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＜2017 年 GW(4 月 28 日～5 月 6 日出発) 旅行予約動向＞

今年のゴールデンウィーク 1 番人気は王道のハワイと沖縄！
最大 9 連休を活かしたヨーロッパが人気急上昇
株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都新宿区 以下 H.I.S.）は、2017 年ゴールデンウィーク（2017 年 4 月 28 日～5
月 6 日 以下、GW）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。

特集：http://www.his-j.com/tyo/season/goldenweek/
＜海外旅行ランキング＞
総合予約者数

自由旅行予約者数

パケージツアー予約者数

（前年の順位）

（前年の順位）

（前年の順位）

1位

ホノルル（1 位）

ソウル（1 位）

台北（2 位）

5月3日

2位

台北（2 位）

ホノルル（2 位）

ホノルル（1 位）

4 月 29 日

3位

ソウル（3 位）

バンコク（3 位）

グアム（3 位）

5月2日

4位

バンコク（4 位）

台北（4 位）

ソウル（6 位）

4 月 30 日

5位

グアム（5 位）

グアム（7 位）

バリ島（5 位）

4 月 28 日

6位

シンガポール（6 位）

シンガポール（5 位）

プサン（20 位以下）

5月1日

7位

香港（10 位）

上海（6 位）

シンガポール（7 位）

5月4日

8位

上海（8 位）

香港（8 位）

セブ島（10 位）

5月5日

9位

バリ島（7 位）

バリ島（9 位）

香港（11 位）

5月6日

10 位

プサン（18 位）

ロンドン（12 位）

ダナン（13 位）

-

順位

人気出発日

調査日：2017 年 3 月 22 日 / 調査対象：H.I.S.の海外ツアー・航空券 / 対象出発日：2017 年 4 月 28 日～5 月 6 日
※自由旅行とは、航空券のみ又は航空券とホテルなどの手配を組み合わせた予約のこと
※パッケージツアーとは、H.I.S.が主催し募集をかけた、旅の素材をパッケージした商品のこと

定番のハワイが 5 年連続の 1 位
今年もハワイの人気は根強く、総合予約者数ランキングで 1 位となりました。総合
予約者数 1 位の記録は今年で 5 年連続となります。昨年 18 位だったプサンは今
年 10 位に上昇。2016 年 12 月よりジンエアーの北九州線、チェジュ航空の成田
線が新規就航したことや、GW に合わせエアプサンが福岡空港発着で臨時便が出
るなど、昨年より座席数が増加したことがプラスの要因につながりました。パッケージツ
アーでのご予約はビーチ方面が好調に推移しました。セブ島、ダナンなど新規就航・
増便により座席供給率が増加し、ご旅行しやすい環境が整ったことも好調の要因と

ハワイ(イメージ)
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なりました。
今年の人気出発日は、GW 後半 5 連休の初日となる 5 月 3 日が一番人気となり、近場のアジア圏を中心にご予約をいただい
ております。続いて、前半の 4 月 29 日が人気となっており、アメリカやヨーロッパなど長距離路線に旅行される方が多い傾向がみられ
ました。昨年の GW は 4 月出発に集中していましたが、最大 9 連休の今年は出発日にもばらつきがある傾向があります。
人気急上昇はヨーロッパ各都市が占める

順位

予約伸び率においては、全体的にヨーロッパ方面の伸びがみられました。相

伸び率ランキング
（前年比）

次ぐテロの影響を受けていたヨーロッパでしたが、ヨーロッパ方面全体の予約数

1位

パリ（145％）

も前年を上回る予約が入っており、回復基調がみられます。4 位には、2014

2位

ドバイ（143％）

3位

ウィーン（137％）

4位

ダナン（131％）

5位

デュッセルドルフ（131％）

年 7 月よりベトナム航空が成田空港から直行便を就航させたことで、より身近
な人気リゾート地として知られるようになったベトナムのダナンが昨年（2 位）に
続き今年もランクインしました。いくつもの新しいリゾートホテルが建設されており、
アジアンリゾート特有の安価でビーチと観光を気軽に楽しめることも人気の理由
になっております。

調査対象：H.I.S.の海外ツアー・航空券
対象出発日：2017 年 4 月 28 日～5 月 6 日

まだ間に合う GW 出発！海外ツアー
【成田空港発着】
レアレアトロリー乗り放題 ハワイ 6 日間 4/28 出発 169,000 円
http://tour.his-j.com/trip/ciao/voyage/02A_10/TC-EHP0094-61
【新千歳空港発着】
自由行動又は市内観光から選べる滞在 台北 4 日間 4/29 出発 79,800 円
http://e.his-j.com/trip/ciao/voyage/02B_12/PC-FTA2000
【仙台空港発着】
チャーター直行便利用 バンコク 5 日間 5/3 出発 169,800 円
http://e.his-j.com/trip/ciao/voyage/02C_13/JC-FBK0253-17GW

台湾(イメージ)

【新潟空港発着】
チャーター直行便利用 香港 4 日間 5/3 出発 129,800 円
http://e.his-j.com/trip/ciao/voyage/02D_14/GC-FHK2006-GW17
【中部国際空港発着】
チャーター直行便利用 香港 5 日間 5/3 出発 99,800 円
http://e.his-j.com/trip/ciao/voyage/03A_20/NC-FHX5400-X17GB
【関西国際空港発着】
チャーター直行便利用 ソウル 4 日間 5/3 出発 59,800 円

香港(イメージ)

http://e.his-j.com/trip/ciao/voyage/04A_30/OC-FSP9407
【鹿児島空港発着】
チャーター直行便利用 ホーチミン 5 日間 5/3 出発 149,800 円
http://e.his-j.com/trip/ciao/voyage/05A_40/FC-NSP7000-05
【熊本空港発着】
チャーター直行便利用 香港 4 日間 5/4 出発 129,800 円
http://e.his-j.com/trip/ciao/voyage/05A_40/FC-FHC0100-04-FUK
【那覇空港発着】
直行便利用 パタヤ＆バンコク 5 日間 4/29 出発 59,800 円 5/2・3 出発 69,800 円
http://e.his-j.com/trip/ciao/voyage/06A_50/ZC-GPP1722-STD
※空席には限りがございます

ホーチミン(イメージ)
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＜国内旅行ランキング＞
順位

予約者数 (昨年の順位)

1位

沖縄（1 位）

2位

北海道（3 位）

3位

九州（2 位）

4位

中国・四国（4 位）

今年も昨年同様、沖縄が不動の１位となりました。GW 期間中、県内で
は航海の安全や豊漁を祈願する競漕祭り「那覇ハーリー」が開催されるなど、
魅力的なイベントも予定されており、今年も盛り上がりが期待されます。
2 位にランクインした北海道は、GW に桜の開花が見頃を迎える函館地区
が特に好調に推移しており、中でも
人気ホテルの「ラビスタ函館ベイ」と

調査対象：H.I.S.の国内ツアー

「桜花見バス」をセットにしたコースが

対象出発日：2017 年 4 月 28 日～5 月 6 日

人気となっております。
今年は、沖縄と九州の間に位置

する国内最大規模の亜熱帯照葉樹林の「奄美群島国立公園」が、国内 34 カ所目とな
る国立公園に指定され、羽田・成田空港からの直行便を利用したツアー商品が好調に
推移しており、地域固有の動物などを観察するツアーの注目が高まっています。

奄美群島の 1 つ加計呂麻島(イメージ)

まだ間に合う GW 出発！国内ツアー
【羽田空港出発】
レンタカー付 とびっきり沖縄ステイ3日間 4/28～5/7出発 39,800円～118,000円
http://nippon.his-j.com/tour_detail/TK-FON0428-GW3/
入場券2日分付 ハウステンボス2日間 4/28～5/7出発 49,800円～110,800円
http://nippon.his-j.com/tour_detail/TK-FNN1717-GWA2/

ハウステンボス(イメージ)

＜国内バスツアーランキング＞
順位

宿泊バスツアー 予約者数

1位

【富山】立山黒部アルペンルート・雪の大谷ウォークと白川郷・飛騨高山 2 日間

2位

【長野】日本一の星空 阿智村ナイトツアーと赤沢森林鉄道・天竜船下り＆昼神温泉 2 日間

3位

【岐阜】レールマウンテンバイク「ガッタンゴー」で GO！さわやか上高地＆飛騨高山 奥飛騨温泉郷 2 日間

順位

日帰りバスツアー 予約者数

1位

【栃木】感動のひたち海浜公園ネモフィラの丘＆あしかが大藤・白藤トンネルといちご狩り食べ放題

2位

【静岡】富士山ぐるっとドライブ！約 80 万株の「富士芝桜まつり」と「天空のチューリップまつり」＆いちご狩り

3位

【新潟】春☆日本一の本気丼決定戦！黒毛和牛かつ＆ローストビーフ丼 VS 特上海鮮北海丼といちご狩り

バスツアーにおいては、関東近県を中心としたご予約が多くみられます。手頃な価格で
参加できるバスツアーは人気が高く、ご自身で運転する必要がない分食事の際の飲酒など
も楽しむことができ、お子様からお年寄りの方まで気軽にご参加いただけることが利点です。
宿泊バスツアーでは、立山黒部アルペンルートを中心としたツアーが 1 位であり、高さ約
20m にも迫る「雪の大谷」が 4 月下旬に最高位に達するため、この時期の人気が集中し
ています。日帰りバスツアーでは、ネモフィラ（ひたち海浜公園）や大藤（あしかがフラワー
パーク）など GW に満開の見頃を迎えるお花鑑賞コースに人気が集まる結果となりました。

立山黒部アルペンルート雪の大谷(イメージ)

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 本社経営企画室 広報 TEL：03-5908-2346
営業時間： 平日）10：00～18：30、土日祝）休み

