
関空⇔アメリカ 直行便が就航して欲しい都市アンケート結果
（2016年6月4日・5日「関空旅博」アメリカ旅行協会ブースにて実施）

１．アメリカ本土
に旅行したこと
はありますか

（１．で「ある」
の方の旅行回
数）

２．関空から直行便が就航して欲しいアメリカ
本土の都市は

３．その理由は 性別 年代

1 ある 2 ニューヨーク、フロリダ 関西から行きたいから 女性 ４０代

2 ない ワシントンＤＣ 博物館巡り 男性 ５０代

3 ある 2 ラスベガス 楽しかったから 女性 ４０代

4 ない ニューオーリンズ 音楽を聞きたいので 男性 ６０代

5 ある 10 なし 女性 ４０代

6 ある 1 ニューヨークへの直行便 気軽に行けると思うから 女性 ６０代

7 ない ワシントンＤＣ 関空から直行がなく不便があるから 男性 ３０代

8 ある 1 ラスベガス 友人が旅行に行って楽しいとの話を聞いたので 女性 ４０代

9 ある 2 ニューヨーク 直行便があると行きやすいから 男性 ２０代

10 ない ニューヨーク 都市だから、東京経由は時間がかかる 女性 ３０代

11 ある 8 ニューヨーク ひんぱんに行きたい。成田行が面倒 ５０代

12 ない ニューヨーク 男性 ７０歳以上

13 ある 3 シアトル、ニューヨーク 大好きな都市とこれから行きたい都市 女性 ３０代

14 ある 1 ＬＣＣ やすいから 女性 ２０代

15 ある 5,6 ボストン、ポートランド、シカゴetc
アメリカの色々な都市を行きたい。米国内線の乗り継ぎ
が大変なので・・・

女性 ３０代

16 ない ニューヨーク 観光客が多いと思ったから 男性 ３０代

17 ある 1 ニューヨーク 女性 ３０代

18 ない わからない。雨少ないところ 遊びたいから 女性 ４０代

19 ある 1 一つに限らず色々な所 身近になるので 男性 ４０代

20 ある 10 ラスベガス、ニューヨーク 男性 ５０代

21 ある 18 ラスベガス ２４時間楽しめる場所だから 女性 ４０代

22 ある 10 ポートランド 行ってみたいので 女性 ４０代

23 ある 3 マイアミ 南米に行きやすくなるから 男性 ３０代

24 ない サンディエゴ ＢＳのＴＶ番組が見て魅力があったから 男性 ２０代

25 ある 3 ラスベガス グランドキャニオンにいく玄関口として使えると思う 男性 ４０代

26 ない サンディエゴ 女性 ３０代

27 ある 10 サンディエゴ
ロスまでは行ったことがあるけれど、サンディエゴまでは
行ったことがないから

女性 ４０代

28 ある 1 ニューヨーク、ラスベガス アンテロープ 男性 ３０代

29 ない ロサンゼルス
旅行会社に勤めていますが、行きたくても成田経由だと
めんどうと良く言われるため

女性 ２０代

30 ある 1 ニューヨーク 観劇のため 女性 ４０代

31 ある 1 フロリダ キーウェストの夕日を一度見てみたい 男性 ４０代

32 ある ニューヨーク 女性 ４０代

33 ない ニューヨーク
思い立ったらNEW YORKに行きたいと思うので（特に年
末）

女性 ５０代

34 ない ニューヨーク 女性 ３０代

35 ある 1 ラスベガス、ニューヨーク トランジットに時間がかかるから 女性 ３０代

36 ない ラスベガス 便利だから 男性 ２０代

37 ある 3 ニューヨーク のりつぎ無く、行きたい 男性 ４０代

38 ある 2 ニューヨーク 直行便があれば、ぜひ行きたいので 女性 ２０代

39 ある 3 ニューヨーク 行きたくても成田経由でしか行けず、不便だから 女性 ２０代

40 ある 1 ポートランド、ニューヨーク（ＪＦＫ） 直行便があれば便利なのに・・・ 男性 ４０代

41 ある 15 ダラス、オーランド、サンフランシスコ 大変良く使うから、ダラスは乗継ぎ便利 男性 ４０代

42 ある 4 サンフランシスコ べんり 男性 ４０代

43 ない ニューヨーク なぜ飛ばないのかわからない 男性 ４０代

44 ない ニューヨーク
乗継便は余計に時間がかかるから。ニューヨークに行き
たいけど、そのことを考えると、旅行先として候補じゃなく
なってしまう

女性 ２０代

45 ある 1 ニューヨーク、シカゴ
東京乗継しかない。もともと時間がかかるのに、乗継だと
よけいに時間がかかる

女性 ３０代

46 ある 3 ニューヨーク、シカゴ 便利 男性 ５０代

47 ある 5 ロサンゼルス、サンディエゴ、マイアミ
サンディエゴは日本国内で直行便がないため、マイアミ
には個人的に行ってみたいから

男性 ４０代

48 ある サンディエゴ ぜひ行きたいので 女性 ５０代

49 ある 10 ロサンゼルス 好きだから 男性 ５０代

50 ある 1 ニューヨーク 東海岸へも直行便があってもいいと思う 男性 ４０代

51 ある 6 ニューヨーク、フロリダ 旅行に行きたいので直行便があると便利です 女性 ５０代

52 ある 5 ニューヨーク、ニューオリンズ、ボストン
ニューヨークはぜひ復活、ニューオリンズはのりかえが大
変、ボストン、行きにくいのでつくってほしい

女性 ４０代

53 ある 20超 ラスベガス 他の都市にも行きたいが、ラスベガスは外せないため 男性 ４０代
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54 ない カリフォルニア リゾートに行きたいから 男性 ５０代

55 ない ボストン 政治の中心 男性 ４０代

56 ない ウィスコンシン州 大草原の小さな家が好きだから 女性 ４０代

57 ない カリフォルニア
好きな映画（ハイスクール・ミュージカル）のロケ地がある
から

女性 １０代

58 ある 2 ラスベガス 楽しいから 女性 ５０代

59 ない フロリダ 男性 １０代

60 ある 20 ラスベガス 観光 男性 ５０代

61 ある 5 ニューヨーク、フロリダ 今、ないから 女性 ５０代

62 ある 1 ニューヨーク、シアトル 男性 ２０代

63 ある 2 オーランド ディズニー 女性 ３０代

64 ある 4 オーランド ディズニーに行きたい 女性 ６０代

65 ある 3 東海岸の主要都市 ビジネスには必須 男性 ４０代

66 ある 3 ラスベガス 直行便を希望 男性 ６０代

67 ある 2 サンディエゴ 好きな街だから 男性 ６０代

68 ある 4
サンディエゴ、シアトル、ニューヨーク（日
本航空系）

乗継便だと時間がかかるので行きにくい 女性 ５０代

69 ある 3 シカゴ、ニューヨーク
東海岸方面への直行便があれば、もっと足を運ぶ機会
が増えそう（今まで西海岸中心のため）

男性 ２０代

70 ある 5 デトロイト
ホストファミリーに会いたいので。子連れなので短い時間
でフライトが助かります

女性 ４０代

71 ない ニューヨーク 自由の女神を見てみたい 女性 １０代

72 ある 2 ニューヨーク、フロリダ 関西から行きたいから 女性 ４０代

73 ない ニューヨーク 自由の女神を見たい！！英語を話してみたい 女性 １０代

74 ある 1 オレゴン 直行便で行けると軽だから 女性 ２０代

75 ある 3 オーランド ディズニーワールドに直行便で行きたいです 女性 ４０代

76 ある 5,6 ラスベガス 男性 ５０代

77 ある 9 フロリダ（オーランド）
旅行に行く時に、乗りかえ便の都合で半日～１日近く待
ち時間が出来、不便な為

女性 ４０代

78 ある 2 ニューヨーク 成田で乗りつぎが以前たいへんだったから 女性 ５０代

79 ある 7 ソルトレイクシティ イエローストーンに行きやすい 男性 ５０代

80 ある 2 ラスベガス 乗りかえがむずかしいから 女性 ５０代

81 ある 1 フロリダ、ラスベガス、ニューヨーク 直行便があると便利で行きやすくなるから 女性 ３０代

82 ない ニューヨーク、ダラス、シカゴ、シアトル 行ってみたいから 男性 ５０代

83 ある 2 ニューヨーク ビジネス、レジャー、両方の需要が見込めるから 男性 ３０代

84 ある 多数 ラスベガス 乗り換え不便 男性 ５０代

85 ある 11 シカゴ、ボストン、デンバー 西海岸ぐらいしかない。 女性 ４０代

86 ない ラスベガス 興味があるから 女性 １０代

87 ない 4 ニューヨーク ホットドッグがおいしいと思うから 男性 １０代

88 ある 5 シアトル 姉が住んでるので 男性 ４０代

89 ある 2 シアトル 義姉、友達が住んでいるので 女性 ３０代

90 ない ラスベガス コンベンションのショーが多いから 男性 ５０代

91 ある 1 フェニックス セドナが近いから 男性 ５０代

92 ない ニューヨーク（日本航空）
僕はどうしても行きたかった場所なので、１度は行きたい
です

男性 ２０代

93 ない ニューヨーク ニューヨーク行きたい 女性 ２０代

94 ある 2 ニューヨーク 行ったことがないので行ってみたい 女性 ４０代

95 ある 1 マイアミ 楽しそうだから 男性 ４０代

96 ない ロサンゼルス 映画がすぐ見れるから 男性 ２０代

97 ない ロサンゼルス 男性 ５０代

98 ある 1 シアトル
過去に留学したことがあり、乗継ばかりに時間を取られ
たので、もう少し効率よくしたいので。

女性 ３０代

99 ない ニューヨーク ショー 女性 ５０代

100 ない ニューヨーク 男性 ６０代

101 ある 22 ラスベガス のりつぎ時間がもったいない 女性 ６０代

102 ある 15 ワシントンＤＣ 中央に飛んでないから 女性 ４０代

103 ある 18 ラスベガス 乗り継ぎの時間がもったいない 男性 ４０代

104 ない ラスベガス ルート６６ 女性 ４０代

105 ない ラスベガス カジノをしたい。ディズニーにも行きたい。 女性 ３０代

106 ある 14 ニューヨーク 乗りかえが不便 男性 ５０代

107 ある 6 ニューヨーク、デンバー 東海岸、南部に向いやすい 男性 ３０代
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108 ない シアトル、ニューヨーク ハードルが低い 女性 １０代

109 ない ニューヨーク
行ってみたいけど、成田しかないので、ＫＩＸからあると便
利だなと・・・

女性 ４０代

110 ない ニューヨーク
東京まで国内線を利用してニューヨークより便利に行き
たい！！

女性 ３０代

111 ある 5 フロリダ ディズニーワールドに行くため 女性 ４０代

112 ある 10 ニューヨーク 東海岸に行きたい 男性 ４０代

113 ある 1 ニューヨーク 野球観戦など 女性 ４０代

114 ない ニューヨーク 便利良いから 女性 ３０代

115 ある 4 ニューヨーク 行きたいから 女性 ２０代

116 ある 8 ニューヨーク 世界一の街への直行便は絶対必要 男性 ５０代

117 ある 6 ニューヨーク 好きだから 女性 ３０代

118 ある 1 ニューヨーク 乗り換えが手間 男性 ３０代

119 ある 1 ラスベガス 楽しく遊べそう 男性 ４０代

120 ある 1 ラスベガス １本で行けると楽なので 女性 ３０代

121 ある 3 ニューヨーク 直行だと気軽に行けるので 女性 ３０代

122 ない ラスベガス 観光できる場所が多いから 女性 ３０代

123 ある 6 アラスカ 友達がいる 女性 ５０代

124 ある 20 ラスベガス、デンバー 直行便があれば身近になる 女性 ３０代

125 ある シアトル 西海岸なので飛行時間が短いから 男性 ４０代

126 ある 3 ニューヨーク
ゴスペルソングの集いで行く時に、一度東京まで行くた
め、休みが取れずに断念する人がいるから

女性 ４０代

127 ある 4 サンフランシスコ、ニューヨーク
行きたい場所なので。直行で行けると、旅行の時間が有
効に利用できるので。成田がきらいで寄りたくない。

女性 ４０代

128 ない ラスベガス 楽しそうなので。 女性 ４０代

129 ある 1 ラスベガス 遊べる土地へ行きたい 女性 ４０代

130 ある 20 ラスベガス 経由しないといけないから 女性 ３０代

131 ある 1 ラスベガス 女性 ４０代

132 ない ノックスビル 主人が仕事をしているから 女性 ４０代

133 ない ノックスビル 父が仕事をしているから 女性 １０代

134 ある 1
ニューヨーク、シカゴ、ヒューストン、シア
トル

行きたいから 男性 ３０代

135 ない ニューヨーク、マイアミ、シカゴ、シアトル 直行便がないので行きたくても時間がないため 男性 ３０代

136 ある 5 ロサンゼルス おばが住んでいる 男性 ５０代

137 ある 4 シアトル 行きたい 男性 ４０代

138 ない ニューヨーク 観光や仕事で便利 男性 ３０代

139 ある 1 ニューヨーク ずーっと行きたいと思っているから。お友だちもいます 女性 ３０代

140 ある 10 シアトル 好きな都市 女性 ６０代

141 ない ニューヨーク 行きたい所 女性 ４０代

142 ある 10 ラスベガス また行きたい 男性 ４０代

143 ない ニューヨーク 一度行ってみたい所 女性 ６０代

144 ある 2 ラスベガス 楽しいから 男性 ４０代

145 ある 6 ラスベガス ラスベガスは良い所なので 女性 ４０代

146 ある 2 ニューヨーク のりかえしなくて時間的に楽 男性 ６０代

147 ある 2 フロリダ もう一度行きたい 男性 ３０代

148 ある 3 ニューヨーク 一番重要な都市 男性 ５０代

149 ある 5 ニューヨーク 東海岸の直行便が欲しい 男性 ５０代

150 ない ニューヨーク 人気だから 女性 ３０代

151 ある 1 ニューヨーク 行ってみたい 男性 ４０代

152 ない ダラス 南米への乗継ぎの為 男性 ３０代

153 ある 5
ダラス、デトロイト、ニューヨーク、ラスベ
ガス

メインランドのみならず、北米各地、南米へのハブであ
り、ニューヨーク・ラスベガスは観光的にも集客しやすい

男性 ５０代

154 ある 1 ヒューストン 行きたいから！！ 女性 ２０代

155 ある 1 ヒューストン ヒューストンに行きたいから！！ 女性 ２０代

156 ない ミネアポリス 友人がいるから！ 女性 ２０代

157 ない ニューヨーク（ＡＮＡ）
成田まで行くのは遠い！！ニューヨークは成田からでも
遠いのに！！

女性 ４０代

158 ある 1 ラスベガス 早く行きたい、すぐ行きたい、ラスベガス 男性 ５０代

159 ある 16 ニューヨーク よく行くので直行便があると便利だなって思います 女性 １０代

160 ある 1 ニューヨーク、シカゴ あこがれの地だから！ 女性 １０代

161 ある 2 ニューヨーク 楽だから 女性 ２０代
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162 ない ワシントン 女性 ３０代

163 ある シアトル 男性 ４０代

164 ない ニューオリンズ Ｊａｚｚ 男性 ３０代

165 ない ニューヨーク 男性 ４０代

166 ある 2 サンディエゴ ホームステイ 女性 ３０代

167 ない ラスベガス
グランドキャニオンやアンテロープキャニオンへ行ってみ
たいから

女性 １０代

168 ない ニューヨーク 皆行きたいと思うし、私も将来行きたいから 女性 １０代

169 ない ラスベガス 便利だから 女性 ６０代

170 ある 4 ロサンゼルス、ニューヨーク 観光と拠点になる都市だから 女性 ３０代

171 ある ラスベガス 短時間で移動したい 女性 ４０代

172 ない オーランド 子供達と一緒にディズニーワールドに行きたいので 女性 ２０代

173 ある 1 ラスベガス 時間の短縮 男性 ６０代

174 ある 3 ラスベガス 行きたいから 女性 ４０代

175 ある 30～
シアトル、ニューヨークデトロイト、アトラ
ンタ、マイアミ

成田経由だと大変。ＯＳＡ⇔ＮＲＴ少ないので。直接ＵＳＡ
に入りたい

女性 ４０代

176 ある 5 東海岸 男性 ５０代

177 ない ミネソタ州ミネアポリス 和泉市と姉妹都市なので 女性 ３０代

178 ある 5 ニューヨーク 女性 ４０代

179 ある 5 ニューヨーク 成田乗継が不便。関西在住の為 男性 ４０代

180 ある 2 ニューヨーク 行ったことない 男性 ５０代

181 ある 3 ニューヨーク 男性 ５０代

182 ある 1 ワシントンＤＣ 直行便があると行きたいから 男性 ４０代

183 ない ニューヨーク 女性 ３０代

184 ある 1 ニューヨーク 直行便があれば楽に行けるので行ってみたいです 女性 ３０代

185 ある 5 ニューヨーク、ワシントンＤＣ、ボストン 東海岸への旅行に 男性 ５０代

186 ある 2 ニューヨーク 刺激的な街 男性 ５０代

187 ない シアトル、ダラス、ニューヨーク、ボストン 東京からも出ているのと、スポーツが盛んな点 男性 ４０代

188 ある 多 オーランド 直行がない 女性 ５０代

189 ある 6 サンフランシスコ便をふやしてほしい！ 女性 ７０歳以上

190 ない アリゾナ方面、ラスベガス方面 女性 ３０代

191 ない ラスベガス 女性 ３０代

192 ない
シアトル、ニューヨーク、ワシントン、ラス
ベガス

１回も就航したことがないからです 男性 ２０代

193 ある 多数 ニューヨーク ビジネス 男性 ６０代

194 ある 2 ニューヨーク、ラスベガス 東海岸への直行便。乗り継ぎをなしにしてほしい 男性 ３０代

195 ない シアトル 行ってみたいから 男性 ５０代

196 ない ラスベガス 男性 ４０代

197 ない ラスベガス 一度行ってみたい 女性 ５０代

198 ない ニューヨーク 世界の中心なので 女性 ５０代

199 ある 1 ニューヨーク ブロードウェイでミュージカルを見たい 女性 ５０代

200 ある ロサンゼルスの便数をふやしてほしい 便利だから 女性 ３０代

201 ない ラスベガス 行ってみたいです 女性 ４０代

202 ある 1 ニューヨーク 女性 ３０代

203 ある 50 フロリダオーランド ウォルトディズニーワールド、ケネディスペースセンター 男性 ５０代

204 ある 2 ラスベガス 直行便があれば何度でも行きたい 男性 ４０代

205 ない サンディエゴ ゴルフに行きたい 男性 ４０代

206 ある 何十回 ラスベガス 好き 女性 ６０代

207 ない シアトル、ニューヨーク 有名だから 女性 １０代

208 ない シンシナティ Ｐ＆Ｇの本社があるから 男性 １０代

209 ない デトロイト、ノースカロライナ 友人と親せきがいるから 女性 ４０代

210 ない ニューヨーク ニューヨークに行きたいから 女性 ３０代

211 ある 10 ラスベガス 直行便が楽だから 女性 ４０代

212 ある 2 ニューヨーク、ワシントン、ボストン 東の方へも行って欲しい 男性 ４０代

213 ある 1 ラスベガス、ニューヨーク 行きたいので・・・ 女性 ４０代

214 ある 1 ラスベガス 乗りかえなしで行けたら楽です 男性 ４０代

215 ある 5 ラスベガス 子供と一緒に乗り継がずに行けたらいいなと思います 女性 ４０代


