プレスリリース

2017 年 3 月 15 日

トリップアドバイザー「旅好きが選ぶ！日本の展望スポット 2017」を発表
～口コミ評価をもとにしたランキングならではの隠れた名スポットとして 4 施設が新たに登場～
「周辺スポット検索」機能を使えば隠れた名スポットに出会えるかも！
旅の計画から予約までをサポ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！日本の展望スポット 2017」を発表しました。
本年で 6 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 位を獲得まし
た。『清水寺』はこれで 6 年連続 1 位という結果になりました。2 位には、昨年ランキング 3 位に初登場した『亀老
山展望公園』（愛媛県今治市）が、3 位には東京の景色が無料で楽しめる『東京都庁舎』（東京都新宿区）がランク
インしました。また今年ランキングには、三重県志摩市にある『横山展望台』や長崎県佐世保市の『弓張岳展望
台』など、口コミ評価をもとに算出したランキングならではの穴場スポットが 4 施設初登場しました。
この度ランキングに初登場した施設にように、穴場のスポットを探すのに便利なのが、トリップアドバイザーの「周
辺スポット検索」です。地図や目的など検索条件から旅行者が気になるレストランや観光情報を調べることができ
ます。検索情報は、ランキング形式で表示されるため、それぞれの旬な展望スポットの情報や誰もが知る有名ス
ポットから旅行先の穴場スポットまで、旅行者の目的にあった情報が簡単に手に入ります。春も間近、思わず出か
けたくなる季節に、旅好きが選んだ同展望スポットランキングや、「周辺スポット検索」機能などを活用して旅の計
画を立ててみてはいかがでしょうか。
【旅好きが選ぶ！日本の展望スポット 2017】 （※括弧内は前年度順位。「初」は今年初登場。）
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)
亀老山展望公園
愛媛県 今治市
3 (2)
東京都庁舎
東京都 新宿区
4 (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
5 (13)
立石寺
山形県 山形市
6 (4)
東京シティビュー (六本木ヒルズ展望台）
東京都 港区
7 (11)
東京スカイツリー
東京都 墨田区
8 (10)
東京タワー
東京都 港区
9 (9)
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 「初」
横山展望台
三重県 志摩市
11 (7)
玉取崎展望台
沖縄県 石垣島
12 (8)
羽田空港 第二ターミナル 展望デッキ
東京都 大田区
13 (5)
大倉山ジャンプ競技場
北海道 札幌市
14 「初」
弓張岳展望台
長崎県 佐世保市
15 (18)
空中庭園展望台
大阪府 大阪市
16 (13)
天保山大観覧車
大阪府 大阪市
17 (12)
稲佐山展望台
長崎県 長崎市
18 「初」
那谷寺
石川県 小松市
19 「初」
大阪府 咲洲庁舎展望台
大阪府 大阪市
20 (-)
札幌 JR タワー展望室 T38
北海道 札幌市
【評価方法】
トリップアドバイザーに 2016 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。
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■10 位 横山展望台 （三重県 志摩市）
英虞湾のリアス式海岸が一望できる隠れた名スポット
今年ランキング初登場で 10 位にランクインした『横山展望台』は、
「あご湾が見渡せて思わず思わず”おっー”と言ってしまうぐらいの
景色でした。 お天気が良かったらもっと良かったのですが、それで
もとても美しくかったです。」「特殊な地形が織り成す眺めは最高で
す 日ノ出や夕暮れの海面の色が変わる時に、もう一度訪れたい
ものです。」と展望台から英虞湾のリアス式海岸が一望できると絶
賛した口コミが多々寄せられています。「そこまで興味もなく、余り
期待せずに行ったのですが、素晴らしい景色に癒されました。」と
何気なく訪れた場所が非常に良かったと穴場的スポットを発見した
喜びを書いた口コミも見られました。

■14 位 弓張岳展望台 （長崎県 佐世保市）
海の街ならでは！九十九島や佐世保市街を一望できる展望スポット
長崎県佐世保市にある『弓張岳展望台』は、中心街より車で 20 分
ほどの場所に位置しており、その山頂からは「九十九島や佐世保
市街を一望でき、海の街を実感できます。」と人気を集めていま
す。綺麗な佐世保市内の夜景が楽しめるとの口コミされています
が、「金曜日の夜の訪問でしたが、ガラガラで駐車場に車がわずか
に 2 台ほど停まっているだけでした。」と知る人ぞ知る展望スポット
のようで、人混みを避けたいと思う旅行者にはお勧めです。

■18 位 那谷寺 (石川県 小松市)
豊かな自然とその幻想的な風景が圧巻の寺院にある絶景スポット
石川県小松市にある『那谷寺』は、白山信仰の寺と称される自然
信仰のお寺で、緑が生い茂る森の中にある寺院です。こちらの紅
葉も有名で、「石川県は兼六園が有名ですが那谷寺も是非いって
ほしいです。得に紅葉の時期がとても綺麗で、山に近いため、アッ
プダウンもあり 個人的には、兼六園より那谷寺のほうが雰囲気が
あり大好きです。」「見どころは沢山ありますが、中でも金堂華王
殿・奇岩遊仙境・本殿からの絶景はすばらしいです。」とその景観
の美しさを書いた口コミも多く見られます。

■19 位 大阪府 咲洲庁舎展望台 （大阪府 大阪市）
人混みを避け、大阪市内の夜景をゆっくり堪能できる穴場スポット
あべのハルカスや通天閣など有名な展望スポットを抑え、見事ラン
キング 19 位に初登場した『大阪府 咲洲庁舎展望台』は、「仕事の
用事で初めて来ました。ついでにと思い上まで登ってみたら・・びっ
くりするぐらいの絶景でしたよ。冬場の晴天だったからか 遠くは神
戸方面まで綺麗にみえて 大阪にもこんなに絶景ポイントがあるん
やと再確認しました。穴場ですよ」とアクセスに少々難があるもの
の、それが故に観光客が少なくゆっくりと景色を楽しめると人気を
集めています。

■「旅好きが選ぶ！日本の展望スポット 2017」は、以下の URL からご覧いただけます。
http://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/lookout_2017/
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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

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
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