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2014 年 4 月 22 日

「2014 朝食がおいしいホテルランキング」発表
-- 1 位はホテルピエナ神戸、20 位以内に北海道の 5 軒、沖縄の 3 軒のホテルがランクイン
朝食は今や、ホテル選びのたいせつな基準！ -世界最大の旅行口コミサイト「TripAdvisor®」の日本法人であるトリップアドバイザー株式会社（本社：東京都渋谷
区、代表取締役: 原田静織、http://www.tripadvisor.jp/）は、2013 年に投稿された日本語の口コミ評価をもとに、
「2014 朝食がおいしいホテルランキング」を発表しました。栄えある 1 位は昨年同様、ホテルピエナ神戸が獲得、
北海道と沖縄のホテルが合計 8 軒選ばれる結果となりました。また、特筆すべき点として、ランクインしているホテ
ルのうち 12 軒が昨年の同ランキングにも入っており、これらのホテルに寄せられた好意的な口コミが更なる評判を
呼ぶという循環が見られることが挙げられます。
 パティシエの作るスイーツが好評！昨年に引き続き、ホテルピエナ神戸が第 1 位
朝食ビュッフェとは思えない、パティシエが丁寧に作った厳選スイーツが並ぶホテル
ピエナ神戸が今年も 1 位に輝きました。スイーツのみならず、野菜ソムリエのシェフが
直接畑まで行って選んだ兵庫県産の野菜をふんだんに使っているところも人気のポイ
ントですが、「やっぱりデザート！！ミルフィーユ、タルト、マカロン、クッキー、チーズケ
ーキ、ティラミス…どれも size が適量で全種類制覇！！」などという、デザートの豊富
さに感動したという口コミが多数寄せられています。
テンションが上がるピエナの「朝スイーツ」

【2014 朝食がおいしいホテルランキング】
順位（昨年順位）
ホテル名

所在地

1 位 (1)

ホテルピエナ神戸

兵庫県神戸市

2 位 (2)

ラビスタ函館ベイ

北海道函館市

3 位 (11)

ホテル京阪札幌

北海道札幌市

4 位 (6)

ホテル日航アリビラ ヨミタンリゾート沖縄

沖縄県読谷村

5 位 (-)

函館国際ホテル

北海道函館市

6 位 (16)

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

千葉県浦安市

7 位 (7)

ホテル JAL シティ長野

長野県長野市

8 位 (15)

リーガロイヤルホテル（大阪）

大阪府大阪市

9 位 (5)

城山観光ホテル

鹿児島県鹿児島市

10 位 (-)

庭のホテル 東京

東京都千代田区

11 位 (17)

JR タワーホテル日航札幌

北海道札幌市

12 位 (12)

札幌グランドホテル

北海道札幌市

13 位 (3)

ホテル日航金沢

石川県金沢市

14 位 (-)

ウェスティンホテル大阪

大阪府大阪市

15 位 (-)

ヒルトン東京

東京都新宿区

16 位 (4)

ホテル ロコア ナハ

沖縄県那覇市

17 位 (-)

オキナワマリオットリゾート＆スパ

沖縄県名護市

18 位 (-)

ANA クラウンプラザホテル京都

京都府京都市

19 位 (-)

ホテルオークラ神戸

兵庫県神戸市

20 位 (13)

リッチモンドホテル山形駅前

山形県山形市
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人気観光地である北海道と沖縄のホテルが計 8 軒ランクイン

新鮮な海の幸・山の幸に恵まれた北海道からは 5 軒の、独自の食文化を持つ沖縄からは 3 軒のホテルが高い評価
を得ています。この 2 県に関しては、北海道なら豊富な海の幸、沖縄ならサーターアンダギーなど、その地ならでは
の食材を朝から味わえることに対する満足度の高さが口コミを読むと分かります。
2 位のラビスタ函館ベイは、目の前で焼き上げられる炙り焼き、イクラなどを好きなだ
け盛り付けられる海鮮丼が今年も人気を博しています。「口コミ通りの素晴らしい朝食
でした。海鮮丼は、自分でネタを選び放題のせ放題。朝から満腹になること間違いなし。
場所的に観光スポットにあるので、朝市に行って朝食をっと考えてしまいがちですが、
絶対にこのホテルで朝食を済ませる事をお勧めします。海鮮丼は、自分でネタを選び
放題のせ放題。朝から満腹になること間違いなし。」などと、北海道の海の幸を思う存
分味わえる満足感が伝わる口コミが寄せられています。
海の幸をのせ放題の「勝手丼」

3 位のホテル京阪札幌も種類が豊富な朝食高く評価され、昨年から大きく順位を伸ば
しました。「とにかく朝ごはんがすごいです。全部食べ放題です。いわゆるホテルの朝
食 English Breakfast という感じではなく、ご飯おかずをメインにした和食。メニューは
思い出せる限りではご飯・味噌汁・三升漬・のり・温玉・いくら・たらこ・松前漬け・うにい
か・カニ・菜っ葉のおひたし・フキの煮物・筑前煮・サワラの粕漬け・ホッケ・塩鮭なんか
がありました。もちろんスクランブルエッグ・ソーセージ・ベーコンなどとパン数種類もあ
りました。」などと、朝からついつい欲張って食べ過ぎてしまう様子が伺える口コミが寄
せられています。
食べきれないほど豊富なラインナップ

4 位の沖縄のホテル日航アリビラ ヨミタンリゾート沖縄も、ランキングの常連です。洋
食、和・洋食、日本料理・琉球料理の 3 種類の朝食会場があり、バラエティに富んだ
朝食を提供しています。「ここの朝食は本当においしいです。前回、ヴェルデマールで
頂いた紅芋ジャムの味がずっと忘れられず、今回もおいしくいただきました。そして、
今回初だった 和朝食には感動しました。私が今まで食べたホテルの和定食の中で
一番でした。沖縄風おじや、目の前で作ってくれる出汁巻き玉子、サーターアンダ
ギー、こん なに贅沢で充実した朝食でいい意味で驚きです。」と、期待を裏切らない
様子が口コミに綴られています。

サクサクのサーターアンダギー

5 位の函館国際ホテルは、北海道ならではの魚介類に、オープンキッチンで調理され
るオムレツに加え、朝食では珍しいステーキの提供が人気を集めました。「まず、お目
当てのステーキを焼いてくれるブースに一番乗りし、ステーキとオムレツを注文。そし
て、その後は、またまた海鮮。函館に来て 3 日目、そろそろ海鮮に飽きているかなと思
いきや、食べ始めるとバクバク入ります。その他、クロワッサンなどのパン類も美味し
いし、ヨーグルトもフルーツをガバっと入れて超美味しい。いやらしい話、この朝食だけ
で、宿泊料金の元を取れます。」と、朝食目当てで泊まりたくなる口コミが投稿されてい
ます。

朝から贅沢にステーキを堪能
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評判のホテルは、更なる評判を呼んでいる！朝食は今や、ホテル選びの基準

12 軒のホテルが昨年に続き、今年もランキング入りを果たしており、評判の高さを窺い知ることができます。これ
は、宿泊客の方々がトリップアドバイザーに書いた口コミを読んで、各ホテルで実際の朝食を味わって実感、評
価の高い口コミを書き残して、それを新たな宿泊を検討している方が読む―といったいわば「正の循環」が生ま
れていることの証と言えるのではないでしょうか。「朝食」は今や宿泊客にとってホテル選びの基準のひとつにな
ったと言っても過言ではく、ホテルも年々力を入れるところが増えてきている中、来年のランキングの顔ぶれにも
期待が高まります。
「2014 朝食がおいしいホテルランキング」は下記の URL からご覧いただけます。
http://www.tripadvisor.jp/pages/BreakfastHotel_2014.html
【評価方法】 「2014 朝食がおいしいホテルランキング」は、2013 年 1 月～12 月にトリップアドバイザーに投稿さ
れた日本語の口コミのうち、「朝食」に関連した単語を好意的な評価・否定的な評価に分類し、その総数や頻度
などをスコア化して独自のアルゴリズムで集計しました。
トリップアドバイザーとは：
トリップアドバイザー®（本社：米国マサチューセッツ州ニュートン、NASDAQ: TRIP）は、旅行者が最高の旅行を計画し
実行するための世界最大の旅行口コミサイト*です。トリップアドバイザーは、旅行者の実体験に基づくアドバイスと、幅
広い旅行の選択肢および予約ツールとシームレスにつながったプランニング機能を提供しています。世界最大の旅行
者コミュニティとして、2 億 6,000 万人を超える月間ユニークユーザー**を持ち、370 万軒以上の宿泊施設、レストラン
および観光名所等に対し 1 億 5 千万件以上の口コミ数を誇り、世界 38 か国でサイトを展開しています（中国では
daodao.com として運営）。トリップアドバイザー フォー ビジネスは、旅行業界とトリップアドバイザーを訪れる膨大な
数の利用者をつなぐビジネス部門です。TripAdvisor, Inc. は、トリップアドバイザーブランドサイトのほか以下の 20 の
旅行関連サイトを運営しています：www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com,
www.everytrail.com,
www.familyvacationcritic.com,
www.independenttraveler.com,
www.flipkey.com,
www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.kuxun.cn, www.jetsetter.com,
www.niumba.com, www.onetime.com,
www.oyster.com,
www.seatguru.com,
www.smartertravel.com,
www.tingo.com, www.travelpod.com, www.virtualtourist.com
* 出典： comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide （2013 年 12 月）
**出典： Google Analytics, worldwide data （2013 年 7 月）
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