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初めてのカップル旅行、10・20 代は 6 割が付き合って 3 か月未満
一方、30 代以上は 4 割以下と年代で大きな差がある事が判明
パートナーと旅行に「とても行きたい」30 代以下は女性の割合が多いのに対し、
50 代以上では男性の割合が多くなる結果に
総合旅行プラットフォーム「エアトリ」（https://www.airtrip.jp/）を運営する株式会社エアトリ（本社：東京都
新宿区、代表取締役社長：吉村 英毅、以下エアトリ）は、10 代～70 代の男女 888 名を対象に「カップル旅行」に
関する調査を実施しました。
家族や友達との旅行ももちろん楽しいですが、パートナーとの旅行はまた違った楽しみがあるかと思います。2 人
きりでいられる時間が長くなる「カップル旅行」ですが、みなさん付き合ってからどのくらいでどこに行くのか気に
なるところです。エアトリが「カップル旅行」について調査しました。
■調査結果概要
調査 1：パートナーと旅行に行った事がありますか？
9 割以上の人が「ある」と回答しました。
調査 2：パートナーとの初めての旅行は付き合ってからどのくらいで行きましたか？
10・20 代は全年代で唯一「1 か月未満」
「3 か月未満」の合計が半数を超え、6 割となりました。1 か月未満においては
26.7％となり、2 番目に 1 か月未満が多かった 30 代（1 か月未満：13.1％）の倍以上の割合となりました。
調査 3：初めての旅行はどこに行きましたか？
4 人に 3 人以上が「国内旅行」
（75.4％）と回答しました。初めてのカップル旅行先としては国内が主流の様です。
国内に行った人の行き先 TOP３
全年代で「静岡」
（30 代以下：2 位、40 代：3 位、50 代：1 位、60 代以降：3 位）が TOP3 に入りました。
海外に行った人の行き先 TOP３
50 代、60 代以降ではハワイやアメリカ本土の人気が高いのに対し、40 代以下からはアジアの国がランクインしています。
調査 4：同じパートナーと 3 回以上旅行に行った事がありますか？
約 9 割の人が同じパートナーと 3 回以上旅行に行った事があることが分かりました。
調査 5：
（同じパートナーと 3 回以上旅行したことがある人）どのくらいの頻度で旅行に行きますか？
「半年に 1 回程度」
（37.9％）という回答が最も多く 6 割以上の人が半年に 1 回以上のペースで旅行に行っていることが分かり
ました。
調査 6：
（同じパートナーと 3 回以上旅行したことがある人）一番最近パートナーと行った旅行先はどこですか？
「国内旅行」
（54.4％）
、
「海外旅行」
（45.6％）となり、旅行の回数が増えると海外へ行く方が増える傾向にあることが分かり
ました。
一番最近パートナーと行った国内旅行先 TOP３
全世代で「北海道」
（30 代以下：1 位、40 代：3 位、50 代：3 位、60 代以降：1 位）が TOP3 にランクインしました。
一番最近パートナーと行った海外旅行先 TOP３
ハワイ、台湾、タイが全世代で TOP3 にランクインしており、カップルでの旅行先として人気が高いことが分かりました。韓国
の K-POP や食文化などが若年層を中心に人気を集めていますが、30 代以下では TOP3 に入っておらず、
「カップル」としての旅
行先としては選ばれないようです。
調査 7：パートナーと旅行に行きたいと思いますか？
10・20 代女性が最も多く「とても思う」
（78.6％）と回答しました。同世代の男性は 44.4％に留まり、37.2％の差が開く結果
となりました。30 代までは女性の方が「とても思う」と回答する人の割合が多く、40 代はほぼ同率、50 代以降からは男性の方
が「とても思う」と回答する人が多くなる結果となりました。

■調査結果
調査 1：パートナーと旅行に行った事がありますか？
パートナーと旅行に行った事があるか聞いたところ、
「ある」と回答した人が 9 割を超える結果となりました。
パートナーとの旅行は一般的なようです。

調査 2：パートナーとの初めての旅行は付き合ってからどのくらいで行きましたか？
パートナーとの初めての旅行は付き合ってからどのくらいで行ったか聞いたところ、「1 か月未満」との回答が最
も多かったのは 10・20 代（26.7％）でした。反対に「3 年以上」との回答が最も多かったのは 60 代以降
（20.4％）となりました。
「1 か月未満」「3 か月未満」の合計が最も多いのは 10・20 代で過半数を超える 60.0％となりました。一方で 30
代以上は 40％を切る結果となり、10・20 代にとってカップルとの旅行はハードルが低くなっているのかもしれませ
ん。

調査 3：初めての旅行はどこに行きましたか？
初めての旅行は、国内と海外どちらに行ったか聞いたところ約 4 人に 1 人が「国内旅行」
（75.4％）と回答しまし
た。

国内に行った人の行き先 TOP３
初めての旅行で国内旅行に行った人の行先を聞いたところ全年代で「静岡」
（30 代以下：2 位、40 代：3 位、50
代：1 位、60 代以降：3 位）が TOP3 にランクインしました。初めての旅行では温泉地などを訪れる人が多いのかも
しれません。
海外に行った人の行き先 TOP３
初めての旅行で海外旅行に行った人の行先を聞いたところ 50 代、60 代以降ではハワイやアメリカ本土の人気が高
かったですが、40 代以下からはアジアの国がランクインする結果となりました。年代により人気国の方面が異なる
ことが分かりました。

調査 4：同じパートナーと 3 回以上旅行に行った事がありますか？
カップルでの旅行同じパートナーと 3 回以上旅行に行った事があるか聞いたところ、約 9 割の人が「ある」
（89.0％）と回答しました。

調査 5：（同じパートナーと 3 回以上旅行したことがある人）どのくらいの頻度で旅行に行きますか？
同じパートナーと 3 回以上旅行したことがある人に
どのくらいの頻度で旅行に行くか聞いたところ、
「半年
に 1 回程度」（37.9％）と回答した人が最も多い結果と
なりました。「3 か月に 1 回程度」
（22.0％）と「1 か月
に 1 回程度」（6.7％）を合わせると 66.6％となり過半
数が半年に 1 回以上パートナーとの旅行を楽しんでい
ることが分かりました。

調査 6：（同じパートナーと 3 回以上旅行したことがある人）一番最近パートナーと行った旅行先はどこですか？
同じパートナーと 3 回以上旅行したことがある人に、一番最近パートナーと行った旅行先を聞いたところ「海外旅
行」
（45.6％）
、「国内旅行」（54.4％）となりました。海外旅行は初めての旅行から 21％も増加していることが分か
りました。

一番最近パートナーと行った国内旅行先 TOP３
パートナーとの旅行で一番最近は国内旅行と回答した人に行先を聞いたところ、全世代で「北海道」
（30 代以下：
1 位、40 代：3 位、50 代：3 位、60 代以降：1 位）が TOP3 にランクインしました。
一番最近パートナーと行った海外旅行先 TOP３
パートナーとの旅行で一番最近は海外旅行と回答した人に行先を聞いたところ、ハワイ、台湾、タイが全世代で
TOP3 にランクインしました。K-POP や食文化などで若年層を中心に人気を集めている韓国は、30 代以下の TOP3
に入っておらず、この世代には「カップル」としての旅行先として「韓国」は選ばれないようです。

調査 7：パートナーと旅行に行きたいと思いますか？
パートナーと旅行に行きたいと思うか聞いたところ、
「とても思う」と回答した割合が最も多かったのは 10・20
代の女性（78.6％）となりました。一方で同年代の男性は 44.4％と過半数を割る結果となり、旅行に対する意識に
男女で大きなギャップがあることが分かりました。
30 代では「とても思う」と回答した女性が 63.2％、男性が 48.5％と女性の方が多いものの男女の差は縮まり、
40 代では女性 54.5％、男性 54.3％とほぼ同等の割合となりました。ところが、50 代では女性 39.8％、男性
54.9％と男女の割合が逆転し、60 代以降でも男性の方が「とても思う」と回答した人の割合が多くなっています。
カップルでの旅行に対する意欲は 40 代を境目に変化していくようです。

■調査概要
調査タイトル

：「カップル旅行」に関するアンケート調査

調査対象

：10 代～70 代の男女 888 名

調査期間

：2019 年 3 月 28 日～3 月 31 日

調査方法

：インターネット調査

調査主体

：株式会社エアトリ
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