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News Letter 

報道関係者各位  

2017 年 5 月 30 日発行 

エアプラス株式会社 

 

便利で賢い旅を提供する、海外旅行総合サイト ena を運営するエアプラス株式会社（本社：東京都港区/代表

取締役社長：岡田 健/以下 エアプラス）は 5 月 30 日（火）、2017 年夏休み期間の航空券に関する海外旅行

トレンドを発表しました。 

夏休み期間（7～9 月）での人気海外渡航先の航空券情報 

※上記情報は本プレスリリース配信時点となります。 

 上図は、2017 年 7 月～9 月、ハワイや韓国など海外人気渡航先の最安値とピーク値※を示した航空券情報なりま

す。例年通り、今年もハワイや韓国、アメリカなどへ渡航される方が多い模様です。例年の夏休みにおける海外旅行の

予約動向としては、ゴールデンウィーク明け以降から徐々に増えます。予約のピークは、一般的にボーナス月と言われる 6

月となり、海外旅行の検討・予約される方が特に多くなる傾向にあります。また 2017 年に入ってからの、これまでの夏休

み海外旅行の予約動向は、ヨーロッパ、アメリカなどいわゆる長距離での予約が堅調に推移しています。これは、4 月以

降の燃油サーチャージ値上前に、航空券を購入した人が多かったことに起因すると推測されます。 

※燃油サーチャージ・空港税・弊社手数料含む。 

最安値 出発日 ピーク 出発日 最安値 出発日 ピーク 出発日 最安値 出発日 ピーク 出発日

ホノルル （2泊3日） ¥97,000 7月17日 ¥129,000 7月21日 ¥97,000 8月27日-28日 ¥271,000 8月11日 ¥93,000 9月4日 ¥124,000 9月14日

ロサンゼルス（3泊4日） ¥116,000 7月16日 ¥121,000 7月22日 ¥97,000 8月27-28日 ¥182,000 8月10日 ¥86,000 9月1日 ¥92,000 9月14-15日

ソウル（1泊2日） ¥22,000 7月18-19日 ¥34,000 7月28-29日 ¥22,000 8月29-30日 ¥34,000 8月27-28日 ¥23,000 8月27-28日 ¥33,000 9月16日

ローマ（3泊4日） ¥95,000 7月17-18日 ¥111,000 7月23日 ¥95,000 8月22日 ¥152,000 8月11日 ¥95,000 9月6日 ¥107,000 9月9日

グアム（2泊3日） ¥61,000 7月18日 ¥78,000 7月23日 ¥79,000 8月24日 ¥131,000 8月11日 ¥59,000 9月4日 ¥93,000 9月16日

7月 8月 9月
渡航先／期間

“便利で賢い旅”を提供する、海外旅行総合サイト「ena（イーナ）」 

 

 

 

 

～例年よりも”早めの予約”がお得な傾向～ 

2017 年夏休み！海外人気渡航先のお得な購入時期を公開！ 

8 月ホノルルは最大約 17 万円の差に！ 

■本リリースのポイント 

① 夏休み期間での人気海外渡航先の最安航空券のご紹介―8 月ホノルルは最大約 17 万円の差に！ 

② 2017 年 8 月出発航空券の平均単価推移 ―”早めの予約”がお得な傾向 

③ ena で購入できる、夏休みのおすすめ航空券情報 ―バンコク行き￥18,000～ 

① 夏休み期間での人気海外渡航先の最安航空券のご紹介 ―8 月ホノルルは最大約 17 万円の差に！ 
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※（参考）燃油サーチャージの値上幅について 

例：JAL ヨーロッパ/アメリカ 

（変更前）3 月発券分まで \7,000＋TAX 

（変更後）4 月発券分から \14,000＋TAX 

・4 月発券分からは、3 月発券分までと比較すると＋\7,000 と大幅な燃油サーチャージアップ。 

・昨年 1～3 月の予約状況と比較した場合、北米方面は 40%増、ヨーロッパ方面は 25%増。 

・現時点でのヨーロッパ、アメリカの予約数の 7 割が 3 月までの予約。 

※値上幅は往復の金額となります。 

 

2017 年 8 月出発旅行プランの平均単価推移 

※平均単価は、航空券単体や、ダイナミックパッケージなど複数のプランを平均したものです。また、北米等は 5 月が 3 月よりも平均単価が低くなっています

が、航空券代金によるものではなく、予約するホテルの宿泊費が変動幅に含まれていることが起因しています。 

 

上図では、8 月の航空券を 1・3・5 月に予約した場合の 8 月出発旅行プランの購入金額を、地域別に記載してい

ます。1 月と 5 月の差は、ヨーロッパの￥34,000 や香港の\33,000 と大きな差が生じています。ほとんどのケースで早

い時期に予約するほど、割安で購入できることが分かります。 

またアジア方面では、韓国、タイ、フィリピン、ベトナムが人気です。中でもアジアのビーチリゾートやグアム、サイパンは、

間際に近づくにつれて予約が多くなることから、直前まで動向に注意する必要があります。さらに、今年の 9 月シルバーウ

ィークは、日並びが悪く連休が取りにくい傾向のあることから、8 月の需要が集中する可能性が高い為、早めの検討・予

約が求められます。 

 

 

② 2017 年 8 月出発航空券の平均単価推移 ―”早めの予約”がお得な傾向 

渡航先／予約月 1月 3月 5月 1月と5月の差分

ヨーロッパ ¥143,178 ¥141,051 ¥177,279 ¥34,101

香港 ¥32,720 ¥50,115 ¥65,583 ¥32,863

タイ ¥63,980 ¥75,269 ¥93,969 ¥29,989

北米 ¥138,420 ¥172,204 ¥162,952 ¥24,532

台湾 ¥43,265 ¥54,180 ¥60,515 ¥17,250

中国 ¥29,755 ¥33,530 ¥45,099 ¥15,344

オセアニア ¥109,476 ¥97,302 ¥114,696 ¥5,220

ハワイ ¥208,103 ¥193,885 ¥183,706 ¥-24,397

調べ
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2017 年の夏休みは、早い段階で検討・予約にて、まだまだリーズナブルな価格で渡航が可能です。上図が格安航

空券情報の一例となります。こちらの航空券は、ena にて予約が可能です。ダイナミックパッケージでは、航空券とホテル

がセットになっているので、海外旅行検討・予約時の手間が省け、より快適な旅行が楽しめます。 

ena のサイトでは、航空券とホテルをまとめて予約することができるダイナミックパッケージを多数ご用意しています。夏休

みの人気渡航先と合わせて検討できるので、まだ予約をしていないという人は、以下 URL よりご覧ください。 

～夏休み！ダイナミック海外ツアー・ホテル特集～ 

http://www.ena.travel/special/summer_holiday/tour/ 

 

 

 

・名称 ：エアプラス株式会社 

・本社 ：東京港区新橋 2-12-15 田中田村町ビル 2 階 

・設立 ：1993 年（平成 5 年）7 月 30 日（グループ創業 1989 年（平成元年）） 

・代表者 ：代表取締役社長 岡田 健 

・資本金 ：２億 8,185 万円（資本準備金 1,285 万円）2016 年 8 月現在 

・URL ：http://www.airplus.co.jp/ 

 

 【本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先】 

エアプラス株式会社 PR 事務局（アウル株式会社内） 

TEL：03-5545-3888 FAX：03-5545-3887 MAIL：airplus-ml@aur.co.jp 

エアプラス株式会社について 

■2017 年 8 月出発の航空券 

例：東京・成田発～バンコク行き（経由便）  ￥18,000～ 

例：東京・成田発～ホーチミン行き（直行便） ￥39,000～ 

 

■2017 年 8 月出発のダイナミックパッケージ（航空券＋ホテル） 

例：東京・成田発～グアム行き（4 日間滞在） ￥69,392～ 

   （滞在：ロイヤル オーキッド グアム利用で 2 名 1 組利用の場合の 1 名料金） 

※上記情報は本プレスリリース配信時点となります。 

③ ena で購入できる、夏休みのおすすめ航空券情報 ―バンコク行き￥18,000～など 

https://www.ena.travel/
http://www.ena.travel/special/summer_holiday/tour/
http://www.airplus.co.jp/
mailto:airplus-ml@aur.co.jp

