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【H.I.S. SNS 旅トレンド調査】

SNS で旅好きが選んだ！行ってみたい東南アジアビーチ 10 選
人気のバリ島やセブ島を抑え、1 位に輝いたのは注目度急上昇中のあのベトナムビーチ！
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、夏そして、一ヶ月後にせ
まるシルバーウィークに向けて、「行ってみたい！東南アジアビーチ投票キャンペーン」と題し、インドネシア・バリ島やフィリピン・セブ島をは
じめとした東南アジアビーチ 18 ヶ所を厳選し、行ってみたいと思うビーチリゾートに投票して頂くキャンペーンを実施しました。そのランキ
ング結果を発表します。
＼行ってみたい東南アジアビーチ ランキング／：http://bit.ly/1hLI2yz
東南アジアビーチには様々な魅力のある個性豊かなビーチが点在しますが、大きく充実リゾートと
秘境リゾートに分かれます。
すでにリゾートとして確立している充実リゾートの代表がインドネシア・バリ島やフィリピン・セブ島です。
バリ島やセブ島は、日本からの直行便もあり、豪華リゾートホテルをはじめ観光スポット・食事・
ショッピングなどが充実しております。
その一方で、全てが揃った完璧なリゾートというより、素朴さが感じられる秘境リゾートは利便性や
知名度は高くはないけれど、自然そのものが豊かで「キレイ！一度行ってみたい！」というお客様の声
が聞かれました。今回のランキングで上位にランクインしたベトナムのフーコック島、コンダオ島、フィリピン
のボラカイ島がランクインしたのは、このような秘境リゾートを友人よりもいち早く体験し SNS でシェア
▲ダナンのビーチ（イメージ）
したいという現代の風潮がその一因とも考えられます。
そして、今回のランキングで 1 位に輝いたのはベトナム・ダナン。充実リゾートと秘境リゾート、そのどちらの魅力も兼ね揃えている事で
多くの支持を集めました。ベトナム中部最大の都市ダナンは、近年リゾート開発が進み、ビーチ沿いには高級リゾートホテルが建ち並
ぶようになり、充実したリゾート感を満喫できる一方で、まだまだ素朴でのんびりとした雰囲気が漂う一面も楽しむ事ができる点や、物
価が日本のおよそ 3 分の 1 程度と、他リゾートに比べてリーズナブルな価格で豪華ホテルでの滞在や食事を楽しむ事ができる点で人
気を集めています。また、2014 年 7 月よりベトナム航空の成田―ダナン線が就航したことにより、成田から直行便で約 5 時間半と、
気軽に行けるリゾート地となりました。
本キャンペーンの結果を受け、H.I.S.ではダナンの特別ツアーを造成し 8 月 21 日(金)より販売いたします。また、8 月 1 日には
H.I.S.ダナン支店が拡大リニュアルオープンし、現地での滞在も万全にサポートいたします。
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、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 世界遺産とビーチが楽しめるリゾート！ダナン（ベトナム）
ベストシーズン：3 月～8 月 ビーチの穴場度：★★★★☆ 海の透明度：★★★☆☆
高級ホテル充実度：★★★☆☆ 日本からの行きやすさ：★★★★★
成田から直行便で約 5 時間半。ビーチ沿いに続々とリゾートホテルがオープンする今、注目のベトナムリゾートで
す。ランタン祭りの際には幻想的な灯りに包まれる世界遺産ホイアンの街や、4 世紀から 13 世紀にわたり宗教建
築が建設された世界遺産ミーソン遺跡、ベトナム最後の王朝・グエン朝の都が置かれた世界遺産の町フエなど、
ビーチ以外に歴史深い世界遺産散策も、オプショナルツアーで気軽に楽しめるのも魅力です。成田からの直行便
就航により、より行きやすくなったベトナムリゾートが、人気のバリ島やセブ島を抑えて堂々の 1 位に輝きました。
お客様の声：「ダナン～ホイアンにかけて何ヶ所かプライベート&パブリックビーチがありますが、いずれも綺麗です。
人も多過ぎず少な過ぎずで良い雰囲気！」
【 1 位を記念して特別ツアー登場！8/21(金)受付開始】 べトナム航空往復直行便利用！お得な追加代金でホテルのアップグレード可能！
<成田発着>今、注目のベトナムリゾート！ダナン 5 日間 4.98～6.98 万円 http://bit.ly/1JgQBXV

2 位 なんでも揃う人気リゾート！バリ島（インドネシア）
ベストシーズン：5 月～10 月 ビーチの穴場度：★☆☆☆☆ 海の透明度：★★☆☆☆
高級ホテル充実度：★★★★★ 日本からの行きやすさ：★★★★☆
成田から直行便で約 7 時間。アジア独特の活気ある雰囲気が楽しめるクタ・エリア、最先端のおしゃれブティック
が建ち並ぶスミニャック・エリア、高級リゾートが建ち並ぶヌサドゥアエリア、海沿いのシーフード屋台が楽しめるジン
バラン・エリア、ライステラスや川が流れる自然豊かなウブドなど、エリアにより特徴があり好みにあった滞在が楽しめ
るアジアンリゾート代表格のバリ島。多くのリピーターに支持され、堂々の 2 位にランクインしました。
お客様の声：「海、音楽、舞踊、絵画、工芸、食事 あらゆる楽しみ方が出来て何度行っても やっぱりまた行きたくなっちゃいます。」
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3 位 フィリピン随一のリゾート・アイランド！セブ島（フィリピン）
ベストシーズン：1 月～4 月 ビーチの穴場度：★★☆☆☆ 海の透明度：★★★★☆
高級ホテル充実度：★★☆☆☆ 日本からの行きやすさ：★★★★★
成田から直行便で約 5 時間の距離にあるセブ島は、「マクタン島」と「セブ・シティ」といった異なる魅力をもつ場所に分
れています。シュノーケルかダイビングでジンベイザメを間近で見ることができるウォッチングツアーが人気です。また、マリ
ンスポーツ以外にカジノもあります。色々な楽しみ方満載のセブ島が票を集め、3 位にランクインしました。
お客様の声：「コバルトブルーの海。白い砂。最高だね！ゆったりと時間を楽しめそう！」

6 位 世界が認めるホワイトビー 7 位 ネイチャーアイランド！
チ！ボラカイ島(フィリピン）
ボルネオ島（マレーシア）

4 位 多彩なリゾートステイを満
喫！プーケット島（タイ）

5 位 ハート型をした秘島！
フーコック島（ベトナム）

ベストシーズン：11 月～3 月
ビーチの穴場度：★☆☆☆☆
海の透明度：★★★☆☆
高級ホテル充実度：★★★★★
日本からの行きやすさ：★★☆☆☆

ベストシーズン：11 月～3 月
ビーチの穴場度：★★★★★
海の透明度：★★★★☆
高級ホテル充実度：★☆☆☆☆
日本からの行きやすさ：★★★☆☆

成田からホーチミン、またはハノイまで
約 6 時間半、そこから国内線でフー
コック島へ。ホーチミンからは約 1 時
間、ハノイから約 2 時間 10 分の所
要時間で到着します。他のリゾート
に比べラグジュアリーホテルでもお得
に滞在できる点が魅力です！
開発が進む前に行ってみたいという
声が集まりました。
お客様の声：「田舎の面影があるう
ちに行かなきゃ♪」

成田からマニラまで約 5 時間、そこか
ら国内線に乗り換えカティクラン空
港、又はカリボ空港まで約 1 時間、
カティクラン港まで移動しボートでボラ
カイ島へ。世界のベストビーチにも選
ばれるほど透き通る海と全長 4km も
のホワイトビーチが魅力です。
そんな美しいホワイトビーチに行ってみ
たいという声が多く集まりました。
お客様の声：「キレイ！一度行って
みたい！」

8 位 ベトナム最後の楽園！
コンダオ島（ベトナム）

9 位 アクティビティいっぱい！
セントーサ島(シンガポール)

10 位 手つかずの自然が残る
高級リゾート！サムイ島(タイ)

ベストシーズン：11 月～3 月
ビーチの穴場度：★★★★★
海の透明度：★★★★☆
高級ホテル充実度：★☆☆☆☆
日本からの行きやすさ：★★★☆☆

ベストシーズン：3 月～10 月
ビーチの穴場度：★★☆☆☆
海の透明度：★★☆☆☆
高級ホテル充実度：★★★☆☆
日本からの行きやすさ：★★★★☆

成田からバンコクまで約 7 時間、そこか
ら国内線で約 1 時間半でプーケット島
へ。賑やかなビーチから、閑静な隠れ
家リゾートまで、ニーズに合わせた多様
なステイが楽しめます。タイ国内への旅
行経験者から今度はプーケット島に行
ってみたいという票が多く集まりました。
お客様の声：「サーフィン、グルメ、マッ
サージ、ナイトマーケットなどが手軽に
楽しめてしかもお手頃。ファミリーで楽し
めるのがありがたい。毎年行きたい！」

成田からホーチミンまで約 6 時間、そこ
から国内線に乗り換え約 45 分。今で
も手つかずの自然が残され、エメラルド
の海と青空に囲まれています。まだあま
り知られていないリゾートに票が集まり
ました。
お客様からの声：「行った方のお話な
どから是非行きたいアジアビーチです｡」

成田からシンガポールまで約 7 時間
半、空港からはタクシーで約 30 分
程度の距離にあるセントーサ島。巨
大ウォーターパークや人気のアミュー
ズメントパークなど家族連れでも楽し
めるスポットが盛りだくさんです。
お客様からの声：「憧れの島です
ね。できれば移住したい！」

ベストシーズン：1 月～4 月
ビーチの穴場度：★★★★☆
海の透明度：★★★★☆
高級ホテル充実度：★★☆☆☆
日本からの行きやすさ：★★★☆☆

ベストシーズン：5 月～10 月
ビーチの穴場度：★★★☆☆
海の透明度：★★★☆☆
高級ホテル充実度：★★★★★
日本からの行きやすさ：★★★☆☆

成田からバンコクまで約 7 時間、国内
線に乗り換え約 1 時間の距離にある
サムイ島。高級リゾートホテルも多く、
ハネムーナーにも人気です。自然の景
観を損なわない開発を基本としており
美しい景色が支持されました。
お客様からの声：「ここは最高との話
があって是非行ってみたいところです」

【H.I.S.SNS 旅トレンド調査】行ってみたい東南アジアビーチ ランキング：http://bit.ly/1hLI2yz
本件に関す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 東日本地区 広報担当 ： 高司（タカジ）
TEL：03-5908-2346 FAX：03-5908-2187 営業時間 平日）10:00～18:30、 土日祝） 休み

ベストシーズン：4 月～10 月
ビーチの穴場度：★★★☆☆
海の透明度：★★★☆☆
高級ホテル充実度：★★★☆☆
日本からの行きやすさ：★★★★★

成田から直行便でボルネオ島・コタ
キナバルまで 5 時間半～6 時間。
自然いっぱいで珍しい動植物も多
いボルネオ島では、マリンアクティビ
ティや、ゴルフなど様々な過ごし方
で楽しめます。大自然溢れるリゾー
トに票が集まりました。
お客様の声：「ビーチは勿論、キナ
バル山、ラフレシア、ショッピング
等々、どれも興味津々！是非、ま
た行きたいエリアです(^-^)/」

