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株式会社リクルート(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：柏木斉)の旅行カンパニーに設置されたじゃらんリサー
チセンター（センター長：沢登次彦）は、2008年10月14日(火)、旅行需要創出のため、乳幼児連れの家族旅行を活性化するプロ
ジェクトをはじめます。プロジェクトサポーターとして、国内旅行情報誌『じゃらん』(編集長：高橋淳)/国内宿泊予約サイト『じゃらん
net』(編集長：出木場久征)・出産準備から0~2歳児を持つママのための通販マガジン『赤すぐ』(編集長：松井朝菜) ／同サイト『赤
すぐnet』(編集長：草間崇)、株式会社オールアバウトが運営する出産・子育てウェブマガジン『All About チビタス』、株式会社エイ

出版社発行の赤ちゃんと暮らしを楽しむスタイルマガジン『ベビーライフ』が参加します。ここに内容をご案内致します。

「“赤ちゃん連れ”がもっと楽しくなる！旅行プロジェクト」

(http://www.jalan.net/baby/)OPEN！
～子育てパパママも安心で心からリフレッシュできる旅行プランを提供～

2008年10月14日 株式会社リクルート

【背景】
じゃらんリサーチセンター・『All Aboutチビタス』が乳幼児(0～2歳)を持つ家族215人を対象に行った調査による

と、「おでかけしたい」「旅行したい」という潜在ニーズがありながら、「（出産前より）旅行回数が減った」と回答した
家族は8割以上にのぼりました。子供に関する心配以外にも親自身も旅を楽しめるのかという不安があり、旅に

行きたいきっかけ１位である「リフレッシュ」という目的が果たせるかどうか、不安を感じてる家族が多いことがわ
かりました。(※調査結果・P3・4参照)

2008年10月14日(火)より順次、国内旅行情報誌・サイト『じゃらん』、通販マガジン・サイト『赤すぐ』、出産・子育
てウェブマガジン『All About チビタス』、赤ちゃんと暮らしを楽しむスタイルマガジン『ベビーライフ』で、プロジェク

トに連動した特集記事を掲載します。また、ホテル・旅館など宿泊施設の協力のもと、調査で明らかになった不安
要因を解消し、日頃子育てに奮闘するママ・パパのリフレッシュしたいという欲求に応える旅行プランを用意しまし
た。これにより、乳幼児ファミリーの生活がより楽しいものとなり、国内旅行マーケットが活性化することを期待し
ています。
【本件の概要】

★プロジェクトサイト 「赤ちゃん連れがもっと楽しくなる！旅行プロジェクト」
(http://www.jalan.net/baby/)OPEN！ →P２
◎コンテンツ内容◎
・ユーザーの声「約200人のパパママに聞いた赤ちゃん連れ旅行の本音」
・ホテル・旅館と作ったオリジナルプラン「赤ちゃん安心でママパパもリラックス&楽しめる旅」
・旅にお役立ちグッズで完璧「赤ちゃん連れ旅行をラク＆Happyに『赤すぐ』おすすめベビーグッズ」
＆プロジェクトサポーターからの応援メッセージ

★プロジェクトオリジナルプラン 『赤ちゃん安心！ママパパ癒されプラン』登場！ →P5

プロジェクトサイト「赤ちゃん連れがもっと楽しくなる！旅行プロジェクト」上で、10月14日(火)より、乳幼児ファミ
リーにおすすめの旅行プランの予約(全６プラン)が可能になります。

≪宿泊プランのポイント≫
①ベビーベッド、ベビーカー、加湿器、ミルク用お湯、離乳食あたためサービス、おむつゴミ箱など、赤ちゃん連

れが旅行で必要なグッズをアメニティ・備品や無料サービスとして用意。
②プロの保育士による託児サービスを用意。「大人のためのリフレッシュ時間」として数時間、赤ちゃんのお世

話をおまかせし、 エステやレストランでの食事、温泉三昧など、プランごとの楽しみ方が出来る。
③赤ちゃんの体調が万一優れない場合に、近隣の小児科・救急情報を備えたコンシェルジュデスクも用意。

【本件に関するお問い合わせ先】
https://www.recruit.jp/support/inquiry_press.html

リクルートではこれからも、働く、学ぶ、住む、結婚、育児、旅、車、趣味や暮らし情報など、さまざまな場面でユーザーが新しい発見・機会
創出できるサービスを提供し、ひとりひとりにあった「まだ、ここにない、出会い。」を届けることを目指していきます。
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参考資料 【プロジェクトサイト 「“赤ちゃん連れ”がもっと楽しくなる！旅行プロジェクト」
(http://www.jalan.net/baby/) 画面イメージ】

プロジェクトオリジナル
宿泊プラン

200人の子育てママパパ

のアンケート結果

旅行に便利な
ベビーグッズ
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【「約200人のパパママに聞いた 赤ちゃん連れ旅行の本音」】

調査方法：インターネットリサーチ
実施期間：2008年7月29日～2008年8月18日
回答者：出産・育児ウェブマガジン『All Aboutチビタス』ユーザー
有効回答数：215名

3.5%
15.2%

81.3%

（出産前と比べて）旅行へい
く頻度は、増えた

（出産前と比べて）旅行へい
く頻度は、変わらない

（出産前と比べて）旅行へい
く頻度は、減った

34.8%

43.4%

16.2%

2.0% 3.0%
0.0%0.5%

1ヶ月に2回以上

1ヶ月に1回くらい

2－3ヶ月に1回くらい

半年に1回くらい

1年に1回くらい

2年に1回くらい

それ以下

59.1%

33.3%

4.5%

3.0% 旅行に行きたくなり、実
際に行った

旅行に行きたくなった
が、実際には行かな
かった

旅行にいきたくならな
かったので、実際に行
かなかった

旅行にいきたくならな
かったが、実際には
行った

6.1%

6.1%

6.1%

7.6%

7.6%

16.7%

19.7%

22.7%

30.3%

33.3%

54.5%

77.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

家族や友人の都合がつかなかった

旅行の交通手段が見つからなかった、予約できなかった

家族や周囲に反対された

子供や自分、家族の体調が良くなかった

その他

仕事が忙しかった

予算がなかった、お金がもったいないと思った

子連れで泊まりたい宿が見つからなかった、予約できなかった

子連れ旅行の準備が面倒くさかった

魅力的な子連れ旅の情報に出会えなかった

子連れ旅行で自分も旅を楽しめるか不安があった

子連れ旅行で子供に関して不安があった

■子どもが生まれる前の1泊以上の旅行頻度 ■子どもが生まれる前と、子どもが0～2歳の間の
1泊以上の旅行頻度の変化

■子どもが0～2歳の間の旅行意欲

■子どもが0～2歳の間の、「旅行に行きたくなったのに、実際は行かなかった理由」

▲「半年に1回くらい」「2-3ヶ月に1回くらい」が上位に。

▲9割以上の人が、

「旅行に行きたくなった」と回答

▲出産前と比べて頻度が「減った」と答えた人が8割以上。

▲子どもに関する不安が1位。次いで、自分も楽しめるかの不安が続く。
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【「200人のパパママに聞いた 赤ちゃん連れ旅行の本音」(続き)】

2.5%

4.0%

7.1%

8.6%

10.1%

19.2%

24.2%

32.8%

33.8%

50.0%

56.1%

61.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

特にない

部屋で好きな音楽を聴いたり、好きなDVDを見る

部屋やカフェスペースで読書をする
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部屋でゴロゴロしたり、ゆっくり寝る

スポーツジムやプールで汗を流す

近隣でスキーやゴルフなどアクティビティーを楽しむ

ラウンジやバーでお酒を楽しむ

カフェやティーサロンで、夫（妻）または友人とお茶をする

露天風呂や、温泉など、自分だけで入ってゆっくりする

レストランや食事処で、夫（妻）または友人と料理を楽しむ

エステ・スパ施設でマッサージを受ける
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友人・知人から旅行にいった話を聞いた

ママ友達や友人家族とゆっくり過ごす

パパ（ママ）と子供、自分がゆっくり向き合うため

その他

祖父母と子供をゆっくり遊ばせたい

配偶者（夫、妻）または祖父母、友人からの誘い

子供の1歳誕生日や成長の節目などのお祝いに

パパ（ママ）のお休みがとれた

外に出て刺激を受けたい

今の時期にしか作れない思い出づくり

子供にいろいろな経験をさせたい、子供と一緒にいろ

いろな経験をしたい

日常生活の雑事や家事から解放されたい

旅先でリフレッシュ・気分転換したい

■旅行先(宿泊先)で、一時的に託児サービスを利用できる場合、その時間でやってみたいこと

■子どもが0～2歳の間の、旅行に行こうと思ったきっかけ ■旅行先での「大人だけの時間」ニーズ

■旅行先で欲しい「大人だけの時間」の長さ

▲リフレッシュ・気分転換が圧倒的な1位。

▲2時間が1位。８割の人が、1～3時間で十分だと考えている。

▲旅先での「大人だけの時間」には、75％以上の人にニーズがある。

▲子どもを預けてさらに外出するよりも、「宿泊施設内で体験できて、かつ自宅ではできないこと」に人気が集まっている。



--5--

参考資料 【プロジェクトオリジナルプラン 『赤ちゃん安心！ママパパ癒されプラン』 提供例 】

≪宿泊プランのポイント≫
①ベビーベッド、ベビーカー、加湿器、ミルク用お湯、おむつゴミ箱など、赤ちゃん連れが

旅行で必要なグッズをアメニティ・備品や無料サービスとして用意。
②プロの保育士による託児サービスを用意。「大人のためのリフレッシュ時間」として数

時間、赤ちゃんのお世話をおまかせし、 エステやレストランでの食事、温泉三昧など、

プランごとの楽しみ方が出来る。
③赤ちゃんの体調が万一優れない場合に、近隣の小児科・救急情報を用意。

〔オリエンタルホテル東京ベイ〕
(千葉県浦安市美浜1-8-2)

≪【ママパパもご褒美】
赤ちゃん安心で親もリラックス♪ ≫

≪ 託児＋ディズニーデート
＝ときにはふたりの大人時間！≫

★ママの声から生まれた「Baby‘s Sweet」は赤ちゃん

連れ家族に最大限、配慮したお部屋に滞在いただきます。
日ごろの疲れを癒すエステや、夜の東京ディズニー
リゾート(R)で大人同士のデートを楽しんでいただける

ようなプランをご用意しました。ホテル内のベビーケア
ルームにてプロの保育スタッフが大切なお子様を
お預かりいたします。

子どもの
安心・安全

親の
リフレッシュ
（プチ託児）

×

〔横浜ロイヤルパークホテル〕
(神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1-3)

≪ ベビー安心
「プチ託児＋夜景バー」で親もリフレッシュ ≫

★小さなお子様がいて、なかなかご旅行にでかける
機会のないご夫婦に、とっておきのプランをご用意。
日ごろの疲れを癒しに、２人だけで最上階スカイラウンジ
にカクテルを飲みに来られませんか？（飲み放題）
授乳中ママのためにノンアルコールカクテルも豊富。
その間、お子様はプロのベビーシッターがお預かりします。
ベッド幅が200センチで添い寝も楽々の「ラグジュアリー

ダブル」滞在。

〔ホテルグリーンプラザ軽井沢〕
(群馬県吾妻郡嬬恋村大前細原2277)

≪子供歓迎★離乳食付★赤ちゃんプラン≫

★豊富なベビーグッズの無料レンタルや、初期・中期・
後期の３段階が揃うバイキングなど赤ちゃん連れ
ファミリーに嬉しいサービスを多数用意しました。
プロ保育士による790円/1時間の託児サービスも

ご希望でご利用いただけます。
たまには大人だけでゆっくりと軽井沢観光やアウトレット
でのショッピング、温泉三昧はいかがですか。

〔ホテルニューオータニ〕
(東京都千代田区紀尾井町4-1)

≪ 【ママパパ応援プラン】
朝食付き23時間ステイ≫

★リニューアルした「メインデラックス」に、ゆったり
２３時間滞在いただけます。ミシュラン一つ星を獲得した
「なだ万」他、特色あるレストランやルームサービスでの
ご朝食がセット。
ホテル内のキッズルームにて、託児サービスもご利用
可能です。
エステやフィットネス、レストランでのディナーなど、都会
のオアシスでリフレッシュしませんか。

〔ホテルグランパシフィック LE DAIBA 〕
(東京都港区台場２－６－１)

≪ 赤ちゃん連れ歓迎！
パパママお台場リゾート満喫プラン≫

★赤ちゃんのための無料サービス・無料グッズ多数。
お台場共通利用券の特典付きプラン。
映画・ショッピングなどエンターテイメントリゾート、
お台場をお楽しみ下さい。託児サービスはホテル内
シッターサービスと、アクアシティ内キッズルーム
のどちらかをお子様の年齢や用途に応じて、お選び
いただけます。

※プランについては、追加掲載の可能性もあります。

※予約状況によりお申し込みができない可能性もあります。
ご了承のほどお願い申し上げます。
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【プロジェクトサポーター 媒体概要】

誌名 ： 『アクティブじゃらん』 『リラックスじゃらん』
発行サイクル ： 月刊(毎月1日(『アクティブじゃらん』

・15日(『リラックスじゃらん』発売)
発行エリア ： 関東1都6県を中心に、福島・山梨・長野の各県

及び新潟・静岡県の一部地域
販売場所 ： 書店、コンビニエンスストア、駅売店 他
価格 ： 370円（税込み）
編集長 ： 高橋淳

サイト名 ： 『じゃらんnet』
PC版 http://www.jalan.net/
ケータイ版 http://jalan.net/m

月間アクセス数(PC版) ： 370.3万人
(ビデオリサーチインタラクティブ調べ ※2007年8月現在）

登録宿泊施設数 ： 18,320軒 ※2008年8月現在

掲載宿泊プラン数 ： 373,893プラン ※2008年8月現在

年間予約受付人泊数 ： 1,907万人泊
※2007年4月～2008年3月実績

編集長 ： 出木場久征

サイト名 ： 『All About チビタス』

http://chibitus.allabout.co.jp/

妊娠中および0～6歳までの子供を持つ夫婦（男

女）をターゲットに、子供がいるからこそ自分たち
らしく暮らすことを提案するAll Aboutの出産・子育
てウェブマガジン。 ㈱オールアバウトが運営。

誌名： 「Baby Life」
出版元：株式会社 エイ出版社
発行サイクル： 季刊(年4回)
発行エリア： 全国
販売場所： 全国有名書店
価格： 980円（税込み）

編集長： 高橋俊宏

12月20日発売号で

連動特集記事掲載

10月14日特集で

連動特集記事掲載
プロジェクトサイトへリンク

メールマガジン掲載

12月15日発売号で

連動特集記事掲載

プロジェクトサイトへリンク
および

メールマガジン掲載

12月15日発売号で

連動特集記事掲載

プロジェクトサイトへリンク
および

メールマガジン掲載

誌名 ： 『赤すぐ』
発行サイクル ： 隔月刊(偶数月15日発売)
発行エリア ： 全国
販売場所 ： 書店、コンビニエンスストア 他
価格 ： 690円（税込み）
編集長 ： 松井朝菜

出産準備から0～2歳児を持つママのための通販マガジン。

サイト名 ： 『赤すぐnet』
PC版 http://akasugu.net/
ケータイ版 http://akasugu.net/

編集長 ： 草間崇

妊娠・出産・育児に関するアパレル&グッズの

通販サイト。


