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DeNA トラベルが、
「デートで行きたい秋のスポット」に関する調査を実施
男性も女性も、秋のデートは「旅行」に行きたい！
デートで期待することは、男性「関係性の発展」女性は「気遣い」
オンライン総合旅行サービス「DeNA トラベル」
（http://www.skygate.co.jp）を運営する株式会社 DeNA トラ
ベル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中野 正治）は、メールマガジン会員である 21～78 歳の男女 321 名
を対象に「デートで行きたい秋のスポット」に関する調査を実施しました。
「デートで行きたい秋のスポット」に関する調査結果
PC 版 http://www.skygate.co.jp/sa_city/mqr/021.html
スマートフォン版 http://sp.skygate.co.jp/sa_city/mqr/021.html

調査背景
「食欲の秋」
「芸術の秋」
「スポーツの秋」と楽しみがたくさんある秋ですが、本格的に寒くなる冬を前に、
秋を満喫したい人も多いと思います。
そこで、DeNA トラベルでは「デートで行きたい秋のスポット」に関するアンケート調査を実施しました。

【調査概要】
調査 1：1 番好きな季節はいつですか？
男女ともに、一番好きな季節は、
「秋」
（41.1%）だったが、2 位以下は、男女で結果が異なり、
女性の 2 位は「春」
（31.1%）
、3 位「夏」
（18.1%）
、4 位「冬」
（7.8%）
、
男性の 2 位は「夏」
（29.9%）
、3 位「春」
（26.8%）
、4 位「冬」
（4.7%）でした。
調査 2：調査 1 の理由をお聞かせください
調査 1 で 1 番好きな季節 1 位になった「秋」の理由をみると、
「過ごしやすい気候だから」
（50.0%）が一番多く、
2 位「景色がきれいだから」
（25.8%）
、3 位「食べ物がおいしいから」
（18.9%）という結果になりました。
調査 3：
【男性のみ回答】1 番好きな季節に、デートで女性を連れて行きたいスポットはどこですか？（複数回答）
1 位「旅行」
（77.2%）
、2 位「自然観光」
（38.6%）
、3 位「紅葉」
（35.4%）
、4 位「ディナー」
（32.3%）となり
上位 3 位は、景色や観光を楽しむスポットとなりました。
調査 4：
【女性のみ回答】 1 番好きな季節に、男性に連れて行ってもらいたいスポットはどこですか？（複数回答）
1 位「旅行」
（72.5%）
、2 位「自然観光」
（47.4%）
、3 位「紅葉」
（35.8%）
、4 位「ディナー」
（27.5%）という
結果となり、上位 4 位まで男性と同じ結果に。
調査 5：1 番好きな季節にデートで行きたいスポットへは、どんな移動手段を使いたいですか？
男女ともに、過半数以上の方が「自家用車」
（55.3%）と回答し、2 位以下も、
「鉄道」
（20.9%）
、
3 位「飛行機」
（16.9%）
、4 位「レンタカー」
（2.5%）と男女で回答に差は見られませんでした。
調査 6：デートで異性に期待することは何ですか？（複数回答）
男女ともに、1 位「楽しさ」
（65.3%）
、2 位「幸福感」
（50.9%）という結果に。
3 位以降は、男性 3 位「関係性の発展」
（38.6%）
、4 位「高揚感」
（21.3%）
女性の 3 位は、
「気遣い」
（31.1%）
、4 位「新鮮さ」
（24.9%）という結果になりました。

【調査 1：1 番好きな季節はいつですか？】
1 番好きな季節はいつですか？の問いには、
「秋」と回答した人が全体で 41.1%となり、男女別にみると、
男性 38.6%、女性 43.0%が秋が一番好きだと回答。
2 位・3 位は男女で結果が異なり、男性の 2 位は「夏」
（29.9%）
、3 位「春」
（26.8%）で、女性の 2 位が
「春」
（31.1%）
、3 位「夏」
（18.1%）と男性とは逆の結果となりました。

【調査 2：調査 1 の理由をお聞かせください】
調査 1 で 1 番好きな季節の 1 位になった「秋」の理由をみると、
「過ごしやすい気候だから」が半数となり、
2 位「景色がきれいだから」
（25.8%）
、3 位「食べ物がおいしいから」
（18.9%）と季節を楽しむ理由が
あがりました。

【調査 3：
【男性のみ回答】1 番好きな季節に、デートで女性を連れて行きたいスポットはどこですか？（複数回答）
】
一番好きな季節に、デートで女性を連れて行きたいスポットはどこですか？と男性に聞いたところ、
「旅行」
（77.2%）が 1 位となりました。
2 位「自然観光」
（38.6%）
、3 位「紅葉」
（35.4%）と続き、男性は女性と秋の行楽を楽しみたいようです。

【調査 4：
【女性のみ回答】 一番好きな季節に、男性に連れて行ってもらいたいスポットはどこですか？（複数回答）
】
一番好きな季節に、男性に連れて行ってもらいたいスポットはどこですか？と女性に聞いたところ、
男性が女性を連れて行きたい 1 位と同様に、
「旅行」
（72.5%）が 1 位という結果でした。
2 位以降も男性と同様で、2 位「自然観光」
（47.7%）
、3 位「紅葉」
（35.8%）となりました。

【調査 5：1 番好きな季節にデートで行きたいスポットへは、どんな移動手段を使いたいですか？】
1 番好きな季節にデートで行きたいスポットへは、どんな移動手段を使いたいですか？の問いに、男女ともに、
過半数以上の方が「自家用車」
（55.3%）と回答し、二人きりの空間を楽しみたいのでしょうか。
2 位は「鉄道」
（20.9%）
、3 位「飛行機」
（16.9%）となり、秋の旅行は自動車や鉄道で行ける近場が人気の
ようです。

【調査 6：デートで異性に期待することは何ですか？（複数回答）
】
デートで異性に期待することは何ですか？の問いに、男女ともに、1 位「楽しさ」
（65.3%）
、2 位「幸福感」
（50.9%）という結果に。
3 位以降は、男女で差があり、男性 3 位「関係性の発展」
（38.6%）
、4 位「高揚感」
（21.3%）とある程度の
期待感を持ち、女性の 3 位は、
「気遣い」
（31.1%）
、4 位「新鮮さ」
（24.9%）という男性と相反するような
結果ができました。

アンケート調査のまとめ
アンケートの結果によると、男女ともに「秋」が一番好きで、好きな季節に行きたいデートスポットは
「旅行」という結果になりました。
移動手段は、飛行機が 3 位となっており、1 位が自家用車、2 位が鉄道という結果をみると、秋のデートは
遠出の旅行より、近場で自然や紅葉を楽しむ旅行が人気のようです。
男性が女性を連れて行きたいスポットと女性が男性に連れて行ってもらいたいスポットの 1 位から 4 位まで
が一致しており、男女の「したいデート」に相違がないようです。
ただし、デートで異性に期待することは、男性の 3 位が「関係性の発展」なのに対し、女性は「気遣い」と
いう結果になりました。
男女で行き違いのないように、
「きれいな景色を見ながら、おいしい食べ物を食べる」がとりあえずのオススメ
デートというところでしょうか。

【調査概要】
調査タイトル：
「デートで行きたい秋のスポット」に関するアンケート調査
調査対象：21～78 歳の男女 321 名
調査期間：2016 年 10 月 5 日（水）～10 月 10 日（月・祝）
調査方法：インターネット調査
調査主体：株式会社 DeNA トラベル
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