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夜遊びは日本よりも海外で！？
海外旅行中は夜遊びに行くと回答したうちの 61.5%が
日本ではあまり夜遊びをしない傾向にあることが明らかに
〜DeNA トラベルが「海外旅行中の夜遊び」に関する調査を実施〜
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、オンライン総合旅行サ
ービス「DeNA トラベル」
（http://www.skygate.co.jp）のメールマガジン会員である 19～80 歳の男女 763
名を対象に「海外旅行中の夜遊び」に関する調査を実施しました。
「海外旅行中の夜遊び」に関する調査結果
PC 版 http://www.skygate.co.jp/sa_city/mqr/020.html
スマートフォン版 http://sp.skygate.co.jp/sa_city/mqr/020.html

調査背景
厳しい暑さもようやく終わりを告げ、いよいよ秋がやってきます。秋といえば「夜長」の季節。
そこで、今回は「海外旅行先での夜の過ごし方」
、すなわち「海外旅行中の夜遊び」に関するアンケート
調査を実施し、海外での夜遊び経験やおすすめスポットについて調べました。

【調査概要】
調査 1：
（海外旅行に行ったことがある人のみ）
海外旅行先でナイトスポットに行ったことはありますか？
※ナイトスポットとは、ナイトクラブやバーなどの「夜の遊び場」を指します。

「行ったことがある」と答えた人が全体の 72.9%と約 3/4 を占めた。
調査 2：
（海外旅行先でナイトスポットに行ったことがある人のみ）
行ったことがあるナイトスポットはどこですか？
行ったことがあるエリアについては 1 位「ソウル」
（43.5%）
、2 位「バンコク」
（38.8%）
、3 位
「ハワイ」
（30.0%）
、行ったことがあるナイトスポットについては 1 位「ショットバー」
（56.8%）
、
2 位「カジノ」
（51.4%）
、3 位「クラブ（ディスコ）
」
（51.2%）となった。
調査 3：
（海外旅行先でナイトスポットに行ったことがある人のみ）
海外旅行の際にナイトスポットへ遊びに行く頻度を教えてください。
「必ず行く」と答えたのは 22.4%、
「時々行く」は 48.1%、
「あまり行かない」は 29.5%となった。
調査 4：日本国内でナイトスポットへ遊びに行く頻度を教えてください。
「よく行く」が 6.9%、
「時々行く」が 26.5%、
「あまり行かない」が 43.9%、
「全く行かない」が
22.7%となった。
海外のナイトスポット経験者のうち、国内のナイトスポットは「あまり行かない」
「全く行かない」のに、
海外のナイトスポットは「必ず行く」と回答したのが全体の 15.4%、
「時々行く」が 46.1%を占めた。

調査 5：
（海外旅行先でナイトスポットに行ったことがある人のみ）
海外のナイトスポットの良さは何ですか？遊びに行く理由を教えてください。
最も多かった回答は「テンションが上がる」
（23.5%）
、2 位以降は「文化が知りたい」
（20.1%）
、
「寝るのがもったいない」
（16.9%）
、
「外国人との交流」
（16.9%）が続いた。
調査 6：
（海外旅行先でナイトスポットに行ったことがある人のみ）
夜遊びをするのにオススメのエリアを教えてください。
最も多くの回答を集めたのが「バンコク」
（19.9%）
、続いて 2 位「ラスベガス」
（14.3%）
、3 位
「ソウル」
（10.3%）となった。

【調査 1：
（海外旅行に行ったことがある人のみ）海外旅行先でナイトスポットに行ったことはあります
か？ ※ナイトスポットとは、ナイトクラブやバーなどの「夜の遊び場」を指します。 】

海外旅行に行ったことがある人を対象に「海外旅行先でナイト
スポットに行ったことはありますか？」という問いをしたとこ
ろ、
「行ったことがある」と答えた人が全体の 72.9%となり、
ほとんどの人が海外での夜遊び経験をしていることが分かりま
した。

【調査 2：
（海外旅行先でナイトスポットに行ったことがある人のみ）行ったことがあるナイトスポット
はどこですか？】
海外旅行先でナイトスポットに行ったことがある人に対し、行ったことがあるエリアを聞いたところ、
1 位「ソウル」
（43.5%）
、2 位「バンコク」
（38.8%）
、3 位「ハワイ」
（30.0%）となりました。
「行ったことがあるナイトスポット」については、1 位が「ショットバー」
（56.8%）
、続いて「カジノ」
（51.4%）
、
「クラブ（ディスコ）
」
（51.2%）となりました。

【調査 3：
（海外旅行先でナイトスポットに行ったことがある人のみ）海外旅行の際にナイトスポットへ
遊びに行く頻度を教えてください。
】

海外旅行先でナイトスポットに行ったことがある人に「海
外旅行の際にナイトスポットへ遊びに行く頻度」を聞いたと
ころ、
「必ず行く」
と答えたのは 22.4%、
「時々行く」
は 48.1%、
「あまり行かない」は 29.5%となり、7 割強の人が海外先で
複数回の海外夜遊びを経験していることが分かりました。

【調査 4：日本国内でナイトスポットへ遊びに行く頻度を教えてください。
】
「日本国内でナイトスポットへ遊びに行く頻度を教えてく
ださい。
」という問いに対し、
「よく行く」が 6.9%、
「時々行
く」が 26.5%、
「あまり行かない」が 43.9%、
「全く行かな
い」が 22.7%となりました。
海外旅行中にナイトスポットに行ったことがある人のうち、
国内のナイトスポットは「あまり行かない」「全く行かない」
のに、海外のナイトスポットは「必ず行く」と回答したのが全
体の 15.4%、
「時々行く」が 46.1%を占め、6 割以上の人が
国内よりも海外で夜遊びをしていることが分かりました。
【調査 5：
（海外旅行先でナイトスポットに行ったことがある人のみ）海外のナイトスポットの良さは何
ですか？遊びに行く理由を教えてください。
】

海外旅行先でナイトスポットに行ったことがある人に対し
て「海外のナイトスポットの良さ」について聞いたところ、1
位は「テンションが上がる」
（23.5%）
、2 位は「文化を知りた
い」
（20.1%）
、3 位には「寝るのがもったいない」
（16.9%）
がランクインしました。

【調査 6：
（海外旅行先でナイトスポットに行ったことがある人のみ）夜遊びをするのにオススメのエリ
アを教えてください。
】
海外旅行先でナイトスポットに行ったことがある人に「夜
遊びをするのにオススメのエリア」を聞いたところ、1 位は 2
位に 5 ポイント以上の差をつけて「バンコク」
（19.9%）
、次
に「ラスベガス」
（14.3%）
、
「ソウル」
（10.3%）と続きまし
た。
「バンコク」が選ばれた理由としては、
「夜の街を一人で歩
いても安全である」
「料金が安い」
「日本人が街に多いので、初
心者向け」という意見が多く見られました。2 位のラスベガス
は「安心感」
、
「ショーやカジノの規格外の豪華さ」
、3 位の「ソ
ウル」は「日本語が通じるお店がある」
「近くて安い」といっ
た理由が多数でした。
＜オススメエリアとその理由（一部抜粋）＞
【バンコク】ルーフトップバーが沢山あって夜景がとても綺麗！タイの人は日本人が大好きみたい！カオ
サン通りのオープンバーも安いし楽しい。
（52 歳・女性）
【ニューカレドニア】現地の人が多いので、服装に気を使わなくていいし、意外と少額で楽しめる。（58
歳・女性）
【香港】おしゃれで評判のいいクラブが多い。日本からも DJ が行ってプレイしたりするので。
（42 歳・女
性）
【ロサンゼルス】来てる人のファッションとかがオシャレだったり、インテリアもステキなので色々と参
考になる（39 歳・女性）

【調査概要】
調査タイトル：
「海外旅行中の夜遊び」に関するアンケート調査
調査対象：19～80 歳の男女 763 名
調査期間：2016 年 9 月 1 日（木）～9 月 6 日（火）
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

【DeNA トラベルスタッフ厳選！夜遊びおすすめホテル】
バンコク
【バンヤン ツリー バンコク】
http://www.skygate.co.jp/hotel/HTLITM/9949/
バンコクトップクラスの 5 つ星ホテル！街よりも高くそびえる
61 階の屋上のムーン・バーでは、伝統的なカクテルから上質な
カクテルも存分に楽しめます。

【ノボテル バンコク オン サイアム スクエア】
http://www.skygate.co.jp/hotel/HTLITM/6697/
ショッピング街の近くに位置するホテル！大型屋外プールや、
Pastel ラウンジ、B@S スポーツバー、Concept CM2 ナイトクラ
ブなどの娯楽施設もあり、滞在中は有名 DJ によるミュージックと
ダンスを楽しめます。

ソウル
【ザ・リッツ・カールトン ソウル】
http://www.skygate.co.jp/hotel/HTLITM/166411
地下一階には、韓国の”美男美女が集まる”場所で有名な Club
Eden があります。高級ホテルの地下にある為、観光客も多く安心
して楽しめます。芸能人もよく訪れる有名なナイトスポットで思う
存分楽しんでみては？

【アマンティ ホテル ソウル】
http://www.skygate.co.jp/hotel/HTLITM/1392314
韓国の中でも若者が集まるナイトスポットといえば弘大（ホン
デ）
。有名デザイナーや美術家を輩出する、弘益大学校があり韓国
のカルチャー街として有名です。
アマンティ ホテル ソウル はクラブエリアまでのアクセスが良く、
シンプルながらモダンな演出を施したホテルです。
ホノルル

【シェラトン ワイキキ】
http://www.skygate.co.jp/hotel/HTLITM/249

シェラトン・ワイキキの一階のバーでは、ディナーを楽しむ事
が出来ます。またビーチを眺めながらのカクテルは格別です。ラ
グジュアリーな空間で大人ならではの夜の過ごし方も良いかも。
素晴らしい旅の夜を演出してください。

【ザ モダン ホノルル】
http://www.skygate.co.jp/hotel/HTLITM/170430

デザイナーズホテル「ザ モダン ホノルル」の中には、ホノル
ルでも人気なナイトクラブ addiction やライブ演奏を聴きなが
らお酒を楽しめるバー＆ラウンジがあります。
フロアでダンスをしながらナイトライフを楽しむのも、ラウ
ンジでゆっくりと音楽を聴きながら楽しむのも旅先ならでは醍
醐味です！
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