示している
“旧き良き、魅惑の都市キューバ・ハバナ”が注目の渡航先となっております。
アメリカとの国交回復後には、様々な資本が入り変化するといわれているため、
今だから見れる景色に注目がされているようです。平均気温は約 25 度と
温暖な気候で、懐かしいアメリカンクラシックカーが走り、スペイン・バロック様式
の建物が建ち並び、まるで 50 年代にいるかのような雰囲気を感じられます。

キューバ・ハバナ （イメージ）

また、首都ハバナから車で 2.5 時間で行けるカリブのリゾート“バラデロ”の周辺
には、オールインクルーシブのリゾートホテルもあります。
まだまだ情報が少ないことがかえって興味を引き注目されていると考えられます。
昨年、伸び率ランキングで 1 位になったベトナム・ダナンもビーチと世界遺産を楽しめるリゾートとして
引き続き人気となっており、7 月～9 月の期間限定で成田から毎日直行便が就航します。また通常
直行便の就航のない関西空港からは、8 月の 3 設定日で直行チャーター便が就航することで、

キューバ・バラデロ （イメージ）

訪れやすい環境になっていることから渡航者が増えていると予想されます。
キューバ URL：http://www.his-j.com/tyo/fair/america2.html

■ リゾートも自由旅行化にシフト
夏休み期間に見る特徴として、より自由度の高いご旅行を求めていらっしゃる方が増えていることがあげられます。アレンジ可能で
思い通りの旅が造れるダイナミックパッケージ（海外航空券+ホテル）での予約形態も浸透しはじめ、特に旅慣れた方や、レジャ
ー需要の高い地域での自由旅行の人気が高まっています。人気の出発日や、シルバーウィークなどの人気方面においては、パッ
ケージツアーでの延泊などのアレンジが難しいケースが多いことや、同一都市で複数のホテルに泊まるなどホテルサイトからのご予
約も好調に推移していることから、自由旅行にシフトしている傾向がみられます。

■ “体験+α”なスタディツアーや、目的を明確にした旅が増加。
旅行は日常の空間から離れることで、新しい発見・体験などにより、子供にとっても大人にとって
も経験値を高められると考えております。ここ数年体験型のツアーが人気を集める中、学び旅
として注目が高まりつつあるのがスタディツアーです。ボランティアツアーなどでは今までは大学生
以上の参加が主流でしたが、今年の傾向としては、参加者の低年齢化が進み小・中・高校生
の参加も目立つようになりました。特に伸びているのが、親元を離れ、地域創生のような社会問題
に取り組む内容や自己啓発につながるツアーなど、遊び体験だけではなく、本格的に考えて学ぶ
ことを追及したツアーです。情報過多・便利過ぎる社会で、考えずして過ごすことが習慣になって

（イメージ）

しまいがちですが、日頃体験できない環境に身を置き、様々なチャレンジや体験を通して、
見たこと、聞いたこと、感じたことを自分の言葉で伝えたり、同世代の意見や、日頃接することが
できない世代の方々と縦のコミュニケーションを図ることもできます。
その他、電車の車庫見学や運転体験が体験できる「富山鉄軌道王国 富山 2 日間」
や、日本の文化になりつつある「アニメ」「マンガ」のコスプレの世界一を決める世界コスプレ
サミット 2015（7 月 25 日～8 月 2 日＠名古屋）へのツアーなど共通の話題を持つ
コミュニティが多く存在するより追及型のツアーも増えてきました。
スタディツアーURL:http://eco.his-j.com/volunteer/
JR ツアーURL：http://www.his-j.com/kokunai/kanto/jr_tour/top.htm
世界コスプレサミット（イメージ）
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＜国内旅行＞
■ 定番の沖縄、北海道が人気、世界遺産の登録が注目される九州も躍進！
国内でもシルバーウィークへの出発日分散化で、例年より 8 月出発が
希望どおりの日程で予約ができる可能性が高くなっております。ファミリー

<H.I.S.夏休み 国内・航空機利用ツアーランキング>

に人気の 8 月・9 月を中心に、特に沖縄が好調に推移しております。

順位

航空機利用ツアー

出発日

離島深夜便や臨時便などのフライトの増便が送客増に大きく貢献して

1位

沖縄

9 月 19 日(土)

いると考えられます。

2位

北海道

9 月 20 日(日)

また世界遺産登録で注目されている九州エリアの伸びが目立っており、

3位

九州

7 月 18 日(土)

1 日の入島数に規制があり世界遺産登録後には、さらなる混雑が

4位

沖縄離島

8 月 16 日(日)

予想される長崎、軍艦島上陸付ツアーや「ゲームの王国」

5位

北陸

9 月 21 日(月)

「水と冒険の王国」 「夏の光の王国」に加えこの夏からスタートした
「美と健康の王国」と 4 大王国となってバージョンアップしたハウステンボスでは、7 月にはロボットが接客する「変なホテル」がグラン
ドオープンするなど、益々ファミリー・三世代旅行を中心にこの夏も注目が高まっております。また関西空港から沖縄・宮古島へ
直行便の就航や離島ブームで沖縄の島々や、北陸新幹線開通後初めての夏休みを迎える北陸の人気も高まっております。
注目商品：「世界遺産」登録勧告記念 軍艦島上陸クルーズ付き
世界遺産候補めぐり 長崎&熊本
http://nippon.his-j.com/tour_detail/TK-FNN0513-NKM3I/
第一位：とびっきりクーポン”付！レンタカー乗り放題 ほっかいどう周遊であそぼ 3 日間
http://nippon.his-j.com/tour_detail/TK-FSN1975-WAK3I/?intcid=DI133
第二位：展望風呂や屋内プールにスパなどの施設が充実♪
みんな一緒！2～4 名 1 室同代金！夏の大特価沖縄
http://nippon.his-j.com/tour_detail/TK-FON0618-DSK3I/?intcid=DI131
第三位：かぞくＤＥハッピーサマーデイズ☆ハウステンボス 3 日間
http://nippon.his-j.com/tour_detail/TK-FNN0701-HSD3I

■ 気軽なバスツアーも人気
日帰りや 1 泊で気軽に行ける気軽さやお得感の高さで人気のバスツアーは、昨年に引き

長崎・軍艦島（イメージ）

<H.I.S. 夏休み・国内バスランキング>

続き好調に推移。旬な野菜やフルーツの収穫体験や、400 年式年大祭で盛り上がる
日光東照宮など世界遺産も巡るコースも人気です。前日まで予約が可能なため間際の
増加も見込まれます。
1 60 万本の奇跡！明野ひまわり畑と清里高原ナチュラルビュッフェ＆ぶどう狩り食べ放題
http://bus.his-j.com/T8.php?jcd=11&dept_area_cd=KT&tour_cd=TK-FTH0005-169
2 ラベンダーの香りに包まれて♪たんばらラベンダーパークと吹割の滝＆夏の大収穫祭
http://bus.his-j.com/T8.php?jcd=11&dept_area_cd=KT&tour_cd=TK-FTH0004-402
3 新潟の夏まるかじりっ！甘エビ・コシヒカリ・幻のスイカ食べ放題＆夏野菜収穫体験
http://bus.his-j.com/T8.php?jcd=11&dept_area_cd=KT&tour_cd=TK-FTH0004-412
4 世界遺産日光散策と冷～んやり日光天然かき氷＆果実畑の隠れ家ビュッフェでイタリアン
http://bus.his-j.com/T8.php?jcd=11&dept_area_cd=KT&tour_cd=TK-FTH0004-407
5 立山黒部アルペンルートと白川郷・飛騨高山 ステーキ食べ放題バイキング２日間
http://bus.his-j.com/T8.php?jcd=11&dept_area_cd=KT&tour_cd=TK-FTB0783-2

本件に関する報道関係のお問い合わせ先
株式会社 エイチ・アイ・エス 広報担当：高司（タカジ）
〒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28F
TEL：03-5908-2346
営業時間： 平日）10：00～18：30、土日祝）休み

順位

バスツアー

1位

山梨 清里

2位

群馬 沼田

3位

新潟 大源太

4位

栃木 日光

5位

岐阜 白川郷

