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新婚旅行に掛かった費用、30 代以下の 5 人に 1 人は 100 万円以上！
未婚者が行きたい新婚旅行先 1 位は
女性が「ハワイ」、男性が「日本」と男女で意見が分かれる結果に
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 808 名を対象に「新婚旅行」に関す
る調査を実施しました。
6 月と言えば「ジューンブライド」
。古くからヨーロッパでは「6 月に結婚する花嫁は幸せになる」という言い伝え
があります。そこでエアトリは結婚シーズンに合わせて、新婚の夫婦が 2 人で赴く「新婚旅行」について調査しまし
た。

■調査結果概要
調査 1：（既婚者）新婚旅行に行きましたか？
9 割以上が「行った（91.2％）
」と回答し、「新婚旅行」に行くのは一般的であることが分かりました。
調査 2：（未婚者）新婚旅行に行きたいですか？
男女ともに 8 割以上が「行きたい（男性：84.3％、女性：89.7％）と回答したものの、実際に新婚旅行に行った
人の割合（91.2％）を下回る結果となりました。また、男性よりも女性の方が「行きたい」と回答する人が 5.4％多
いことが分かりました。
調査 3：（新婚旅行に行った人）新婚旅行はどこに行きましたか？
「ハワイ（30 代以下：1 位、40 代：1 位、50 代：1 位、60 代以上：2 位）」がどの年代においても上位にランク
インし、
「ハワイ」の根強い人気が分かる結果となりました。
調査 4：（新婚旅行に行きたい人）新婚旅行はどこに行きたいですか？
女性の 1 位は、30 代以下～50 代の新婚旅行先 1 位となった「ハワイ」が選ばれました。2 位「モルディブ」、3
位「タヒチ」と上位がビーチリゾートで占める結果となりました。
一方男性は、女性の TOP5 に入っていない「日本」が 1 位となり男女で意見が分かれることが分かりました。
調査 5：（新婚旅行に行った人）新婚旅行に掛かった費用を教えてください。
30 代以上は「30 万円以上 50 万円未満（28.6％）
」、40 代・50 代は「50 万円以上 70 万円未満（40 代：
21.3％、50 代：23.1％）
」、60 代は「10 万円以上 20 万円未満（18.4％）
」と回答した人が最も多い結果となりま
した。30 代と 50 代では過半数が「50 万円以上」と回答し、中でも 30 代で「100 万円以上」と回答した人は
20.0％となり全年代で最も多い割合となりました。
調査 6：新婚旅行に行った（行きたい）理由を教えてください。
過半数が「思い出に残る（62.9％）
」という理由で新婚旅行へ行った（行きたい）事が分かりました。次に「行く
のが当然（19.2％）
」と回答する人が多い結果となりました。
調査 7：新婚旅行に行かなかった（行きたくない）理由を教えてください。
「休暇が取れない（30.8％）
」という理由で新婚旅行に行かなかった（行きたくない）人の割合が最も多くなりま
した。次に「費用がない（21.8％）
」、
「興味がない（14.1％）
」という理由が続きました。

■調査結果
調査 1：（既婚者）新婚旅行に行きましたか？
既婚者に新婚旅行へ行ったか聞いたところ、9 割以上
の人が「行った（91.2％）」と回答しました。

調査 2：（未婚者）新婚旅行に行きたいですか？
未婚の人に新婚旅行へ行きたいか聞いたところ、
男女ともに 8 割以上が「行きたい（男性 84.3％、
女性：89.7％）」と回答しましたが、実際に新婚旅
行へ行った（91.2％）と回答した人の割合を下回る
結果となりました。
また、男性よりも女性の方が「新婚旅行へ行きた
い」と考えている人が 5.4％多いことが分かりまし
た。

調査 3：（新婚旅行に行った人）新婚旅行はどこに行きましたか？
新婚旅行に行った人へどこに行ったか聞い
たところ、
「ハワイ（30 代以下：1 位、40
代：1 位、50 代：1 位、60 代以上：2 位）
」
がどの年代においても上位にランクインしま
した。
60 代以上で 1 位となった「日本」は 50
代・40 代までは 2 位にランクインしていまし
たが、30 代以下では 4 位となり、最近の新婚
旅行といえば「海外」という人が増加してい
ることが伺えます。
また、40 代から 60 代以上には TOP5 に入
っていない「モルディブ」が 30 代以下の 3 位となっており、
「ハワイ」以外のビーチリゾートを選ぶ人も増えてき
ているようです。

調査 4：（新婚旅行に行きたい人）新婚旅行はどこに行きたいですか？
未婚で新婚旅行に行きたいという人に、新婚旅
行はどこに行きたいか聞いたところ男性の 1 位が
「日本」だったのに対し、女性は 1 位「ハワ
イ」
、2 位「モルディブ」
、3 位「タヒチ」とビー
チリゾート人気が高く、
「日本」は TOP5 には入
らない結果となりました。
同じ「新婚旅行に行きたい」という考えであっ
ても、行先においては男女で大きく差が出るよう
です。

調査 5：（新婚旅行に行った人）新婚旅行に掛かった費用を教えてください。
新婚旅行へ行った人に掛った費用を聞いたところ、30 代以上は「30 万円以上 50 万円未満（28.6％）」
、40 代・
50 代は「50 万円以上 70 万円未満（40 代：21.3％、50 代：23.1％）
」、60 代は「10 万円以上 20 万円未満
（18.4％）
」と回答した人が最も多い結果となりました。
30 代と 50 代では過半数が「50 万円以上」と回答し、中でも 30 代以下で「100 万円以上」と回答した人は
20.0％となり全年代で最も多い割合となりました。
30 代以下の新婚旅行先の TOP3 に「日本」が入っていない事からも、新婚旅行にお金をかける人が増えてきてい
るのかもしれません。

調査 6：新婚旅行に行った（行きたい）理由を教えてください。
新婚旅行に行ったもしくは行きたいと回答した
人にその理由を聞いたところ、
「思い出に残る
（62.9％）
」と回答した人が過半数を占めました。
続いて「行くのが当然（19.2％）
」と回答した人が
多い結果となりました。

調査 7：新婚旅行に行かなかった（行きたくない）理由を教えてください。
新婚旅行に行かなかったもしくは行きたくないと
回答した人にその理由を聞いたところ、「休暇が取
れない（30.8％）
」と回答した人が最も多い割合と
なりました。
次に「費用がない（21.8％）
」、
「興味がない
（14.1％）
」という理由が続きました。
「休暇が取れない」という本人たちでは対処でき
ないことが理由の 1 位となりましたが、「行かなか
った」よりも「行けなかった」人も一定数いるのか
もしれません。

■調査概要
調査タイトル

：「新婚旅行」に関するアンケート調査

調査対象

：10 代～70 代の男女 808 名

調査期間

：2019 年 4 月 18 日～4 月 21 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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