2017 年 2 月 15 日

プレスリリース

トリップアドバイザー「旅好きが選ぶ！日帰り温泉＆スパランキング 2017」を発表
～「ヘルシーランド たまて箱温泉」（鹿児島県）が 4 年連続で第 1 位！～
今年は 4 施設がランキングに初登場
旅の計画から予約までをサポートする世界最大の旅行サイト「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: 牧野友衛、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、「旅好きが選ぶ！日帰り温泉＆スパランキング 2017」を発表しました。
1 位は 4 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 位には昨年の 10 位から大きくランキングを上げた『やわらぎの里 豊平峡温泉』（北海道、札幌市）、3 位には
波打ち際に温泉があり、壮大な景色と湯治が楽しめると話題になった『崎の湯露天風呂』（和歌山県、白浜町）が
選ばれました。今年は、3 位の『崎の湯露天風呂』の他に 3 施設がランキングに初登場しました。地方別に見ると
関東地方、関西地方、九州地方それぞれ 4 件、次いで北海道が 3 件という結果になりました。外国人旅行客等の
旅行者の層の利用が広がったこともあり、自然の中にある秘境温泉だけではなく、スーパー銭湯など気軽に天然
温泉が楽しめる施設も多くランクインしています。
【旅好きが選ぶ！日帰り温泉＆スパランキング 2017 上位 20 位】
（※括弧内は前年度順位。「初」は今年初登場。）

順位
1 位 (1)
2 位 (10)
3 位 「初」
4 位 (4)
5 位 (-)
6 位 (20)
7 位 (13)
8 位 (-)
9 位 (8)
10 位 (6)
11 位 (14)
12 位 「初」
13 位 (7)
14 位 (15)
15 位 (19)
16 位 (16)
17 位 「初」
18 位 (2)
19 位 「初」
20 位 (9)

温泉名
ヘルシーランド たまて箱温泉

やわらぎの里 豊平峡温泉
崎の湯露天風呂
蔵王温泉大露天風呂
新千歳空港温泉
山川砂むし温泉 砂湯里
熊の湯
東京お台場 大江戸温泉物語
御所の湯
天山湯治郷
湯あみの島
天然温泉 なにわの湯
仏生山温泉 天平湯
ラムネ温泉館
草津温泉 大滝乃湯
鹿の湯
鉄輪むし湯
くらま温泉
山代温泉 古総湯
鶴の湯温泉

所在地
鹿児島県 指宿市
北海道 札幌市
和歌山県 白浜町
山形県 山形市
北海道 千歳市
鹿児島県 指宿市
北海道 羅臼町
東京都 江東区
兵庫県 豊岡市
神奈川県 箱根町
三重県 桑名市
大阪府 大阪市
香川県 高松市
大分県 竹田市
群馬県 草津町
栃木県 那須町
大分県 別府市
京都府 京都市
石川県 加賀市
秋田県 仙台市

【評価方法】
「旅好きが選ぶ！日帰り温泉＆スパランキング2017」は、2016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。

■3位 崎の湯露天風呂（和歌山県 白浜町）－荒波にもまれながら修行と湯治が楽しめると話題の絶景温泉
今年初ランクインとなった『崎の湯露天風呂』は、「白浜といえばここです！広大
なロケーションで温泉につかるのは最高です。波打ち際まで温泉があります。さ
すがに海のすぐ横の温泉、成分も若干塩分を含んでいるのでしょうか？入った
あとにはぽかぽか、お肌もすべすべ。近くの白良浜で海水浴を楽しんだ後は温
泉に入るのはいかがですか？」と口コミにもあるように高波が来ると湯船のお
湯を豪快にかけ流していくほど海の近くに位置する、まさに絶景の露天風呂と
して人気を集めています。上下に分かれているお風呂ですが、海に非常に近い
ため、下のお風呂は満潮時には閉鎖されてしまうようです。自然と解放感のあ
る露天風呂を楽しみたい方にはお勧めです。

■12位 天然温泉 なにわの湯（大阪府 大阪市）－大阪観光途中にリラックスできる、外国人からも人気の施設
初ランクインで12位となった『天然温泉 なにわの湯』は、「洗い場も沢山あり、
スチームサウナ、塩サウナ、普通のサウナもあり、体が温まりました。露天
風呂も広かったです。」や「“After strolling around Osaka, the right place to
visit is naniwanoyu natural hot spring. This place really let you relax. The
place has mint sauna, cold pool, and other pool. I think this place provide
quite complete pool. Will energize your body to continue enjoy Osaka”
（大阪を散策した後、この天然温泉 なにわの湯を訪れました。この温泉施
設はとてもリラックスできます。サウナ、水風呂などたくさんの種類のお風呂
があり、この施設のお風呂は、全ての種類のお風呂を提供しているのではな
いかと思えるほどです。ここでしっかりと体を休めたら、大阪観光を引き続き
楽しむことができます。）」と日本語、外国語と共に施設を評価する口コミが
多々寄せられています。
■17位 鉄輪むし湯（大分県 別府市）－薬草の香りで全身がリラックスできると話題の蒸し風呂
ランキング17位に初登場した『鉄輪むし湯』は、薬草の香りが漂う部屋で、
デットクス効果が期待できると人気を集めています。「温泉で熱せられた床
の上に、石菖（せきしょう）という清流沿いにしか群生しない薬草が敷きつめ
られていて、その上に寝るというスタイルである。以前、テレビで某温泉レポ
ーターが、この匂いは耐えられないと言っていたが、実際体験するととても
良い香りであり、たった10分間であったが、気持ちの良い汗をかいだ。」と
少々暑いながらも薬草の香りが全身をリラックスさせてくれて、とても心地良
くは入れると絶賛する口コミが多々寄せられています。

■19位 山代温泉 古総湯（石川県 加賀市）－加賀藩伝統の美意識や伝統が感じられる温泉施設
『山代温泉 古総湯』は、温泉の湯質は勿論ですが、こちらの施設につい
て言及された口コミを多く集め、ランキング19位に初登場しました。「九谷
焼のタイル、地元産の香ばしい木材、ステンドガラス、どれも加賀藩前田
家が培ってきた美意識が感じられます。新しいのに古い、独特の雰囲気
です。」「2009年に、昔の総湯をイメージして造られた温泉施設です。中に
はシャワーないので、体や頭を洗うことはできませんが、それも含めて昔
の温泉を再現したそうです。」とまるで明治時代にタイムスリップしたようだ
と、当時の総湯（温泉の共同浴場）を復元した「古総湯」を絶賛する口コミ
が多々寄せられています。

■「旅好きが選ぶ！日帰り温泉＆スパランキング 2017」は下記のURLからご覧いただけます。
http://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/publicbath_2017/

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・実行できるよう、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。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 の国と地域でサイトを展開し、世界
680 万軒を超えるホテル、レストラン、観光スポットに対して 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

お問合せ先
トリップアドバイザー株式会社 広報担当
古賀 ／ 秋山 Tel：03-4510-3109
E-mail: jp-pr@tripadvisor.com

