2016 年 12 月 9 日

プレスリリース

トリップアドバイザー「日本人に人気の海外観光スポット 2016」を発表
日本人に人気の高い旅行先はヨーロッパ
中近東の『シェイク・ザイード・グランドモスク』など全 7 ヶ所がランキング初登場！
旅の計画から予約までをサポートする世界最大の旅行サイト「TripAdvisor®」の日本法人で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:牧野友衛、www.tripadvisor.jp）は、「日本人に人気の海外観光スポット 2016」を
発表しました。今年のランキングは、『アンコールワット遺跡群』（カンボジア）が 2 年連続で 1 位に選ばれたほか、褐色縞
模様の砂の層と光のコントラストが神秘的で美しい写真が撮れると話題の『アンテロープキャニオン』（アメリカ）が昨年の
47 位から 2 位に順位を上げ、ランクインしました。また、外見があまりにも有名ですが、ステンドグラスや天井などの内観
がとても美しいと口コミを集めた『サグラダ・ファミリア教会』（スペイン）が、昨年の 2 位から順位を落としたものの 3 位と不
動の人気を誇っています。
今年のランキングは、地域別に見るとヨーロッパが 28 ヶ所と、ランキング 50 位の半数以上を占めており、日本人旅行者
にはヨーロッパが人気のある旅行先ということが分かりました。一方で、どこを見てよいのかわからないほど美しい神秘的
な白亜のモスクと口コミで絶賛されている『シェイク・ザイード・グランドモスク』（アラブ首長国連邦）や特に早朝に見える日
の出と海の景色が想像を超える眺めと話題のハワイのオアフ島にある『ラニカイ ピルボックス トレイル』（アメリカ）など 7
ヶ所がランキングに初登場しました。日本人にはあまり馴染みのない国の観光スポットや定番の国ながらあまり知られて
いない観光スポットなど、口コミならではの視点から見える海外の人気観光スポットランキングになっています。
【日本人に人気の海外観光スポット 2016 トップ 50 】 （※（）内は昨年順位。「初」は今年初登場。）
順位
観光スポット名
国名
順位
観光スポット名
1 (1)
アンコールワット遺跡群
カンボジア
26 (39) ホースシューベンド
2 (47)
アンテロープキャニオン
アメリカ
27 (15) ケルン大聖堂 (ドーム)
3 (2)
サグラダ・ファミリア教会
スペイン
28 (32) ナショナル・ギャラリー
4 (6)
グランドキャニオン
アメリカ
29 (-)
カタルーニャ音楽堂
5「初」
シェイク・ザイード・グランドモスク
アラブ首長国連邦 30 (46) ウフィツィ美術館
6 (21)
アルハンブラ宮殿
スペイン
31 (14) カイルア ビーチ パーク
7 (49)
ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー
アメリカ
32 「初」 ラニカイ ピルボックス トレイル
8 (20)
マッターホルン
スイス
33 「初」 キューケンホフ公園
9 (3)
マチュ ピチュ
ペルー
34 (13) ナイアガラの滝 (カナダ側)
10 (16) 美術史美術館
オーストリア
35 (17) サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂 (ドゥオーモ)
11 「初」 カリフォルニア科学センター
アメリカ
36 (8)
マウナ ケア山
12 (42) 秦始皇兵馬俑博物館
中国
37 「初」 バガンの寺院
13 (31) モン・サン・ミッシェル
フランス
38 (45) 大英博物館
14 (25) オランジュリー美術館
フランス
39 (4)
プリトヴィチェ湖群
15 (27) ラニカイビーチ
アメリカ (ハワイ) 40 (36) ルーブル美術館
16 (-)
古都シギリヤ
スリランカ
41 (38) タリン旧市街
17(28) イパオ ビーチ
アメリカ (グアム) 42 「初」 ビクトリア＆アルバート博物館
18 (24) メトロポリタン美術館
アメリカ
43 (-)
エルミタージュ美術館と冬宮殿
19 (-)
バチカン美術館（システィーナ礼拝堂）
バチカン市国
44 「初」 アウシュビッツ・ビルケナウ博物館
20 (12) オルセー美術館
フランス
45 (-)
コルドバのメスキータ
21 (23) シュエダゴン・パゴダ
ミャンマー
46 (-)
ディズニーランド・パーク
22 (44) 大聖堂 (ドゥオーモ)
イタリア
47 (33) ガルニエ宮 - パリ国立オペラ
23 (10) サン・ピエトロ大聖堂
バチカン市国
48 (-)
アムステルダム国立美術館
24 (-)
ウルル (エアーズロック)
オーストラリア 49 (-)
サント・シャペル
25 (-)
壁画 最後の晩餐
イタリア
50 (-)
プラハ旧市街

国名
アメリカ
ドイツ
イギリス
スペイン
イタリア
アメリカ (ハワイ)
アメリカ (ハワイ)
オランダ
カナダ
イタリア
アメリカ (ハワイ)
ミャンマー
イギリス
クロアチア
フランス
エストニア
イギリス
ロシア
ポーランド
スペイン
アメリカ
フランス
オランダ
フランス
チェコ共和国

■1 位 『アンコールワット遺跡群』（カンボジア） － 朝日が昇る中、徐々に見せる寺院の姿が美しい世界遺産
日本人に人気の海外観光スポットは、去年に引き続き『アンコールワット
遺跡群』が第 1 位にランクインしました。「想像以上に大きく、素晴らしか
ったです」「歴史の深さを実感」「世界遺産の中でも群を抜いて良かったア
ンコールワット」とその存在感と偉大さを伝える口コミが多々寄せられて
います。また、その見どころの多い『アンコールワット遺跡群』を十分に満
喫できるよう「持っていくと便利なもの。」や歴史を十分理解しながら見学
できるよう「初めていかれる方は事前に勉強するか現地ツアーに一日参
加されることをお勧めします。」と口コミサイトならではの旅行者からのア
ドバイスが多く書かれており、旅を計画している人には参考になります。

■2 位 『アンテロープキャニオン』（アメリカ） － 褐色縞模様の砂の層と光のコントラストが神秘的な砂漠の渓谷
昨年の 47 位から 2 位に人気が急上昇した『アンテロープキャニオン』は、砂岩が
雨と風による浸食によって形成された渓谷で、「幻の光が差し込むアンテロープ
キャニオン。本当不思議な場所でした。あの光が差し込む感じは今でも忘れませ
ん。グランドキャニオンに行くツアーのセットで寄れますので、ここは必ず来た方
が良いです。」と褐色の縞模様の砂の層と上から照らされる日の光とのコントラス
トや色彩の美しさを伝えた口コミが多々寄せられています。『アンテロープキャニ
オン』の入り口までは、砂漠の中を車で移動するため、「砂埃が激しいのでサング
ラスとマスクがあると便利です。」と旅行者に役立つ豆情報も多く投稿されていま
す。

■5 位 『シェイク・ザイード・グランドモスク』（アラブ首長国連邦） － 目に入る景色が全て美しい白亜のモスク
今年日本人に人気の海外観光スポットランキングに初登場した『シェイク・
ザイード・グランドモスク』は、「どこを見ていいかわからないくらい美しい」と
言われているほど、その荘厳で壮大なモスクを絶賛した口コミが書かれて
います。特に「できれば夕方～夜に行くことをおすすめします。夕陽をバック
に、そしてライトアップされたモスクは本当に綺麗です。」とドームがブルー
にライトアップされたモスクの姿は、まさに息を呑むほど美しいと伝える口コ
ミが多々寄せられています。アブダビ国際空港から車で約 20 分ほどのとこ
ろに位置するため、トランジットの合間に訪れる観光客も多いようです。

■「日本人に人気の海外観光スポット 2016」は下記の URL からご覧いただけます。
http://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/overseaattractions_2016/

【評価方法】
2015 年 10 月～2016 年 9 月の 1 年間に、海外の観光スポットに投稿された日本語の口コミ評価（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で集計したものです。
トリップアドバイザーとは:

世界最大の旅行サイト* トリップアドバイザーは、旅行者が最高の旅行を計画・実行できるよう、旅の可能性を広
げます。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宿泊施設の
最安値を検索で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。月間ユニークユーザー
数は約 3 億 9,000 万人**。世界最大の旅行者のコミュニティとして、世界 49 の国と地域でサイトを展開し、世界
680 万軒を超えるホテル、レストラン、観光スポットに対して 4 億 3,500 万件以上の口コミ情報を掲載しています。
トリップアドバイザー： しっかり調べて、ばっちり予約。充実の旅へ

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 24 の旅行関連サイトを子会社を通じて運営しています:
www.airfarewatchdog.com,
www.bookingbuddy.com,
www.citymaps.com,
www.cruisecritic.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com ( 含 む 、 www.lafourchette.com,
www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.dimmi.com.au), www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk,
www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com, www.independenttraveler.com, 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.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com,
and www.virtualtourist.com.
*出典: comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide, 2016 年 7 月
**出典: TripAdvisor log files, Q3 2016
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