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映画、テレビが好調
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順位 余暇活動種目 万人 順位 余暇活動種目 万人

１ ドライブ 淇，淦渊濤 涅 ドライブ 淇，淹淆濤

２ 国内観光旅行（避暑、避寒、温泉など） 淇，渕淆濤 淹 国内観光旅行（避暑、避寒、温泉など） 淇，涅涵濤

３ 外食（日常的なものを除く） 淇，渕淦濤 渕 外食（日常的なものを除く） 淇，濤渊濤

４ 映画（テレビは除く） 涵，淹淇濤 渊 映画（テレビは除く） 涵，涅涵濤

５ 音楽鑑賞（ＣＤ、レコード、テープ、ＦＭなど）涵，涅涵濤 涵 動物園、植物園、水族館、博物館 渊，涸濤濤

６ 動物園、植物園、水族館、博物館 涵，濤渊濤 淇 音楽鑑賞（ＣＤ、レコード、テープ、ＦＭなど） 渊，淦濤濤

７ ビデオの鑑賞（レンタルを含む） 涵，濤涅濤 淦 カラオケ 渊，淇涸濤

８ カラオケ 涵，濤濤濤 涸 ビデオの鑑賞（レンタルを含む） 渊，涵涵濤

９ 宝くじ 渊，淆涵濤 淆 宝くじ 渊，渊渊濤

涅濤 テレビゲーム（家庭での） 渊，淦淹濤 涅濤 テレビゲーム（家庭での） 渊，淹淆濤

涅涅 トランプ、オセロ、カルタ、花札など 渊，渊渊濤 涅涅 トランプ、オセロ、カルタ、花札など 渕，淆淇濤

涅淹 園芸、庭いじり 渊，濤渕濤 涅淹 園芸、庭いじり 渕，淦淹濤

涅渕 ピクニック、ハイキング、野外散歩 渕，淇淆濤 涅渕 学習、調べもの 渕，渊涵濤

涅渊 音楽会、コンサートなど 渕，涵淇濤 涅渊 ピクニック、ハイキング、野外散歩 渕，渕涸濤

涅涵 バー、スナック、パブ、飲み屋 渕，渊濤濤 涅涵 音楽会、コンサートなど 渕，淹淦濤

涅淇 学習、調べもの 渕，渕淆濤 涅淇 バー、スナック、パブ、飲み屋 渕，涅淇濤

涅淦 遊園地 渕，涅淇濤 涅淦 ゲームセンター、ゲームコーナー 渕，濤濤濤

涅涸 写真の制作 渕，涅淹濤 涅涸 写真の制作 淹，淆涵濤

涅淆 催し物、博覧会 渕，濤淦濤 涅淆 催し物、博覧会 淹，涸渊濤

淹濤 体操（器具を使わないもの） 淹，淆涵濤 淹濤 遊園地 淹，淦淦濤

淹濤濤淆年 淹濤涅濤年

余暇活動の参加人口上位淹濤位

用具等 会費等 合計

涅 遊園地 淹，淦淦濤 淹淦．涅 淹．渕 － 涅渊．濤 涅渊．濤 淇，濤淆濤 渕淇．涅

淹 ドライブ 淇，淹淆濤 淇涅．涵 淆．淦 － 涅涸．淇 涅涸．淇 涅，淆淹濤 涵淆．淹

渕
ピクニック、ハイキン
グ、野外散歩

渕，渕涸濤 渕渕．濤 淆．渕 淇．涅 涸．渕 涅渊．渊 涅，涵涵濤 渊涅．渊

渊 登山 涅，濤淦濤 涅濤．涵 涵．涅 涅涅．淦 涅淦．淦 淹淆．涵 涵，淦涸濤 淹涅．渊

涵 オートキャンプ 渊渕濤 渊．淹 淹．渕 涅淹．淦 涅淇．涸 淹淆．涵 涅淹，涸渕濤 涅淇．涸

淇
フィールドアスレチッ
ク

淹渊濤 淹．渕 淹．渊 渕．涅 渊．淹 淦．渊 渕，濤涸濤 淦．淆

淦 海水浴 涅，渊涸濤 涅渊．涵 淹．涵 涵．涸 淆．淆 涅涵．涸 淇，渕淹濤 淹淹．渊

涸
動物園、植物園、水族館、
博物館

渊，涸濤濤 渊淇．淆 渕．濤 － 涸．渊 涸．渊 淹，涸濤濤 涵渕．濤

淆 催し物、博覧会 淹，涸渊濤 淹淦．涸 渕．涵 － 淆．濤 淆．濤 淹，涵淦濤 渕涵．涅

涅濤 帰省旅行 淹，淇淇濤 淹淇．濤 渕．淇 涅涸．涵 渊涅．渊 淇濤．濤 涅淇，淇淦濤 淹淇．淇

涅涅
国内観光旅行（避暑、避
寒、温泉など）

淇，涅涵濤 淇濤．涅 渕．涵 渕渕．淆 淇淦．涅 涅濤涅．濤 淹涸，涸淇濤 淦淆．涵

涅淹 海外旅行 淆淹濤 涅渊．淇 涅．涸 淆涸．淦 淹涅淇．淹 渕涅涵．濤 涅淦涵，濤濤濤 涵渕．涅
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余暇活動への参加・消費の実態

順位 余暇活動種目 淹濤涅濤 淹濤濤淆

１ 国内観光旅行 淦淆．涵 涸濤．淆

２ ドライブ 涵淆．淹 淇濤．涸

３ 海外旅行 涵渕．涅 涵涵．淦

４ 動物園、植物園、水族館 涵渕．濤 涵淹．渊

５ 外食（除日常的） 渊淦．渕 渊涸．淹

６ 映画 渊淇．淆 渊涸．涅

７ ピクニック、ハイキング、野外散歩 渊涅．渊 渊涅．淦

８ 音楽会、コンサート 渕淆．淇 渊淹．渊

９ 宝くじ 渕涸．涸 渊濤．淇

涅濤 音楽鑑賞 渕涸．渊 渊濤．涅

涅涅 カラオケ 渕淇．涵 渕淇．淇

涅淹 遊園地 渕淇．涅 渕涵．涅

涅渕 催し物博覧会 渕涵．涅 渕淦．渊

涅渊 園芸、庭いじり 渕渊．渕 渕涵．淦

涅涵 テレビゲーム（家庭での） 渕濤．涵 渕渕．濤

涅淇 学習、調べもの 淹涸．涸 淹淦．渊

涅淦 ジョギング、マラソン 淹淦．涸 淹涸．渊

涅涸 写真の制作 淹淦．涅 淹淇．淆

涅淆 ビデオの鑑賞 淹淇．涸 淹涸．涵

淹濤 帰省旅行 淹淇．淇 淹涵．涸

（単位：％）

余暇活動の参加希望率上位淹濤種目

涅淆涸淆 淆濤 淆涅 淆淹 淆渕 淆渊 淆涵 淆淇 淆淦 淆涸 淆淆 淹濤濤濤 濤涅 濤淹 濤渕 濤渊 濤涵 濤淇 濤淦 濤涸 濤淆 涅濤 涅濤／濤淆

淹涸，渕涵濤 渕渊，淇涅濤 渕涵，濤涸濤 渕渕，淆淹濤 渕涅，淦涅濤 渕涅，渊淦濤 渕淹，淦涵濤 渕渊，濤涅濤 渕淹，涵淹濤 渕濤，淆淦濤 渕濤，淦淹濤 渕淹，淹涵濤 渕涅，渊渊濤 渕濤，涸淆濤 淹淆，淦渕濤 淹淆，涅淦濤 淹涸，淦渊濤 淹涸，淹濤濤 淹淦，渕涵濤 淹淦，濤淆濤 淹渊，涵淇濤 淹淇，淹涵濤 淇．淆

（涅）乗用車 涅涸，渊涵濤 淹渕，涸渊濤 淹渕，渕涅濤 淹涅，淇渊濤 涅淆，淹淹濤 涅涸，淆涵濤 淹濤，淹淦濤 淹涅，涸淆濤 淹濤，涅淇濤 涅淆，涅涅濤 涅涸，淦涵濤 涅淆，淦涸濤 涅涸，淇淇濤 涅涸，淇渊濤 涅淦，渊涸濤 涅淇，涸濤濤 涅涵，淆渊濤 涅渊，淆渕濤 涅渊，涅涵濤 涅渕，渊淇濤 涅渕，涅淇濤 涅渊，涅渕濤 淦．渊

（淹）二輪自動車 涵淦濤 涵淦濤 涵涵濤 涵濤濤 渊淦濤 渊淆濤 涵濤濤 渊涅濤 渕涸濤 渕渊濤 渕淹濤 渕渊濤 渕渕濤 渕渊濤 渕淹濤 淹淆濤 淹淆濤 淹淆濤 淹涸濤 淹涅濤 淹濤濤 淹濤濤 濤．濤

（渕）ガソリン 涵，涵涵濤 淇，淹淹濤 淇，淇淇濤 淇，涸濤濤 淇，涸淦濤 淇，涸濤濤 淇，涵淹濤 淇，渕淆濤 淇，涵渕濤 淇，淹涅濤 淇，渊淇濤 淇，涸涸濤 淦，渕淹濤 淦，涅淦濤 淦，涅淦濤 淦，淹涸濤 淦，淦涅濤 涸，涅涵濤 涸，渕渊濤 淆，濤涅濤 淦，濤渊濤 淦，淦渊濤 淆．淆

（渊）乗用車整備費 渕，淦涸濤 渕，淆涸濤 渊，涵淇濤 渊，淆涸濤 涵，涅涵濤 涵，淹渕濤 涵，渊淇濤 涵，渕淹濤 涵，渊涵濤 涵，渕涅濤 涵，涅淆濤 涵，淹涵濤 涵，涅渕濤 渊，淦渊濤 渊，淦淇濤 渊，涸濤濤 渊，涸濤濤 渊，涸渕濤 渊，涵涸濤 渊，渊涅濤 渊，涅淇濤 渊，涅涸濤 濤．涵

国内観光・行楽 淦涅，涵涵濤 涸濤，涅淇濤 涸涵，淇淦濤 涸渊，淹渊濤 涸淹，淦淦濤 淦淆，渊淇濤 淦涸，淇淆濤 涸濤，涅渊濤 淦涸，濤涵濤 淦渊，涸淦濤 淦涅，淦涸濤 淦濤，涵涸濤 淦濤，渕淆濤 淇淆，濤渊濤 淇淦，涸涅濤 淇淦，淦淇濤 淇涸，涵淦濤 淇涸，淇淆濤 淇淆，涅淇濤 淇淇，涵渕濤 淇渕，淹淦濤 淇涅，涸涵濤 －淹．淹

（涅）鉄道 涅淹，渕淆濤 涅渕，渕濤濤 涅渕，涸濤濤 涅渕，涸淆濤 涅渕，淆濤濤 涅渕，涵淦濤 涅渊，濤涅濤 涅渊，渊渊濤 涅渊，渕淹濤 涅渕，淆涸濤 涅渕，涸淇濤 涅渕，淇淦濤 涅渊，濤淇濤 涅渕，淆渕濤 涅渊，濤淇濤 涅渕，淦涵濤 涅渕，涸淇濤 涅渕，涵涸濤 涅渕，淦淹濤 涅渕，淹濤濤 涅渕，淹濤濤 涅淹，淦涵濤 －渕．渊

（淹）貸切バス 涵，涅涅濤 涵，淇淹濤 涵，淆涅濤 涵，淆涵濤 涵，淇渊濤 渊，淆濤濤 渊，淦涅濤 渊，淦涵濤 渊，淦濤濤 渊，淇淆濤 渊，渊淆濤 渊，渊淆濤 渊，淹涅濤 渊，濤涵濤 渊，濤淇濤 渊，涅淆濤 渊，渊涵濤 渊，渕涵濤 渊，渕濤濤 渊，渕濤濤 渊，渊涵濤 渊，淇淹濤 渕．涸

（渕）国内航空 渕，濤濤濤 渕，渕涅濤 渕，渊涵濤 渕，淦涅濤 渕，涵濤濤 渕，渕淦濤 渕，淇淆濤 渕，淇淇濤 渕，淦濤濤 渕，淇涅濤 渕，涵淇濤 渕，淦淹濤 渕，淦涵濤 渕，涵渕濤 渕，淇淹濤 渕，淇淦濤 渕，淦淇濤 渊，涅涵濤 渊，淹涵濤 渊，涅涸濤 渕，淦淦濤 渕，涸涵濤 淹．涅

（渊）遊園地・レジャーランド 涵，濤涵濤 涵，涵涸濤 涵，淆濤濤 淇，涅渊濤 涵，涸涵濤 涵，淇淦濤 涵，涵淆濤 涵，淇淹濤 涵，渊淹濤 涵，濤涸濤 渊，涸渊濤 渊，淦渕濤 淇，淹涵濤 淇，涵淆濤 淇，涵淦濤 淇，渕淹濤 淇，渕濤濤 淇，渊涸濤 淇，渊渕濤 淇，渊濤濤 淇，淹渕濤 涵，淆淆濤 －渕．淆

（涵）旅館 淹淦，淦淇濤 渕淹，濤淹濤 渕涵，濤淹濤 渕涅，涵涵濤 渕涅，涵淹濤 渕濤，涅涅濤 淹涸，渕涅濤 淹涸，渊渊濤 淹淇，濤涵濤 淹渊，渊淇濤 淹渕，淹渊濤 淹淹，濤涸濤 淹涅，渊淹濤 淹濤，淦涅濤 淹濤，涅淆濤 涅淆，淦淆濤 涅淆，淦濤濤 涅淆，涅涅濤 涅涸，淦渕濤 涅淦，淇涅濤 涅涵，涸涵濤 涅渊，涵淦濤 －涸．涅

（淇）ホテル 涸，渊渊濤 淆，渕渕濤 淆，涸淇濤 涅濤，淇渕濤 涅濤，涅淹濤 淆，淇淦濤 淆，淆濤濤 涅濤，涅渊濤 涅濤，涵淇濤 涅濤，淹涅濤 涅濤，濤濤濤 涅濤，淹涵濤 涅濤，涅淇濤 涅濤，涅涸濤 涅濤，涅渕濤 涅濤，淹渕濤 涅濤，渊涅濤 涅濤，淦淹濤 涅濤，淆渕濤 涅濤，渕涸濤 淆，淦淇濤 淆，淦淇濤 濤．濤

（淦）ペンション・民宿 淹，淦涸濤 淹，淆淇濤 渕，淹淦濤 渕，淹淦濤 渕，渕涅濤 淹，淆淆濤 淹，淆渊濤 淹，淦淦濤 淹，淦涸濤 淹，涵涵濤 淹，渕渊濤 淹，濤濤濤 涅，淇濤濤 涅，淹渊濤 淆淇濤 淆淇濤 淆淦濤 淆涵濤 淆涅濤 涸渊濤 涸濤濤 淦涵濤 －淇．渕

（涸）会員制リゾートクラブ 涸淹濤 涅，濤渕濤 涅，淹淆濤 涅，涵渕濤 涅，淦涸濤 涅，涸淇濤 淹，涅淹濤 淹，渊涅濤 淹，渊淇濤 淹，淇濤濤 淹，濤渊濤 淹，涅濤濤 淹，濤濤濤 涅，淆涸濤 淹，濤濤濤 淹，涅涵濤 淹，淹濤濤 淹，淹涸濤 淹，淇渊濤 淹，淦淦濤 淹，涵涵濤 淹，淦涅濤 淇．渕

（淆）旅行業（手数料収入） 淇，淹濤濤 淦，濤涅濤 淦，涅淦濤 淦，涵淦濤 淦，涅涵濤 淦，渕淹濤 淦，渊淹濤 淦，淆涅濤 涸，濤淇濤 淦，淇淆濤 淦，渊涅濤 淦，涵渊濤 淇，淆渊濤 淇，涸渕濤 淇，淹淹濤 淇，淦濤濤 淇，淆淹濤 淦，濤淦濤 淦，淹涵濤 淇，涸涵濤 淇，淇淇濤 淇，涸涵濤 淹．淆

淇，涅渊濤 淇，淆渊濤 淇，涵濤濤 淇，淇渊濤 涵，淹淇濤 淇，渕淹濤 淇，涸渊濤 淦，淦渊濤 涸，淹涅濤 淦，淦涸濤 淦，淇涸濤 涸，渊涅濤 淦，涸淆濤 涸，濤涅濤 淦，渕淹濤 涸，淇渕濤 淆，濤涸濤 淆，淦淦濤 涅濤，涵淦濤 涅濤，淇渕濤 淇渊，涅濤濤 淦，濤涵濤 涅濤．濤

涅濤淇，濤渊濤涅淹涅，淦涅濤涅淹淦，淹涵濤涅淹渊，涸濤濤涅涅淆，淦渊濤涅涅淦，淹涵濤涅涅涸，淹涸濤涅淹涅，涸淆濤涅涅涸，淦涸濤涅涅渕，淇淹濤涅涅濤，涅涸濤涅涅涅，淹渊濤涅濤淆，淦淹濤涅濤淦，淆渊濤涅濤渊，涸淇濤涅濤涵，涵淇濤涅濤淇，渕淆濤涅濤淇，淇淇濤涅濤淦，濤涸濤涅濤渊，淹涵濤 淆渊，淹渊濤 淆涵，涅涵濤 涅．濤

淇淇渊，淹淆濤淦淹淆，淹渕濤涸淹淹，淇涵濤涸淇淹，涅淹濤涸淇涸，濤濤濤涸淆淦，淦淦濤淆濤涵，濤渕濤淆濤淆，濤淦濤涸淆淹，涵淹濤涸淦濤，涅涵濤涸涵涵，涵渊濤涸涵濤，涸涵濤涸淹淇，淇涸濤涸渕淹，淹淆濤涸涅涸，涅渊濤涸涅淹，淦淹濤涸濤涅，涅淦濤淦淆涅，淦涵濤淦渊涵，淆涸濤淦淹淇，涸淆濤淇淆渊，涵濤濤淇淦淆，淦涵濤 －淹．涅

海外旅行（国内航空会社の国際線収入）

注）濤淦年より、「ペンション」と「民宿」を統合した

小 計

合 計

（単位：億円、％）

余暇市場の推移（観光・行楽部門）

自動車関連
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