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【H.I.S. SNS 旅トレンド調査｜国内編】

SNS で旅好きが選んだ!この夏、行ってみたい花火大会 10 選
花火大会と共に楽しめる付近の観光スポットもご紹介！
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、夏の花火大会シーズン
を前に、「この夏、行ってみたい！国内の花火大会投票キャンペーン」と題し、国内の人気花火大会とその周辺のおすすめ観光スポッ
トを 19 ヶ所厳選し、この夏、行ってみたい花火大会に投票して頂くキャンペーンを実施しました。
＼2015 年の夏、行ってみたい！国内の花火大会ランキング／：http://bit.ly/1HfoHhe
昨今、Twitter や Instagram などの SNS において、共通の話題で盛り上がるために、ハッシュタグ(※1)を使って投稿するケース
が増えています。特に大きなイベントが開催される際は、リアルタイム性が増すことにより、通常よりも投稿が活発になり、夏の風物詩で
ある花火大会は、夏に最も盛り上がるイベントと捉えています。
このような風潮に伴い、“どこ”で“何をするか”といった目的がより重要となり、加えて、周辺で何ができるかを探して旅を計画する方が
増えているようです。花火大会といえば、花火そのものが注目されがちですが、その周辺の観光もお楽しみいただけるよう、おすすめス
ポットもあわせて厳選しました。
今後も H.I.S.はキャンペーンを通じて様々な観点からお客様の声に耳を傾け、お客様のご旅行がより快適で充実したものになるよ
うな情報のご提供に努めてまいります。

≪投票キャンペーンランキング結果≫
1 位 日本三大花火大会の 1 つ！長岡まつり大花火大会（新潟県）
【日時】8 月 2(日)・3 日(月) 【打ち上げ数】 約 20,000 発(予定) ※2 日間合計
日本最大級の正三尺玉を始め、ミラクル大スターマイン、ワイドスターマイン(※2)など、芸術性の高い花火は圧巻の
一言！新潟県は日本海に面しているので、新鮮な魚を楽しめます。長岡市寺泊には国道沿いに鮮魚店が建ち並ぶ
「魚のアメ横」と呼ばれる魚の市場通りがあります。また、津南町のひまわり畑は約 50 万本のひまわりが咲き誇ります。
他ではなかなか見ることができない大型花火の競演に人気が集まりました。
お客様の声：「寺泊で日本海の美味しい海鮮と美しい向日葵に囲まれて大輪の花火を見る♪なんて素敵な夏でしょう!!」
【見所スポット】寺泊(てらどまり)魚の市場通りと津南町の 50 万本のひまわり
まとまったお休みが取れない方には夜行日帰りバスツアーをご用意！
【新宿都庁発】8/2(日)・8/3(月)出発！夜行日帰りで行く！長岡まつり大花火大会<観覧席付>19,990 円 http://bit.ly/1JOOII5
※津南ひまわり畑と桃狩りが楽しめる宿泊ツアーもご用意しております。

2 位 日本一の花火師決定戦!? 全国花火競技大会 大曲の花火（秋田県）
【日時】8 月 22 日(土) 【打ち上げ数】 約 18,000 発（予定）
数ある花火競技会の中で「全国花火競技大会」と言えば、大曲の花火！河川敷をステージに見立て、複数の
場所から音楽に合わせて上がるワイドスターマイン(※2)は迫力満点です。大曲から車で 30 分程度の場所にあ
る角館は、趣深い武家屋敷が建ち並び、江戸時代に戻ったような雰囲気を楽しめます。乳白色のお湯が人気
の乳頭温泉で、湯巡りを楽しんでみるのもおすすめです。打ち上げられる花火のレベルが高いと好評でした。
お客様の声：「この花火を観たら他の花火なんか、ちゃっちくて観られませんよ。まずは行って見て～」
【見所スポット】武家屋敷が建ち並ぶ角館と乳白色のお湯が人気の乳頭温泉
まとまったお休みが取れない方には夜行日帰りバスツアーをご用意！
【新宿都庁発】8/22(土)出発！夜行日帰りで行く！全国花火競技大会「大曲の花火」<観覧席付>25,990 円 http://bit.ly/1J48jhG
※世界遺産・平泉 中尊寺や八幡平温泉も楽しめる宿泊ツアーもご用意しております。

3 位 西日本最大級の花火大会！第 3 回九州一花火大会（長崎県）
【日時】9 月 26 日(土) 【打ち上げ数】約 21,000 発（予定）
九州一花火大会は「第 7 回世界花火師競技会決勝」と「大花火大会」の 2 部構成で開催します。規模はもち
ろん、花火そのものの質も非常に高い点が魅力です。迫力ある花火に票が集まりました。ハウステンボスといえば、
九州人気 No.1 観光地！昼はワイン祭りや音楽祭、4,000 品種が鮮やかに咲き誇る「ダリア展」を、日が暮れた
夜は、ハウステンボスの街全体が丸ごと光り輝く「秋の光の王国」で美しいイルミネーションをお楽しみ頂けます。
お客様の声：「ハウステンボスの花火が最高に綺麗で迫力あって音楽にあわせて花火があがって、孫は歌いながら楽しく見てますよ」
【見所スポット】花・光・ゲーム・音楽が溢れるテーマパーク・ハウステンボス
9/26(土)出発設定あり！選べるディナー＆アトラクション体験＆パスポート付
【羽田発】かぞく DE ハッピーサマーデイズ☆ハウステンボス 2 日間 38,900～106,900 円 http://bit.ly/1G8E72I
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4 位 横浜のきらめく夜景をバッ 5 位 全長約 2km のナイアガ 6 位 夏の沖縄！県内最大規 7 位 全国の花火師が技術を
クに打ちあがる花火！神奈川
模の花火大会！第 37 回海
競う花火大会！土浦全国花火
ラが名物！諏訪湖祭湖上
新聞花火大会（神奈川県）
洋博公園花火大会（沖縄） 競技大会（茨城県）
花火大会（長野県）
【日時】8 月 4 日(火)
【打上げ数】約 15,000 発(予定)
夜景が美しい横浜という立地に票が
集まりました。
お客様の声：「赤煉瓦館、そして、
港みらいを背景に大輪の花火は、ヨ
コハマにふさわしい夏の風物詩で
す。」
【見所スポット】中華街で食べ歩き
満喫＆山下公園でひと休み

【日時】8 月 15 日(土)
【打上げ数】約 40,000 発(予定)
山と湖といった豊かな自然に囲まれ
ている諏訪市で見られる花火が人
気でした。
お客様の声：「湖上のスターマイン
(※2)は迫力満点、必ず大興奮し
ます^_^」
【見所スポット】自然豊かな諏訪湖
と霧ヶ峰高原

【日時】7 月 18 日(土)
【打上げ数】約 10,000 発(予定)
夏の沖縄で青い海と音楽、花火を
まとめて満喫できる点が人気でし
た。
お客様の声：「沖縄で『夏』満喫
♪美ら海、花火、浴衣～ステキな
夏休みになりそう!!」
【見所スポット】多種多様な魚が泳
ぐ美ら海水族館

8 位 期間中、毎夜打ち上げら 9 位 海上で扇形に開く水中
れる花火！洞爺湖ロングラン
花火が見もの！鎌倉花火
花火大会（北海道）
大会（神奈川県）

10 位 一夜限りの「ねぶた」と
「花火」のコラボレーション！
青森花火大会（青森県）

【日時】4 月 28 日(火)～10 月 31
日(土)まで毎日
【打上げ数】約 400 発
遊覧船から見られる迫力の花火が
人気でした。
お客様の声：「遊覧船からの花
火！きっと素晴らしい以外のナニモノ
デモない！！プロポーズ大作戦には
もってこい！」
【見所スポット】洞爺湖遊覧船と洞
爺湖温泉

【日時】8 月 7 日(金)
【打上げ数】約 11,000 発(予定)
ねぶた祭りで受賞したねぶたが海
上を進み、花火とともにフィナーレ
を飾ります。花火だけでなく、人気
の夏祭り「ねぶた」も楽しめる点が
人気でした。
お客様の声：「ねぶたと花火のコラ
ボを見てみたい！」
【見所スポット】東北を代表する夏
祭り「ねぶた」

【日時】7 月 23 日(木)
【打上げ数】約 2,500 発(予定)
沖合いを移動する船から花火玉
を海に投げ込み、海上に見事に
開く花火に好評でした。
お客様の声：「水中花火は超キ
レイ」
【見所スポット】鎌倉散歩＆江ノ
電に乗って江の島散策

【日時】10 月 3 日(土)
【打上げ数】約 20,000 発(予定)
競技大会だけあって、全国の花火師
による豪華な花火に票が集まりました。
お客様からの声：「他の花火大会と
はレベルが違いますー！地元茨城の
自慢(笑)」
【見所スポット】お散歩に最適な霞ヶ浦
総合公園とあみプレミアムアウトレット

(※1)Twitter などの投稿に使用し、#記号と、単語や短い文章で構成される。その記号つきの発言が検索画面などで一覧できるようになり、同じイベントの参加者
や、同じ経験、同じ興味を持つ人のさまざまな意見が閲覧しやすくなる。
(※2)「スターマイン」とは速射連発花火のこと。いくつもの花火を組み合わせて、高速で大量の玉を連続的に打ち上げる花火をさす。
そのスターマインを一定間隔で数か所に並べて設置し、同時に(または端から順番に)打ち上げる花火を「ワイドスターマイン」という。

【H.I.S.SNS 旅トレンド調査｜国内編】
2015 年の夏、行ってみたい！国内の花火大会ランキング：http://bit.ly/1HfoHhe
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