2016 年 3 月 31 日

プレスリリース

2015 年にトリップアドバイザーの日本の観光地に寄せられた口コミを分析
日本人に人気がある観光地と外国人に人気がある観光地、比べてみるとかなり違う？
旅の計画から予約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：https://www.tripadvisor.jp）は、2015 年にトリップアドバ
イザーの日本の観光地に寄せられた口コミの実態を発表しました。2015 年 1 月から 12 月にかけてトリップアドバ
イザー上の日本の観光地に投稿された全言語の口コミは、前年に比べて約 1.8 倍となり、2015 年は国内旅行・イ
ンバウンドともに盛んであった様子が伺えました。
今回トリップアドバイザーでは、日本語・外国語の口コミがそれぞれどの都道府県の観光地に寄せられたかを集計。
2015 年に日本の観光地に寄せられた口コミ総数に占める各都道府県の口コミ数の割合と共に、主な県の観光地
ランキング Top10 を日本語・外国語毎に集計しました。

■ 2015 年に各都道府県の観光地に対して、日本人旅行者から投稿された口コミの割合
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2015 年に日本の観光地に日本語で投稿された口コミ数をベースに集計



口コミが多く投稿された県トップ 5 は、東京都、北海道、沖縄県、神奈川県、大阪府。京都は 6 位

※ 1%未満は「その他」として集計しています。
※ 「富士山」のように、複数の県にまたがっている観光地への口コミは集計の際に除いています。
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■ 2015 年に各都道府県の観光地に対して、外国人旅行者から投稿された口コミの割合
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2015 年に日本の観光地に日本語以外の言語で投稿された口コミ数をベースに集計



東京都、京都府、大阪府の 3 県への口コミ数の合計が、全口コミ投稿数の 58%を占める

※ 1%未満は「その他」として集計しています。
※ 「富士山」のように、複数の県にまたがっている観光地への口コミは集計の際に除いています。

■ 比べてみると面白い！？

日本人に人気があったスポット vs. 外国人に人気があったスポット

日本人が高く評価するスポットと外国人が高く評価するスポットに違いはあるのか？ 今回、2015 年にトリップアド
バイザーの日本の観光スポットに寄せられた日本語の口コミと、外国語の口コミの評価点や投稿件数をもとに、人
気の観光スポットランキング Top10 をそれぞれ各県ごとに集計したところ、外国人旅行者の好みが見て取れる結
果となりました。今回発表する観光スポットランキング Top10 は、日本語の口コミが多く投稿された東京都、北海
道、沖縄県、神奈川県、大阪府、京都府、福岡県、愛知県、兵庫県、千葉県に加え、外国語の口コミ投稿数が多
かった広島県、長野県の計 12 都道府県について発表しています。
（※ 当ランキングは、2015 年にトリップアドバイザーの日本の観光スポットに投稿された日本語の口コミ、および
外国語の口コミを、評価点（5 点満点）の平均や投稿数などをもとに独自のアルゴリズムで都道府県別に集計した
ものです。トリップアドバイザー上で「観光情報」に登録されている旅行者が訪れるスポットを対象とし、教室やガイ
ドツアー、地下鉄のような移動手段等はランキングから除いています。）

2

■ 東京都： 2015 年人気の観光スポット Top10
日本語

外国語

1

JAL 工場見学 Sky Museum （大田区）

新宿御苑 （新宿区）

2

明治神宮 （渋谷区）

サムライ ミュージアム （新宿区）

3

千鳥ヶ淵

浅草 （台東区）

4

根津美術館 （港区）

アキバフクロウ （千代田区）

5

新宿御苑 （新宿区）

明治神宮 （渋谷区）

6

東京国立博物館 （台東区）

両国国技館 （墨田区）

7

江戸東京たてもの園 （小金井市）

東京都江戸東京博物館 （墨田区）

8

東京タワー （港区）

八芳園 （港区）

9

吉祥寺 （武蔵野市）

ホテルニューオータニ庭園 （千代田区）

10

羽田空港 第二ターミナル 展望デッキ （大田区）

お台場 （港区）

（千代田区）

■ 北海道： 2015 年人気の観光スポット Top10
日本語

外国語

1

神威岬 （積丹町）

ニセコアンヌプリ国際スキー場 （ニセコ町）

2

旭岳 （東川町）

ファーム富田 （中富良野町）

3

ニッカウヰスキー余市蒸溜所 （余市町）

洞爺湖 （壮瞥町）

4

函館山 （函館市）

滝野すずらん丘陵公園 （札幌市）

5

礼文島 （礼文町）

ニセコ ビレッジ スキー リゾート （ニセコ町）

6

旭山動物園 （旭川市）

旭山動物園 （旭川市）

7

上野ファーム （旭川市）

函館山 （函館市）

8

大倉山ジャンプ競技場 （札幌市）

ルスツリゾートスキー場 （留寿都村）

9

滝野すずらん丘陵公園 （札幌市）

藻岩山 （札幌市）

10

知床五湖 （斜里町）

ニセコマウンテンリゾートグラン ヒラフスキー場 （倶知安町）

■ 京都府： 2015 年人気の観光スポット Top10
日本語

外国語

1

三十三間堂 （京都市）

伏見稲荷大社 （京都市）

2

禅林寺 永観堂 （京都市）

サムライ剣舞シアター

3

青蓮院 （青蓮院門跡） （京都市）

鹿苑寺 （金閣寺） （京都市）

4

伏見稲荷大社 （京都市）

禅林寺 永観堂 （京都市）

5

東福寺 （京都市）

清水寺 （京都市）

6

仁和寺 （京都市）

三十三間堂 （京都市）

7

東寺 （京都市）

京都駅ビル （京都市）

8

鞍馬山 （京都市）

嵐山 （京都市）

9

大河内山荘庭園 （京都市）

建仁寺 （京都市）

10

桂離宮 （京都市）

嵐山モンキーパークいわたやま （京都市）

（京都市）
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■ 大阪府： 2015 年人気の観光スポット Top10
日本語

外国語

1

サントリー山崎蒸溜所 （島本町）

道頓堀 （大阪市）

2

ザ シンフォニーホール （大阪市）

難波

3

万博記念公園（太陽の塔） （吹田市）

海遊館 （大阪市）

4

なんばグランド花月 （大阪市）

心斎橋 （大阪市）

5

インスタントラーメン発明記念館 （池田市）

黒門市場 （大阪市）

6

造幣博物館 （大阪市）

新梅田シティ （大阪市）

7

住吉大社 （大阪市）

造幣博物館 （大阪市）

8

キッズプラザ大阪（大阪市）

大阪城公園（大阪城） （大阪市）

9

法善寺（大阪市）

インスタントラーメン博物館（池田市）

10

大阪市中央公会堂（大阪市）

ユニバーサル・スタジオジャパン（大阪市）

（大阪市）

■ 沖縄県： 2015 年人気の観光スポット Top10
日本語

外国語

1

ニシ浜ビーチ （竹富町）

沖縄美ら海水族館 （本部町）

2

沖縄美ら海水族館 （本部町）

与那覇前浜ビーチ （宮古島市）

3

与那覇前浜ビーチ （宮古島市）

座間味島 （座間味村）

4

八重干瀬 （宮古島市）

国営沖縄記念公園 （本部町）

5

座間味島 （座間味村）

真栄田岬/真栄田岬自然公園 （恩納村）

6

伊良部大橋 （宮古島市）

オキちゃん劇場（イルカショー） （本部町）

7

西表島 （竹富町）

イオンモール沖縄ライカム （北中城村）

8

コンドイビーチ （竹富町）

沖縄県平和祈念公園 （糸満市）

9

果報バンタ （うるま市）

残波岬／残波岬公園 （読谷村）

10

はての浜 （久米島町）

古宇利大橋 （今帰仁村）

■ 神奈川県： 2015 年人気の観光スポット Top10
日本語

外国語

1

YOKOSUKA 軍港めぐり - トライアングル （横須賀市）

箱根彫刻の森美術館 （箱根町）

2

ポーラ美術館 （箱根町）

長谷寺 （鎌倉市）

3

大さん橋 （横浜市）

江の島アイランドスパ （藤沢市）

4

報国寺 （竹寺） （鎌倉市）

三渓園 （横浜市）

5

長谷寺 （鎌倉市）

高徳院（鎌倉大仏） （鎌倉市）

6

横浜 みなとみらい 21 （横浜市）

7

キリンビール 横浜工場 （横浜市）

報国寺（竹寺） （鎌倉市）

8

円覚寺 （鎌倉市）

ポーラ美術館 （箱根町）

9

三渓園 （横浜市）

箱根湯寮 （箱根町）

10

明月院（あじさい寺） （鎌倉市）

建長寺 （鎌倉市）

横浜ランドマークタワー 展望フロア スカイガーデン
（横浜市）
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■ 広島県： 2015 年人気の観光スポット Top10
日本語

外国語

1

厳島神社 （廿日市市）

広島平和記念資料館 （広島市）

2

広島平和記念資料館 （広島市）

厳島神社 （廿日市市）

3

MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 広島 （広島市）

大本山 大聖院 （廿日市市）

4

海上自衛隊呉史料館 （呉市）

弥山 （廿日市市）

5

弥山 （廿日市市）

縮景園 （広島市）

6

瀬戸内しまなみ海道サイクリング （尾道市）

大久野島 （竹原市）

7

大久野島 （竹原市）

瀬戸内しまなみ海道サイクリング （尾道市）

8

大和ミュージアム（呉市海事歴史科学館） （呉市）

MAZDA Zoom-Zoom スタジアム 広島 （広島市）

9

平山郁夫美術館 （尾道市）

ひろしま美術館 （広島市）

10

仙酔島 （福山市）

マツダミュージアム （府中町）

■ 福岡県： 2015 年人気の観光スポット Top10
日本語

外国語

1

北九州市立いのちのたび博物館 （北九州市）

海の中道海浜公園 （福岡市）

2

北九州市河内藤園 （北九州市）

JR 博多シティ アミュプラザ博多 （福岡市）

3

宗像大社 （宗像市）

能古島 （福岡市）

4

宮地嶽神社 （福津市）

福岡 ヤフオク！ドーム （福岡市）

5

門司港レトロ展望室 （北九州市）

太宰府天満宮 （太宰府市）

6

旧伊藤伝右衛門邸 （飯塚市）

東長寺 （福岡大仏） （福岡市）

7

道の駅 むなかた （宗像市）

マリンワールド海の中道 （福岡市）

8

石橋美術館 （久留米市）

博多阪急 （福岡市）

9

大濠公園 （福岡市）

舞鶴公園 （福岡市）

10

筥崎宮 （福岡市）

大濠公園 （福岡市）

■ 愛知県： 2015 年人気の観光スポット Top10
日本語

外国語

1

トヨタ産業技術記念館 （名古屋市）

犬山城 （犬山市）

2

名古屋市科学館 （名古屋市）

トヨタ産業技術記念館 （名古屋市）

3

犬山城 （犬山市）

リニア・鉄道館 （名古屋市）

4

豊橋総合動植物公園（のんほいパーク）（豊橋市）

名古屋港水族館 （名古屋市）

5

東山動植物園 （名古屋市）

栄 （名古屋市）

6

熱田神宮 （名古屋市）

名古屋市科学館 （名古屋市）

7

博物館明治村 （犬山市）

名古屋城 （名古屋市）

8

名古屋港水族館 （名古屋市）

熱田神宮 （名古屋市）

9

リニア・鉄道館 （名古屋市）

名古屋テレビ塔 （名古屋市）

10

有楽苑 （犬山市）

大須商店街 （名古屋市）
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■ 兵庫県： 2015 年人気の観光スポット Top10
日本語

外国語

1

姫路城 （姫路市）

城崎温泉 （含む：御所の湯）（豊岡市）

2

書寫山圓教寺 （姫路市）

阪神甲子園球場 （西宮市）

3

竹中大工道具館 （神戸市）

好古園 （姫路市）

4

阪神甲子園球場 （西宮市）

姫路城 （姫路市）

5

キッザニア甲子園 （西宮市）

書寫山圓教寺 （姫路市）

6

城崎温泉 （豊岡市）

人と防災未来センター （神戸市）

7

荒湯 （湯村温泉） （新温泉町）

有馬温泉 （神戸市）

8

摩耶山 （神戸市）

神戸布引ハーブ園 / ロープウェイ （神戸市）

9

伊丹スカイパーク （伊丹市）

摩耶山 （神戸市）

10

明石海峡大橋

神戸市役所 展望ロビー （神戸市）

■ 千葉県： 2015 年人気の観光スポット Top10
日本語

外国語

1

東京ディズニーシー （浦安市）

成田山 新勝寺／成田山公園 （成田市）

2

東京ディズニーランド （浦安市）

東京ディズニーシー （浦安市）

3

ホキ美術館 （千葉市）

成田山表参道 （成田市）

4

清水公園 （野田市）

成田国際空港第 1 ターミナル 5 階 展望デッキ（成田市）

5

鴨川シーワールド （鴨川市）

鋸山日本寺展望台 （鋸南町）

6

さくらの山公園 （成田市）

東京ディズニーランド （浦安市）

7

香取神宮 （香取市）

幕張メッセ （千葉市）

8

ボン・ヴォヤージュ （浦安市）

イオンモール成田 （成田市）

9

国立歴史民俗博物館 （佐倉市）

成田国際空港第 2 ターミナル 4 階 見学デッキ（成田市）

10

沖ノ島 （館山市）

イクスピアリ （浦安市）

■ 長野県： 2015 年人気の観光スポット Top10
日本語

外国語

1

上高地

上高地

2

八方尾根（含：スキー場、八方池） （白馬村）

地獄谷野猿公苑 （山之内町）

3

千畳敷カール （駒ヶ根市）

中山道 （妻籠） （南木曽）

4

野沢温泉 （含む：スキー場）（野沢温泉村）

松本城 （松本市）

5

戸隠神社 奥社 （長野市）

野沢温泉 （含む：スキー場） （野沢温泉村）

6

善光寺 （長野市）

善光寺 （長野市）

7

安曇野ちひろ美術館 （松川村）

八方尾根（含：スキー場、八方池） （白馬村）

8

諏訪大社 （諏訪市）

軽井沢 プリンス ショッピングプラザ （軽井沢町）

9

乗鞍高原 （松本市）

雲場池 （軽井沢町）

10

松本城 （松本市）

石の教会 内村鑑三記念堂 （軽井沢町）
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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 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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