2016 年 3 月 15 日

プレスリリース

トリップアドバイザー「行ってよかった！日本の展望スポット 2016」を発表
～『清水寺』が 5 年連続 1 位を獲得！7 つの展望施設がランキングに初登場～
旅の予約から計画までをサポートする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！日本の展望スポット 2016」を発表しました。本年で 5 回目となる
展望スポットのランキングですが、今年も京都の『清水寺』（京都府京都市）が 1 位を獲得し、不動の人気を誇ることを証
明しました。2 位には、昨年 3 位だった東京の景色が無料で楽しめる『東京都庁舎』（東京都新宿区）が、3 位には来島
海峡大橋とその付近の島々が一望できる『亀山展望公園』（愛媛県今治市）が今年初めてランクインしました。
今年は 3 位に選ばれた『亀山展望公園』をはじめ、7 つの展望スポットがベスト 20 位に初登場。素敵な夜景が楽しめる
のはもちろん、展望台の施設自体が綺麗に整備されており雰囲気が良いと評価された長崎県の『稲佐山展望台』や、清
水寺とは一味違った日本の詫び寂びを感じられると称賛された山形県の『立石寺』など、全国各地から様々なタイプの
展望スポットがランクインしました。ランクインした施設は全国的に有名な施設から地元の隠れた名スポットまで多岐に
わたりますが、季節毎に楽しめる、タダで上れる、展望台自体がおしゃれなど、特徴がある施設が多く口コミされている
ようです。新しい絶景スポットを発見したい人や有名な展望スポットの旬な情報が知りたい人は、このランキングをもとに
行き先を決めたなら、トリップアドバイザーで旅の計画・予約をすることができます。
■ 行ってよかった日本の展望スポット 2016
順位

（※カッコ内は昨年度順位）

展望スポット名

所在地

1 (1)

清水寺

京都府 京都市

2 (3)

東京都庁舎

東京都 新宿区

3 (-)

亀老山展望公園

愛媛県 今治市

4 (2)

東京シティビュー （六本木ヒルズ展望台）

東京都 港区

5 (4)

大倉山ジャンプ競技場

北海道 札幌市

6 (6)

横浜ランドマークタワー 展望フロア スカイガーデン

神奈川県 横浜市

7 (-)

玉取崎展望台

沖縄県 石垣島

8 (5)

羽田空港 第二ターミナル 展望デッキ

東京都 大田区

9 (11)

世界貿易センタービル展望台 シーサイド・トップ

東京都 港区

10 (9)

東京タワー

東京都 港区

11 (8)

東京スカイツリー

東京都 墨田区

12 (-)

稲佐山展望台

長崎県 長崎市

13(-)

立石寺

山形県 山形市

14 (-)

門司港レトロ展望室

福岡県 北九州市

15 (-)

鏡山展望台

佐賀県 唐津市

16(7)

東平安名崎灯台

沖縄県 宮古島

17 (-)

成田空港 第 1 ターミナル 5F 展望デッキ

千葉県 成田市

18 (14)

空中庭園展望台

大阪府 大阪市

19 (16)

神戸市役所 展望ロビー

兵庫県 神戸市

白馬ジャンプ競技場

長野県 白馬村

20 (-)
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■1 位 清水寺 （京都府 京都市）
期間限定の夜間参拝で昼とは違った幻想的な景色を堪能できる場所
トリップアドバイザー展望台ランキング始まって以来、1 位を獲得し続
けている『清水寺』。「雨でも風情あり」と言われるように、天気が悪い
日でも京都随一のスポットとして不動の人気を誇っています。特に春、
夏、秋の年 3 回行われる期間限定の夜間特別参観は「夜の舞台から
の眺め、市内の夜景、音羽の滝、奥の階段など素晴らしい景色を堪能
出来ました。」「雄大で壮観な風景は圧巻」と昼と違う表情を見せる清
水寺が美しいと絶賛の口コミが寄せられています。

■2 位 東京都庁舎 （東京都 新宿区）
無料で東京の景色を楽しめる、観光客からも地元の人からも人気のある展望スポット
地上 45 階 202 メートルの高さにある『東京都庁舎』は、「東京タワー
や六本木ヒルズ、東京スカイツリーにお台場まで東京中を見渡すこと
ができる。天気が良ければ富士山も。タダでこれだけ楽しめれば満
足。」と、タダで東京が一望できることを絶賛する口コミが多く投稿され
ています。東京を訪れる外国人観光客に人気のスポットとして有名な
東京都庁舎ですが、「都内が一望できて、都内に住んでる人でも楽し
めます。」と、都庁近辺で用事をすませた後にふらっと立ち寄りたい地
元の人からも人気を集めているスポットです。

■3 位 亀老山展望公園 （愛媛県 今治市）
来島海峡大橋の光と夕日のコントラストが美しい、地元の名展望スポット
展望スポットランキングに初めてランクインした『亀老山展望公園』は、
「しまなみ海道の本命スポット」と言われる、知る人ぞ知る人気スポット
です。来島海峡大橋とその付近の島々を一望できる絶景を堪能でき
るこの展望台は、「こちらの展望台は景観に配慮して、下から見上げ
ても建造物が見えないように設計されており、外部から目立たない」と
周りの景観に配慮し設計された施設自体にも特長があります。景色の
良さはもちろんのこと「展望台自体の建築がとてもおしゃれでかっこい
い」など、行ってみる価値があると口コミを集めている展望台です。

■4 位 東京シティビュー（六本木ヒルズ展望台） （東京都 港区）
夕方から夜にかけての東京の夜景が美しい、ロマンチックな展望台
東京の象徴である東京タワーがよく見えるということで、「The Tokyo」
と称される景色を一望できると人気のあるスポットです。屋上にあるス
カイデッキは特に人気が高く、「東京タワー、東京駅方面、渋谷・神宮
方面、新宿方面を綺麗に見ることができるパノラマ展望台は、東京屈
指といえる。」と絶賛の口コミが集まっています。お酒を飲めるスペー
スもあるため、「大人な夜には打ってつけの夜景スポット」とカップルに
おすすめのスポットです。
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■5 位 大倉山ジャンプ競技場 (北海道 札幌市)
ダイナミックな札幌市内の景色を一望できる、迫力満載の展望スポット
『大倉山ジャンプ競技場』は、「ジャンプスタート地点の展望台から一
望できる札幌市内の壮大な景色と下を見下ろした時の迫力で興奮し
てしまう」と、人気を集めているスポットです。展望台にのぼるリフトや
隣接しているウインタースポーツミュージアムでのスキージャンプのバ
ーチャル体験など、景色を眺めるほかにもアトラクションがあるのも魅
力の一つと言えます。「必ず行くべき」という口コミも多く、札幌の名物
観光地の一つとなっています。

■「行ってよかった！日本の展望スポット 2016」は、以下の URL からご覧いただけます。

http://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/lookout_2016/
【評価方法】
トリップアドバイザーに 2015 年 1 月から 12 月の 1 年間に投稿された展望スポットに対する口コミを、評価点（5 段階）
や投稿数等をもとに、独自のアルゴリズムで集計したものです。「展望スポット」はこの場合、地上より高い建物に設計さ
れた展望を楽しめる施設と定義し、山頂や岬の先端などにある展望ポイントは除外しています。
トリップアドバイザーについて
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 48 の国と地域でサイトを展開し、世界 620 万
軒を超えるホテル、レストラン、観光スポットに対して 3 億 2,000 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.eltenedor.com
む

http://www.flipkey.com

http://www.iens.nl

),http://www.gateguru.com

http://www.independenttraveler.com

http://www.thefork.com

http://www.besttables.com

http://www.holidaylettings.co.uk
http://www.jetsetter.com

http://www.oyster.com

http://www.seatguru.com

http://www.travelpod.com

http://www.tripbod.com

(http://www.lafourchette.com

http://www.dimmi.com.au

を

含

http://www.holidaywatchdog.com

http://www.niumba.com

http://www.onetime.com

http://www.smartertravel.com

http://www.tingo.com

http://www.vacationhomerentals.com

http://www.viator.com

http://www.virtualtourist.com
*出典: comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide 2015 年 11 月
**出典: TripAdvisor log files, average monthly unique users, Q3 2015

お問合せ先
トリップアドバイザー株式会社 広報担当
東（ヒガシ）Tel: 03-4510-3131 ／ 秋山 Tel：03-4510-3147
E-mail: jp-pr@tripadvisor.com
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