2017 年 3 月 21 日

プレスリリース

トリップアドバイザー「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光地ランキング 2017」を発表
～世界で最も高く評価された観光地は「バリ島」
「倶知安町（北海道）」が日本のランキング第 3 位に初ランクイン～
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®」（トリップアドバイザー、本社:マサチュー
セッツ州ニュートン、NASDAQ:TRIP、CEO:ステファン・カウファー、日本語サイト: https://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や予約関心度をもとに、旅行者が高く評価した観光都市・
島をランキング化した「トラベラーズチョイス™世界の人気観光地ランキング 2017」を発表しました。なお、今年より世
界で高く評価された島々をランキング化し発表していた「トラベラーズチョイス™世界のベストアイランド」と同ランキン
グを一本化し発表しております。
2017 年の世界一の観光地に選ばれたのは昨年 1 位の『ロンドン』を抑えて『バリ島』となりました。また、日本のランキ
ングでは、昨年に引き続き『東京 23 区（東京都）』が 1 位となり、3 位には『倶知安町（北海道）』がランキングに初登場
しました。トリップアドバイザー上で『倶知安町（北海道）』における評価の高い場所のランキングを見てみると、スキーな
どウィンタースポーツの施設が上位にあがっており、海外旅行者からの口コミも多く投稿されていました。今年はこの他
3 つの新たな観光地が地方から選ばれており、人気の観光地が日本全国に広がりを見せていることが伺えます。
【日本の人気観光地 TOP10 位】

（※括弧内は前年度順位。「初」は今年初登場）

順位（昨年順位） 都市 （都道府県）
1 位（1）

東京（23 区） （東京都）

6 位（初）

廿日市 （広島県）

2 位（2）

京都市 （京都府）

7 位（初）

屋久島 （鹿児島県）

3 位（初）

倶知安町 （北海道）

8 位（7）

白馬村 （長野県）

4 位（3）

大阪市 （大阪府）

9 位（初）

富士河口湖町 （山梨県）

5 位（-）

奈良市 （奈良県）

10 位（-）

高山市 （岐阜県）

トリップアドバイザー株式会社 代表取締役 牧野友衛は次のようにコメントしています。「今年で 9 回目となる『トラベラ
ーズチョイス™世界の人気観光地ランキング 2017』は、トリップアドバイザーのコミュニティから寄せられた口コミ情報
や予約関心度をもとに、世界中から最も愛されている旅行地を決定するものです。日本はもちろん、世界・アジアのラ
ンキングをみても、新たな魅力のある観光地がランクインしています。今年の旅行先を検討する際、参考にしていただ
ければと思います。またトリップアドバイザーでは、ホテルやエアラインのベストプライスを検索することができ、さらに
観光地のツアーの予約など、旅をより素晴らしくする情報を揃えていますので、こちらもぜひご活用ください。」
■ 世界の人気観光地第 1 位は、多彩な魅力が光るバリ島
世界の人気観光地ランキング第 1 位に選ばれたのは、インドネシ
アの『バリ島』でした。その中でも、トリップアドバイザー上で人気
の場所 TOP3*は、『スミニャック』、『ウブド』、『クタ』となっており、
ビーチリゾートから山間部まで多彩な魅力が旅行者を惹きつけて
いるように思われます。
*：2017 年 3 月 18 日現在のトリップアドバイザー上でのバリ島内の人気観光地ランキ
ングとなります
【第 1 位に選ばれたインドネシア・バリ島の風景】
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【世界の人気観光地 TOP25 位】
順位

都市 （国名）

13 位

ホイアン （ベトナム）

1位

バリ島 （インドネシア）

14 位

サンクトペテルブルク （ロシア）

2位

ロンドン （イギリス）

15 位

ロアタン島 （ホンジュラス）

3位

パリ （フランス）

16 位

マラケシュ （モロッコ）

4位

ローマ （イタリア）

17 位

アンバーグリス キー （ベリーズ）

5位

ニューヨーク （アメリカ）

18 位

リオデジャネイロ （ブラジル）

6位

クレタ （ギリシャ）

19 位

セント マーチン （カリブ諸島）

7位

バルセロナ （スペイン）

20 位

プラヤ デル カルメン （メキシコ）

8位

シェム リアップ （カンボジア）

21 位

ドバイ （アラブ首長国連邦）

9位

プラハ （チェコ共和国）

22 位

グランドケイマン （カリブ諸島）

10 位

プーケット （タイ）

23 位

カトマンズ （ネパール）

11 位

イスタンブール （トルコ）

24 位

ボラボラ （フランス領ポリネシア）

12 位

ジャマイカ （カリブ諸島）

25 位

クスコ （ペルー）

■ アジアの人気観光地ではタイから 5 つが最多ランクイン。日
本からは昨年に引き続き東京と京都が登場！
アジアの 1 位は世界の 1 位にも輝いた『バリ島』となり、2 位には
アンコールワットの遺跡や寺院で有名な『シェム リアップ（カンボ
ジア）』がランクインしました。また、今年から都市のみならず世界
で高く評価された島々もランキングの対象となっているため、『プ
ーケット』や『サムイ島』、『タオ島』といったタイのリゾート地の名も
あがっています。
【アジアで第 3 位に選ばれたタイのプーケット】

【アジアの人気観光地 TOP25 位】
順位

都市 （国名）

13 位

ニューデリー （インド）

1位

バリ島 （インドネシア）

14 位

香港 （中国）

2位

シェム リアップ （カンボジア）

15 位

タオ島 （タイ）

3位

プーケット （タイ）

16 位

シンガポール （シンガポール）

4位

ホイアン （ベトナム）

17 位

北京 （中国）

5位

カトマンズ （ネパール）

18 位

ジャイプール （インド）

6位

ハノイ （ベトナム）

19 位

アグラ （インド）

7位

サムイ島 （タイ）

20 位

京都市 （日本）

8位

バンコク （タイ）

21 位

ホーチミン （ベトナム）

9位

ロンボク島 （インドネシア）

22 位

パラワン （フィリピン）

10 位

東京（23 区） （日本）

23 位

パナイ島 （フィリピン）

11 位

ゴア （インド）

24 位

ポカラ （ネパール）

12 位

チェンマイ （タイ）

25 位

ソウル （韓国）
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■ 世界およびアジアの観光都市 TOP 10 の 1 泊あたりの平均宿泊費は？
トリップアドバイザーでは各観光都市の観光施設・レストラン・宿泊施設の口コミや写真を閲覧するのみならず、200
以上の予約サイトから泊まりたい宿泊施設の空室状況とベストプライを検索することができます。そこで今回、トリップ
アドバイザーから予約できる宿泊施設の 1 泊あたりの平均宿泊費*を算出しました。世界とアジアの観光都市 TOP10
を比較すると、1 泊あたりの宿泊費が最も高いのは『サムイ島』で、平均で 53,200 円もすることが分かりました。最も
安かったのは、『カトマンズ』の 6,900 円でした。アジアの人気観光地では『東京（23 区）』も含め、宿の選択によっては
宿泊費を抑えることができるようです。
（※ 全カテゴリーのホテルを対象に、トリップアドバイザーに掲載されている旅行予約サイトやホテルが、2017 年 3 月 1 日から 2017 年
8 月 31 日の期間に提供している宿泊料金をもとに算出したものです。3 月 20 日現在のレートを適用して 1 ドル 112 円で換算し、10 の
位を四捨五入して算出しています。）

【世界の人気観光地 Top 10 の平均宿泊費】

【アジアの人気観光地 Top 10 の平均宿泊費】

順位

都市

平均宿泊費

順位

都市

平均宿泊費

1位

バリ島 （インドネシア）

23,100 円

1位

バリ島 （インドネシア）

23,100 円

2位

ロンドン （イギリス）

29,000 円

2位

シェム リアップ （カンボジア）

11,100 円

3位

パリ （フランス）

25,600 円

3位

プーケット （タイ）

11,100 円

4位

ローマ （イタリア）

23,900 円

4位

ホイアン （ベトナム）

8,000 円

5位

ニューヨーク （アメリカ）

39,100 円

5位

カトマンズ （ネパール）

6,900 円

6位

クレタ （ギリシャ）

8,600 円

6位

ハノイ （ベトナム）

7,600 円

7位

バルセロナ （スペイン）

24,200 円

7位

サムイ島 （タイ）

53,200 円

8位

シェム リアップ （カンボジア）

11,100 円

8位

バンコク （タイ）

12,400 円

9位

プラハ （チェコ共和国）

16,700 円

9位

ロンボク島 （インドネシア）

14,600 円

11,100 円

10 位 東京（23 区） （日本）

10 位 プーケット （タイ）

8,400 円

■ 「トラベラーズチョイス™世界の人気観光地 2017」は下記の URL からご覧いただけます。
世界トップ 25 都市
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Destinations
アジアトップ 25 都市
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Destinations-cTop-g2
日本トップ 10 都市
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Destinations-cTop-g294232

【調査方法】
「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光地 2017」ランキングは、2015 年 11 月～2016 年 10 月の 1 年間にトリップ
アドバイザーに投稿された各都市や島の観光施設・宿泊施設・レストランの口コミを量的・質的な評価予約関心度をもと
に、独自のアルゴリズムで集計したものです。9 回目となる本年は、世界各国から 418 の観光地が「トラベラーズチョイ
ス™ 世界の人気観光地」に選出されました。
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トリップアドバイザーについて
世界最大の旅行サイト*トリップアドバイザー® は、旅の可能性を広げます。700 万軒以上のホテル、レストラン、観光スポッ
トに対して 4 億 6,500 万件もの口コミ情報などを掲載しているトリップアドバイザーは、数億人もの旅行者からの生の声
や旅に関するさまざまな情報を提供しています。 200 以上の ウェブサイトをチェックして、宿泊施設のその日の最安値を
検索し、予約の手伝いもしています。トリップアドバイザーブランドのサイトは世界最大の旅行コミュニティを形成しており、
世界 49 の国と地域におけるユニーク ユーザー数は、月間平均 3 億 9,000 万人** に達しています。
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 23 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.
*出典: comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide, 2016 年 11 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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