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トリップアドバイザー「日本人がまだ知らないかもしれないハワイ 2014」発表
～ 日本人にとって意外なスポットがランクイン? 外国人の口コミから新たなハワイの魅力を発見 ～
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、トリップアドバイザー上に投稿された過去 1
年間の口コミ評価をもとに、「日本人がまだ知らないかもしれないハワイ 2014」を発表しました。当ランキング
は過去 1 年間にトリップアドバイザー上のハワイの観光スポットに投稿された日本語以外の口コミを対象に、
独自のアルゴリズムで集計しています。
外国人の口コミで選んだハワイの人気スポットは日本人のイメージと異なり、1 位にはオアフ島の「アリゾナ・メ
モリアル」が、2 位にはカウアイ島の「ナ・パリ・コースト」が、3 位には同じくカウアイ島の「ワイメア渓谷」がラン
クイン。一般的に「海とビーチ」の印象が日本人には強いハワイですが、日本人以外の口コミを見ると「渓谷・
トレイル」など山の印象も強いようで、新たなハワイの魅力を発見できるランキングになりました。また、個人
旅行で行く外国人観光客はハワイ現地で申し込めるツアーに参加することも多いようで、サーフィン体験から
ハワイのグルメを味わうフードツアーまで、様々なアクティビティに関する口コミも多く寄せられていました。
■集計方法： 「行ってよかった！日本人がまだ知らないかもしれないハワイ2014」は、2013年8月～2014年
7月の1年間に投稿された日本語以外の口コミを、星評価（5段階）の平均、口コミの投稿数などをもとに、独自
のアルゴリズムを集計したものです。
■当ランキングは、以下のサイトからもご覧いただけます。
http://www.tripadvisor.jp/pages/Attractions_2014.html
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順位
観光地名
所在地
1位
アリゾナ・メモリアル
オアフ島 ホノルル
2位
ナ・パリ・コースト
カウアイ島
3位
ワイメア渓谷
カウアイ島
4位
戦艦ミズーリ記念館
オアフ島ホノルル
5位
カアナパリビーチ
マウイ島
6位
ダイヤモンドヘッド
オアフ島 ホノルル
7位
ハレアカラ クレーター
マウイ島
8位
ハワイ火山国立公園
ハワイ島
9位
カララウ・トレイル
カウアイ島
10 位
ココヘッド クレーター トレイル
オアフ島 ホノルル
11 位
キラウエア イキ トレイル
ハワイ島
12 位
ワイアナパナパ州立公園
マウイ島
13 位
ハレアカラ国立公園
マウイ島
14 位
ナピリ・ビーチ
マウイ島
15 位
ハナウマ湾自然保護区
オアフ島 ホノルル
16 位
ハナレイ・ビーチ
カウアイ島
17 位
国立太平洋記念墓地
オアフ島 ホノルル
18 位
カイルア ビーチ パーク
オアフ島
19 位
ハプナビーチ
ハワイ島
20 位
マカプウ ライトハウス トレイル
オアフ島 ホノルル

 1 位に「アリゾナ・メモリアル」、4 位に「戦艦ミズーリ記念館」がランクイン
歴史を学び平和を願う、ハワイに行ったら是非訪れたい場所

1 位と 4 位にはそれぞれ「アリゾナ・メモリアル」と「戦艦ミズーリ記念館」がランクインしました。アリゾナ・メモリ
アルは、真珠湾攻撃で沈没した戦艦アリゾナの真上に建設された白亜の慰霊碑、戦艦ミズーリは太平洋戦
争での日本の降伏文書調印式が行われた場所で、両方とも日本との縁が非常に深い場所です。
「アリゾナ・メモリアル」と「戦艦ミズーリ記念館」にはそれぞれ、英語のみならず、イタリア語、オランダ語、スウ
ェーデン語、ロシア語、韓国語、中国語、タイ語など多言語の口コミが寄せられており、歴史を学び、改めて平
和を願うために世界中の旅行者が訪れたい場所であることが分かりました。
「アリゾナ・メモリアル」に対して、カナダ在住の女性からは以下のようなコメントが寄せられていました。
“I just don't think your trip to Honolulu or Oahu would be complete without going to Pearl Harbour. It is
full of interesting facts and a real time to reflect.（パールハーバーを訪れなければホノルル、オアフの旅は
不完全です。非常に興味深い事実を沢山見ることができるし、じっくり考えさせられます。）”
他国に比べ日本人観光客の数は少ないようですが、以下のような
日本語の口コミも寄せられています。
「ハワイをいわゆるリゾートとして存分に楽しむ事を目的として訪れ
る人、あまり時間的余裕が無い場合はおすすめできないかもしれま
せんが、本当の意味でハワイが好きな人には一度は行ってほしい
場所です。日本人の移民の歴史も負けないくらいつらい部分があり
ますが、いろんな歴史を乗り越えて今、ハワイはここにあり、みんな
を癒してくれる最高の場所になっているという事を自分の中で整理し
て帰国することができました。」

厳粛な気持ちで訪れたいアリゾナ・メモリアル

 2 位には「ナ・パリ・コースト」が、3 位には「ワイメア渓谷」が、ランクイン
カウアイ島の壮大な自然が旅行者を魅了

カウアイ島の海岸線にそびえ立つ断崖絶壁「ナ・パリ・コースト」。
以下のように景色に感動する口コミが数多く寄せられています。
“The Na Pali coast is an absolute must!! It is magnificent, like
nothing we have seen before!! （ナ・パリ・コーストは外せません！
壮大です。こんな景色、見たことありません。）”
クルーズで海から見るのも、空からヘリコプターで見るのもどちらも
素晴らしく、自然の雄大さと美しさに感動すること間違いありませ
ん。

自然の雄大さに感動するナ・パリ・コースト

ワイメア渓谷には、“The Grand Canyon of Kauai （カウアイ島のグランドキャニオン）” という口コミが多数
寄せられています。車で上っていく途中にある展望台からの眺めを楽しめますが、レンタカーであれば最後に
は切り立った崖の上まで行ってそこから絶景を見ることができるようです。あまりに壮大で、空いた口が塞が
らなくなる・・なんていう口コミも！

なお、個人旅行で行く外国人観光客はハワイ現地で申し込めるツアーに参加することが多いようで、様々なア
クティビティに関する口コミも多く寄せられていました。英語がちょっと苦手でも参加できそうなホノルルで人気
のアクティビティをご紹介します。

■オアフ島で外国人に人気のアクティビティ 5 選
ゴーン サーフィン ハワイ
サーフィンに初チャレンジしてみたい人におすすめ！
“I was a bit nervous to go surfing as I am not really a "sporty"
kind of gal... but I am so glad I did... it really is true that you
really only need to know how to swim to be able to try surfing.
（私はいわゆるスポーツが得意な女の子ではないのでサーフィンを
するのは不安だったのですが…トライして良かったです… サーフ
ィンに挑戦するのには泳げれば大丈夫って本当でした。）”
-- カナダ在住の方の口コミ
サーフィンに初チャレンジしてみたい人におすすめ！サーフレッス
ンとパドルボードレッスンがそれぞれプライベートとセミプライベート
であるようで、お子さんと一緒でも楽しめそうです。

ハワイで初サーフィンに挑戦してみては？

オアフダイビング
ハワイでダイビングして、亀やマンタと触れ合える！
“Scuba with Erik and Dom was a blast! They took us down to
the reefs and showed us some turtles, octopus, and sharks! I
highly recommend booking a scuba dive with these guys, you
won't regret it.
（エリックとドムとのスキューバは最高でした！連れていってもらっ
たリーフで、亀、タコ、鮫を見ることができました！彼らとのスキュ
ーバダイビング、是非申し込んでください。後悔はしません。）”
-- アメリカ・カリフォルニア在住の方の口コミ
サイトには昨年後半から日本語の口コミも寄せられており、どうや
らインストラクターのエリックさんは日本語が話せるらしく、英語が
喋れなくて参加してもダイビングを満喫できる様子が伺えます。

亀やマンタとの触れ合い

ブルー ハワイアン ヘリコプター
上空からハワイを眺める、忘れられない一生ものの体験
“This was my gift to myself for my 50th birthday. It was the
greatest thing I ever did. I’ve been home almost a month and
I’m still talking about the experience.
（50 歳になる自分への誕生日プレゼントとして乗りました。これま
での中で一番経験になりました。旅から帰ってきて 1 か月ぐらい経
ちますが、またこの経験について話しています。）”
-- アメリカ・ニュージャージー在住の方の口コミ
ハワイの美しさを上空から眺めることができます。筆舌に尽くしが
たいこちらの体験は、投稿者の写真で感じることができます。

ヘリコプターで一生ものの体験！

ビーチサンセット ヨガ ハワイ
ハワイの自然に抱かれ、沈む夕日を見ながらのヨガ
Tropical weather, cool breezes, beautiful sunset over the
ocean. （トロピカルな気候、涼しい風、海に沈む美しい太陽）”
-- アメリカ・カリフォルニア在住の方の口コミ
ハワイの自然に抱かれ、沈む夕日を見ながらリラックスしてヨガが
楽しめる様子が綴られています。クラスは英語だけれどヨガをやっ
たことがあればクラスには問題なく付いていけそうです。
沈む太陽を眺めながらのヨガ

ハワイ フード ツアー
ハワイのグルメを目いっぱい楽しむツアー
“we ate a lot and heard many interesting stories on the food
and culture.（私たちは沢山食べて食と文化についての興味深い
話を聞くことができました）”
-- イスラエル在住の方の口コミ
2014 年 9 月現在、日本語の口コミは 1 件しか寄せられていないの
ですが、「マサラだ、KC マーケットの焼きアワビ、トマトフライ、マカ
ダミアコーヒー、ガーリックシュリンプ、フリフリチキンなどが食べら
れるようです。日系の方の日本語による案内もあるかもしれないの
で問い合わせてみては。

ハワイのグルメを食べつくす

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*の旅行サイト。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。世界最大の旅行者のコミュニティとして、
世界 44 カ国でサイトを展開し、世界 400 万軒を超えるホテル、レストラン、観光スポットに対して 1 億 7000 万件以
上の口コミ情報を掲載しています（中国は daodao.com として運営）。月間ユニークユーザー数は約 2 億 8000 万
人**。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 24 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.flipkey.com,
www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.independenttraveler.com,
www.jetsetter.com, www.lafourchette.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com,
www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.travelpod.com, www.tripbod.com,
www.vacationhomerentals.com, www.viator.com, www.virtualtourist.com, www.kuxun.cn
*出典:
comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide 2014 年第 1 四半期
**出典: Google Analytics,worldwide data 2014 年第 2 四半期 （daodao.com へのトラフィック除く）

お問合せ先
＜報道機関の方のお問い合わせ先＞
トリップアドバイザー広報事務局 （オズマピーアール内） 担当 磯崎、松林、長田
Tel: 03-4531-0214 または 080-9368-5457 / E-mail: tripadvisor@ozma.co.jp
＜報道機関およびその他のお問い合わせ先＞
トリップアドバイザー株式会社 広報担当 東（ヒガシ）
Tel: 03-6416-5275 または 090-7251-6384 / E-mail: mhigashi@tripadvisor.com

