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「大人の自由な一人旅 パワートラベルに出かけよう」 
キャンペーン開始のお知らせ 

一人旅は「ワケアリ？ 寂しそう･･･」は過去のもの！ 
半数以上が「一人旅」に経験済みで年々増加傾向。 

一人旅する異性は「かっこいい」「自立している」と好印象。 

「星のや」「リゾナーレ」「界」など全国 30 カ所に旅館・リゾートを運営する株式会社星野リ
ゾート（本社：長野県軽井沢 代表取締役社長： 星野 佳路）は、2013年6月12日（水）より、 
大人の一人旅の特別プランを展開する「大人の自由な一人旅、パワートラベルに出かけよう」
キャンペーンを開始します。一人旅に出る事でより自分をパワーアップする旅を提案するキャン
ペーンです。 
 
星野リゾートは、このキャンペーンに伴い、「一人旅に関する調査」を500名に実施（サンプル詳
細は3頁目）。一人旅の経験、目的、一人旅をする異性をどう思うか？など、一人旅に対する意識
やグループ旅との違いなどを調べました。また、そのデータを基に、旅行ジャーナリストで一人
旅について詳しい村田和子さんに、一人旅の人気の理由、グループ旅行との違いどうしてパワー
トラベルになりやすいのか、成功のヒケツ、注意するポイントなどを教示いただきました。 
 
村田和子さんによると、「一人旅は話し相手もいませんから、自然と頭の中で様々な考えが巡り
ます。そんな一人旅では五感が研ぎ澄まされ、普段の生活では見過ごしてしまうような人の温か
みや自然の美しさ、匂い、音などを感じやすくなります。同じサイクルの生活で五感が鈍くなっ
ていることに、改めて気が付く人も少なくありません。研ぎ澄まされた五感で得た様々な経験は、
日常への活力を養い、新しい自分を発見する人も多いもの。一人旅は、旅の素晴らしさを存分に
感じることができるといえるでしょう」とのこと。 
 
星野リゾートでは、今回の調査結果や村田和子さんのアドバイスを踏まえ、より素敵な大人の一
人旅「パワートラベル」を楽しんでいただくための「パワートラベル 一人旅プラン」を提案、
客室、食事、アクティビティなど、パワートラベルに重要な要素を盛り込んだ充実のプランを提
供いたします。 
 
リリース概要 

1. 「一人旅に関する調査」と 旅行ジャーナリスト村田和子さんのコメント 
●半数以上は一人旅の経験あり。 
●旅行離れの若者も一人旅への関心高い。 
●一人旅をする異性への印象「かっこいい」「自立した人」と好印象 
●風景に、人との触れあいに。一人旅には感動がいっぱい一人旅感動コメント集 

2. 旅行ジャーナリスト村田和子さんからのアドバイス 
一人旅を魅力的なパワートラベルにするポイント 
●旅のテーマ／テーマを決めて、一本筋の通った旅に。 
●客室チェック／特におこもり型では客室は重要アイテム。必ずチェックを。 
●夕食／夕食は一人旅で一番寂しくなる時。色んな工夫の方法があります。 
●宿／自分と「宿」との相性はブログでチェック。 

3. 一人旅を応援！「大人の自由な一人旅。パワートラベルに出かけよう」 キャンペーン 
パワートラベルに必要な非日常感のあるお部屋、心身をリフレッシュするアクティビティな
ど素敵な一人旅プランを、「星のや」、温泉旅館「星野リゾート 界」、リゾートホテル「星
野リゾート リゾナーレ」ほか、全国6施設で提案いたします。 



半数以上が一人旅経験者、さらに年々増加傾向。 
「ワケアリ？」「寂しそう」は過去のイメージ 
 
今回の調査では、一人旅経験は約56％、半数以上という結果となりました。旅行離れと言わ
れている若年層でも約50％が国内一人旅の経験が。さらに、「一人旅をする異性」に対する
印象も、「かっこいい」「自立している」「行動力がある」「ひとり時間の楽しみ方を知っ
ている」というポジティブな回答が大多数でした。一人旅が「寂しそう」「ワケアリ」とい
うナガティブなイメージはもう過去のものと言えそうです。未経験と回答した人も、男女と
も一人旅に対する意欲は高く（＊）、国内旅行を中心に一人旅の需要は高まっています。 

1. 「一人旅に関する調査」  
一人旅の経験、目的、一人旅をする異性に対する印象など、旅行経験のあ
る男女にたちに「一人旅」事情をリサーチしました。また旅行ジャーナリ
スト・村田和子さんに最近の一人旅事情を踏まえてのコメントをいただき
ました。 

村田和子さん 
旅行ジャーナリスト。自ら
のプロフィールや経験から、
消費者視点で旅のアドバイ
スを行う。「旅で元気にな
る」「上質な旅をお得に」
をテーマに、執筆、媒体出
演、講演活動を実施。国
内・海外旅行の旅のノウハ
ウ、子連れ旅行、旅育など
のテーマも得意。 

本文中（＊）のみ2012年じゃらんリサーチのデータを参照しています 

●村田さんコメント 
「SNSでの情報共有」が 
一人旅のハードルをぐっと下げました 
 
一人旅人気の高まりには、スマートフォン
やSNSの普及が関連していると思います。 
Facebookやtwitterなどを利用すると、 
①知人の一人旅の様子がリアルに共有され
るので、その様子から一人旅の疑似体験が
できる。 
②実際に一人旅に行った際にも、コミュニ
ケーションができるので、寂しい時、トラ
ブル時の不安が解消される。 
というのがあるのではないでしょうか？ 
もちろんベースには、価値観や人間関係が
複雑になり、気兼ねせず自分だけの旅を楽
しみたいというニーズの高まりがあります。
日常の煩わしさから解き放たれて、自由に
自分だけの時間を過ごせるということに一
人旅の楽しさを見出す人が増えています。 
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男性の印象 
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一人旅は感性が敏感に。 
人や風景に感動がいっぱい  
一人旅の思い出コメントの中でもっとも多かったのは、人とのふれあいや自然の美しさに感
動したというもの。旅先での予期せぬ人とのコミュニケーション、都会では見ることのでき
ない美しい景色や豊かな自然に感動したというエピソードが目立ちました。ストレスフルな
日常生活から解放され、人や自然、情報に出合うことにより新しい発見があるようです。 

●村田さんコメント 
一人旅は五感がフル稼働。 
旅のすばらしさを一身に受けられ
るのです 
 
普段とは違う環境を過ごす“旅“では、
誰でもちょっぴり緊張するもの。 
一人では尚更ですし、話し相手も
いませんから、自然と頭の中で
様々な考えが巡ります。そんな一
人旅では五感が研ぎ澄まされ、普
段の生活では見過ごしてしまうよ
うな人の温かみや自然の美しさ、
匂い、音などを感じやすくなりま
す。 
 
同じサイクルの生活で五感が鈍く
なっていることに、改めて気が付
く人も少なくありません。研ぎ澄
まされた五感で得た様々な経験は、
日常への活力を養い、新しい自分
を発見する人も多いもの。一人旅
は、旅の素晴らしさを存分に感じ
ることができるといえるでしょう。 
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調査概要 

調査名：一人旅に関する調査 

調査対象：旅行サイト「4travel」利用者3500人
が任意でアンケートに回答うち、500サンプルを
無作為に抽出。 

 

調査期間：2013年3月8日〜2013年4月7日 

調査方法：インターネット調査 



一人旅の醍醐味はやはり自由に過ごす時間。目的
は観光や保養、リフレッシュなどさまざまですが、
コメントを見るとそれぞれの“テーマ旅”を楽しん
でいる人が多いのが特徴的です。男女の差なく、
温泉、美術館めぐり、登山、ダイビング、ご当地
ラーメン制覇などなど、それぞれ自分の大好きな 

●村田和子さんコメント 
「アクティブ型」も「おこもり型」も。一人旅にはテーマが重要です！ 
「一人旅を楽しむコツは、テーマを決めることですね。細かく決める必要はなく、今回の旅で
これだけはしたいことを考えましょう。もちろん「お気に入りの場所で、何もしない」という
のもＯＫです。私は、一人旅には「アクティブ型」と「おこもり型」の二つのタイプがあると
思います。趣味を思い切り楽しみたい、自然や人、動物とのふれあい等、外の刺激を積極的に
求める「アクティブ型」、ゆっくりと心身をリラックスし、自分と向き合う「おこもり型」。 
志向やコンディションに合わせて使い分けるとよいでしょう。また、以下に「一人旅成功の5
か条」をまとめました。旅先での失敗や不安を最小限にし、自分らしい旅をする為にも、一人
旅の計画の際には、確認をしてみてくださいね。最初は日帰り旅行からはじめてみるのも。 

大人の一人旅「パワートラベル」を成功させるポイント 

村田和子さんに一人旅をよりよく作る方法をお聞きしました。 
宿泊施設、食事、予算などさまざまなハードルがありますが、まずは旅のテーマきちんと決め
るのが一人旅をすてきな「パワートラベル」にするいちばんのポイントのようです。 

●ポイント１ 旅のテーマを決めるコト。それが成功の第１ステップ 
自由に自分の好きな事ができるのが、一人旅の醍醐味。でも気分の赴くまま過ごした結果、
「こんなはずではなかった」と後悔することも実は多いのです。旅の中で達成したい事や自分
なりの旅のテーマを決めておくと、気ままな中にも一本筋の通った旅になります。 
 
●ポイント2 一人宿泊OKの宿でも、価格と客室のグレードのバランスは要チェック！ 
増えてきた「お一人様OKの宿」。でも、施設によっては一人用の部屋は極端にグレードが低
いところもあります。特に「おこもり型」の一人旅なら必ずチェックを。過ごす時間も長くな
りますから、旅の満足度を大きく左右します。立地や部屋のクオリティ、そして価格とのバラ
ンスを見極めることが大切です。 
 
●ポイント3 一人旅初心者は、夕食についてしっかり確認しておこう。 
一人旅の際に「寂しくなる」一番のポイントが食事時です。特に夕食は宿でいただくにしても、
外にしても、カウンターや個室、ルームサービスなど一人で食事がしやすい環境があるかどう
かチェックして。また、SNSの一人旅コミュニティでは、同じ場所に旅をしている人同士が待
ち合わせて食事を食べる約束も飛び交いますし、地元の居酒屋で現地の味と人を楽しむという
人もいます。 
 
●ポイント4 意外とわかる宿との相性。「ブログ」チェックはオススメです。 
宿泊施設のホームページやクチコミの確認は必須ですが、女将やスタッフのブログがあれば
チェックしましょう。施設が大切にしている価値観が表われるので、自分の嗜好に合うかどう
か参考になることが多いです。また疑問や不安な点があれば、電話してみるのも。会話を通し
て宿の雰囲気を確かめておくことで、宿選択の失敗が減りますよ。 
 

ことをして過ごしています。一人旅をするとリフレッシュできる、元気になれるというコメン
トが多数あり、好きな事満載の一人旅を「パワートラベル」として楽しんでいるようです。 
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（参考） 

 「大人の自由な一人旅 パワートラベルに出かけよう」プラン6  
「外に刺激を求めるアクティブ派」も「心身をリラックスするおこもり派」も充実のパワートラ
ベルを過ごすことのできるプランを用意しました。 
「大人の自由な一人旅 パワートラベルキャンペーン」Web サイト： 
http://hoshinoresort.com/sp/hitoritabi/ 

星のや 軽井沢 （長野県） 
登山などのアウトドアアクティビティはもちろん。温泉、
スパ、ランニングや散策、ショッピングなどさまざまな
楽しみ方が選べます。客室は開放感のあるものからおこ
もり感のあるものまで。食事は24ｈ対応のルームサービ
スの他、徒歩圏内で外食やテイクアウトが気軽にできる
もの便利です。 
■6月・9月がおすすめ！ 
澄んだ空気に包まれたリゾートで自分だけの時間を楽し
む。 
お一人様 ： 43,000円～（1名1室利用・食事別） 
 

星のや 竹富島（沖縄県） 
一棟独立の庭付き客室はゆったりとした滞在にぴった
り。朝日に向っての体操、プールでの星空浮遊浴、ス
パなどを始め、文化を守り続ける島人の温かさに触れ、
身も心もリラックスできることでしょう。アクティブ
派にはビーチアクティビティの案内も可能です。食事
はダイニングの他、24ｈルームサービスが。島集落内
で食堂を利用するのも楽しいものです。 
■6月・9月がおすすめ！ 
珊瑚の島で過ごす離島の休日 
お一人様 ： 36,000円～（1名1室利用・ 食事別） 

星野リゾート 界 熱海（静岡県） 
敷地内の巨木にパワーがもらえる温泉宿。しっとりと静か
な施設で大人の一人旅の宿として人気の施設。お部屋や海
に面した青海テラスなどで読書三昧、温泉とスパなど、自
分の内に充電をする滞在がオススメです。お食事はお部屋
でゆったりと食べられます。周辺は美術館など多い文化エ
リアです。 
■月～木曜限定 
和情緒あふれる温泉旅館で過ごす大人のひとり旅） 
お一人様 ： 39,000円～（1名1室利用・ 夕朝食付） 
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（参考） 

 「大人の自由な一人旅 パワートラベルに出かけよう」プラン6  
「外に刺激を求めるアクティブ派」も「心身をリラックスするおこもり派」も充実のパワートラ
ベルを過ごすことのできるプランを用意しました。 
「大人の自由な一人旅 パワートラベルキャンペーン」Webサイト 

http://hoshinoresort.com/sp/hitoritabi/ 

星野リゾート リゾナーレ八ヶ岳（山梨県） 

日本でも有数のワインリゾートであるリゾナーレ八ヶ岳。
施設内ワインハウスや地産食材を使ったイタリア料理な
ど食の楽しみが揃っています。ワインを使ったVINO 
SPA®や森の中の大浴場、ブックス＆カフェでの読書な
ど、敷地内で十分リフレッシュが可能なのも魅力。アク
ティブ派には乗馬、MTBなども。 
■7月11日までのお得なプラン 
一人旅・シングルユース朝食付(朝食付) 
お一人様 ： 11,000円～（1名1室利用） 
プラン特典：ジャグジー＆プール「イルマーレ」滞在期
間中フリーパス＋「もくもく湯」滞在期間中フリーパス 

星野リゾート ニラカナイ西表島（沖縄県） 

「東洋のガラパゴス」と呼ばれ、珊瑚礁、ジャングル、
滝、マングローブなど大自然と稀少な生態系が残る西表
島。その大自然を満喫できるアクティビティは約50コー
ス。専門ガイドが同行する本格ツアーから気軽なものま
で、様々なレベルの方に対応します。42平米の快適な客
室は全室デイベッド完備、食事は気軽なブッフェで。 
■秘境西表島へ一人旅 1泊朝食付シングルステイ 
お一人様 ： 14,000円～（1名1室利用・ 朝食付）  
プラン特典：屋外プールご無料＋プールサイドチェア＆
パラソル＆タオルの貸出無料 

星野リゾート ウトコ オーベルジュ＆スパ
（高知県） 

パワースポット・室戸岬先端にあるウトコ。客室は全て
太平洋に面し素晴らしい眺めが堪能できます。今回はス
パ施術がついたお得なプランで海洋深層水プールやスパ
で身体の疲れをデトックスを。近隣にジオパークや空海
悟りの地もあり、お遍路旅行の滞在先としても人気です。
食事は南国土佐の食材でイタリアンを。 
■海洋深層水で癒される贅沢な一人旅  
お一人様 ： 28,000円～（1名1室利用・ （夕朝食付）  
プラン特典：ディープシーテラピーセンター（海洋深層
水プール・ミストサウナ・屋外ジェットバス）ご利用 
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（参考） 

 「大人のパワートラベル 旅行記」星のや 軽井沢 
写真家・若木信吾さんが軽井沢で“パワートラベル”を体験。 
雑誌や広告を中心に幅広い分野で活動する写真家・若木信吾さんが、初夏の風が心地よ
い軽井沢で大人の一人旅を体験。スタイルを持った大人の男の一人旅とは？  
2 泊3 日の旅をレポートしました。 
 
「大人の自由な一人旅 パワートラベルキャンペーン」Webサイト 

http://hoshinoresort.com/sp/hitoritabi/ 

まずは小浅間トレッキングに 
 
「今回の旅では“能動的に切り替える”ことをテー
マに過ごしたい」と語る若木さんがまず挑戦した
のが小浅間山トレッキング。2時間程度で登れる
コースが人気のアクティビティだ。晴天のこの日
は山頂からの眺めが格別で、雄大な景色が若木さ
んの写真家心を刺激したようだ。 

エコツアーで自然を満喫 
 

エコツーリズム「ピッキオ」のスタッフが同行す
るこのアクティビティは、ただ登るだけではなく、
ガイドの解説を通して自然を観察しながら進む楽
しさがある。森を知り尽くすピッキオと、撮影し
た野鳥の写真を見ながら楽しそうに会話する若木

さんの目は少年のように輝いていた。 

静けさの中で創作のためのインスピレーションを 
 
広大な水辺の庭園に面した客室のテラスでワイン
を愉しむ若木さん。ソファシートのある広いテラ
スでのんびりと過ごす時間は、都会の喧騒を忘れ
られる贅沢なひととき。とことん自分と対話がで
きる一人旅は、知らなかった自分の一面を感じ、
新たなインスピレーションの源になるという。 
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