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2016 年 2 月 17 日

トリップアドバイザー 「行ってよかった！日帰り温泉＆スパランキング 2016」を発表
～ 「ヘルシーランド たまて箱温泉」（鹿児島県）が 3 年連続で首位獲得！～
口コミ情報をもとにした評価ならではの個性豊かな温泉施設が全国各地からランクイン
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、日本語サイト:http://www.tripadvisor.jp/）は、トリップアドバイザー上に投稿された旅行者からの口コミ評価を
もとに、「行ってよかった！日帰り温泉＆スパランキング 2016」を発表しました。1 位は 3 年連続で開聞岳を望む絶
景風呂が有名な「ヘルシーランド たまて箱温泉」（鹿児島県、指宿市）が獲得。2 位には壮大な山と自然に囲まれ
た山奥の「くらま温泉」（京都府、京都市）が初ランクイン、3 位には太平洋を一望できる「赤沢日帰り温泉館」（静岡
県、伊東市）が選ばれました。ファミリーで楽しめるリゾートスパ風の温泉施設から、温泉好きにはたまらない大自
然の中にある秘湯まで、口コミ情報をもとにした評価ならではの個性豊かな温泉施設がランクインしました。
【行ってよかった！日帰り温泉＆スパランキング 2016 上位 20 位】 （※括弧内は前年度順位）
順位
温泉名
所在地
1 位 (1)
ヘルシーランド たまて箱温泉
鹿児島県 指宿市
2 位 (-)
くらま温泉
京都府 京都市
3 位 (-)
赤沢日帰り温泉館
静岡県 伊東市
4 位 (-)
蔵王温泉大露天風呂
山形県 山形市
5 位 (12)
滝の湯
宮城県 大崎市
6 位 (-)
天山湯治郷
神奈川県 箱根町
7 位 (-)
仏生山温泉
香川県 高松市
8 位 (-)
御所の湯
兵庫県 豊岡市
9 位 (-)
鶴の湯温泉
秋田県 仙北市
10 位 (3)
やわらぎの里 豊平峡温泉
北海道 札幌市
11 位 (-)
谷地頭温泉
北海道 函館市
12 位 (10) 江の島アイランドスパ
神奈川県 藤沢市
13 位 (18) 熊の湯
北海道 羅臼町
14 位 (-)
湯あみの島
三重県 桑名市
15 位 (2)
ラムネ温泉館
大分県 竹田市
16 位 (8)
鹿の湯
栃木県 那須郡
17 位 (20) 砂楽
鹿児島県 指宿市
18 位 (-)
展望風呂 風の湯
愛知県 常滑市
19 位 (4)
草津温泉 大滝乃湯
群馬県 草津町
20 位 (14) 山川砂むし温泉
鹿児島県 指宿市

■1位 ヘルシーランド たまて箱温泉 （鹿児島県指宿市） - 温泉につかりながら開聞岳の絶景を堪能

日帰り温泉＆スパランキングの第1位に輝いたのは、今年で3
年連続1位に選ばれた「ヘルシーランド たまて箱温泉」でした。
「時々口コミが過大評価の場合もありますが、ココは間違いな
く素晴らしい露天風呂です！開聞岳の間に夕日が落ちる様は
うっとりするくらいキレイです。」「開聞岳がとても綺麗にみえま
す」「自然と一体になれるような場所です。」とあるように、この
施設の和風露天風呂から見える開聞岳が非常に美しいと多く
の口コミを集めています。「指宿観光した際に、ここは外せな
いと思い日帰り入浴で訪れました。」ともあるように、指宿観光
の名所の一つとしても知られるようになっているようです。

■2位 くらま温泉館 （京都府京都市） - ハイキングの後の疲れを癒す、絶景が話題の京都の秘湯

日帰り温泉＆スパランキングに初めてランクインした「くらま
温泉」は、「京都一の立ち寄り湯」として人気がある日帰り温
泉施設です。「鞍馬寺へハイキング、そして『くらま温泉』で汗
を流す。鞍馬の山々を悠々と眺めながら気持ち良い風が吹
いてきます。」「パワースポット」「露天風呂に浸かって見る北
山杉の山々の眺めは、しばし時間の経つのを忘れるほどの
光景です。」と口コミを集めています。“京都で温泉”とは、京
都旅行のアクティビティとしてあまり聞き慣れないものですが、
京都市街から車で1時間あまりと比較的近く、素晴らしい露
天風呂があると人気を集めています。

■3位 赤沢日帰り温泉館 – 露天風呂からの太平洋の大海原が楽しめる、リゾートスパ風の温泉施設

「赤沢日帰り温泉」は、「露天風呂はそのまま海につながっ
ているように見えて、遮るものがありません。」「海にむかっ
た露天風呂が最高によいです。」とあるようにその露天風呂
からの大海原が絶景であると絶賛されています。「秘境の温
泉感はなく、リゾートスパといった感じですが、便利なところ
にあるので過不足ないです。」と幅広い年代に楽しめる施設
であるため、お年寄りや小さいお子さんのいる家族にも行き
やすい施設のようです。DHC経営の温泉施設のため、DHC
のアメニティーが豊富に用意されていて、女性にも人気が高
い施設です。

■4位 蔵王温泉大露天風呂（山形県山形市） - 美しい自然の中にたたずむ、硫黄温泉

「蔵王温泉大露天風呂」は、硫黄泉として人気のある温泉施
設です。自然の中に位置する温泉で、利用者からは「硫黄
の臭いが強く、The露天風呂でした。紅葉を眺めつつ、ゆっく
りと温まることができました。」「硫黄の臭いが立ち込めてい
ます。PHはなんと1.9と超酸性です。自然の中で、最高で
す。」と絶賛されています。「これぞ温泉！」「蔵王へ行ったら
ぜひ行ったほうが良い温泉」との口コミも多く、評価の高い
温泉施設です。

■5 位 滝の湯（宮崎県大崎市） - ヒバの香りと硫黄泉に癒される、昔ながらの情緒を残した共同浴場

「滝の湯」は、昔からの湯治場としての風情を残した、総ヒバ
造りの源泉かけ流し温泉施設として注目を集めています。鳴
子温泉で湧き出る源泉9種類のうち、4種類を楽しむことがで
きるということで、「贅沢な源泉」と口コミが寄せられています。
地元の人々が管理している施設ということもあり、「その良質
の温泉をまさに源泉掛け流しで入浴料150円。温泉の原点
のような姿です。」と気軽に行ける、温泉施設の素朴さも人
気の一つと言えます。「温泉郷の中を数ヶ所湯巡りした中で
一番のおすすめです。」と絶賛する口コミが多く寄せらせて
います。

■「行ってよかった！日帰り温泉＆スパランキング 2016」は下記のURLからご覧いただけます。
http://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/publicbath_2016/
【評価方法】「行ってよかった！日帰り温泉＆スパランキング2016」は、2015年1月～12月の1年間に投稿された
日本の日帰り温泉施設への全言語の口コミを、評価点、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。温泉旅館で日帰りも可能な施設などは除き、日帰り温泉施設がメインとなっている施設が対象とな
っています。

トリップアドバイザーとは:
トリップアドバイザーは、旅行者が最高の旅行を計画し、予約できる世界最大*の旅行サイト。何百万もの旅行者のア
ドバイスと、幅広い旅行の選択肢および数百を超える予約サイトから最安値を検索できる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 47 カ国でサイトを展開し、
世界 530 万軒を超えるホテル、レストラン、観光スポットに対して 2 億 9,000 万件以上の口コミ情報を掲載しています。
月間ユニークユーザー数は約 3 億 5,000 万人**。TripAdvisor, Inc. （本社: 米国マサチューセッツ州ニュートン、
NASDAQ:TRIP）は、トリップアドバイザーブランドサイトのほか、以下の 23 の旅行関連サイトを運営しています:
http://www.airfarewatchdog.com

http://www.bookingbuddy.com

http://www.cruisecritic.com

http://www.everytrail.com http://www.familyvacationcritic.com http://www.flipkey.com http://www.thefork.com
(http://www.lafourchette.com
http://www.eltenedor.com
http://www.iens.nl
http://www.besttables.com
http://www.dimmi.com.au
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む
),http://www.gateguru.com
http://www.holidaylettings.co.uk
http://www.holidaywatchdog.com
http://www.niumba.com

http://www.independenttraveler.com

http://www.onetime.com

http://www.smartertravel.com

http://www.tingo.com

http://www.oyster.com
http://www.travelpod.com

http://www.jetsetter.com
http://www.seatguru.com
http://www.tripbod.com

http://www.vacationhomerentals.com http://www.viator.com http://www.virtualtourist.com
*出典: comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide 2015 年 7 月
**出典: TripAdvisor log files, average monthly unique users, Q3 2015
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