2017 年 8 月 29 日
プレスリリース

トリップアドバイザー「旅好きが選ぶ！道の駅ランキング 2017」を発表
～１位は日向灘を見下ろす宮崎県の「道の駅なんごう」。山の幸より海の幸が人気～

口コミを読んで予約もでき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 http://www.tripadvisor.jp/）は、過去 1 年間にトリップアドバイザー上に投稿された口コミを元
に「旅好きが選ぶ！道の駅ランキング 2017」を発表しました。今年 3 回目となる当ランキングですが、全国約 1,100 の道の駅
の頂点には、宮崎県日南市の「道の駅なんごう」が選ばれました。
ご当地の名産品や産直食材や、地元グルメなどを楽しめる「道の駅」は、今や、ドライブ旅行には欠かせない地域密着型の観光
スポットとして定着。今年は、日向灘を望む絶景と名産のマンゴーが人気の宮崎県の「道の駅なんごう」が昨年の圏外（2015 年
は 18 位）から 1 位に選ばれました。2 位には沖縄本島にある日本最南端の道の駅「道の駅いとまん」が、3 位には一般道から
も富津館山道路からもアセクセスできる千葉県南房総の「道の駅 富楽里とみやま」が選ばれました。
【旅好きが選ぶ！道の駅ランキング 2017 トップ 30】
（順位の横の括弧内は前年度順位。「初」は今年初登場。 施設名称の横の*は海沿いの施設）
順位

道の駅名

所在地

1 位 (-)

道の駅なんごう *

宮崎県 日南市

2 位 (14)

道の駅いとまん *

沖縄県 糸満市

3 位 (25)

道の駅 富楽里とみやま

千葉県 南房総市

4 位 (13)

道の駅たるみず *

鹿児島県 垂水市

5 位 (19)

道の駅 キララ多伎 *

島根県 出雲市

6 位 (3)

道の駅 ニセコビュープラザ

北海道 ニセコ町

7 位 (6)

道の駅 あわじ *

兵庫県 淡路市

8 位 (2)

道の駅 舟屋の里公園 *

京都府 伊根町

9 位 (15)

道の駅 阿蘇

熊本県 阿蘇市

10 位 「初」

道の駅 あきた港 *

秋田県 秋田市

11 位 (9)

道の駅 柿の郷くどやま

和歌山県 九度山町

12 位 (26)

道の駅 但馬のまほろば

兵庫県 朝来市

13 位 (5)

田園プラザ川場 （道の駅）

群馬県 川場村

14 位 (1)

道の駅 北浦街道 豊北 *

山口県 下関市

15 位 (11)

道の駅うずしお *

兵庫県 南あわじ市

16 位 「初」

道の駅 なかさつない

北海道 中札内村

17 位 「初」

道の駅 おおぎみ *

沖縄県 大宜味村

18 位 「初」

道の駅 七城メロンドーム

熊本県 菊池市

19 位 「初」

道の駅 知床・らうす *

北海道 羅臼町

20 位 (8)

道の駅許田 やんばる物産センター *

沖縄県 名護市

21 位 「初」

道の駅 箱根峠

神奈川県 箱根町

22 位 「初」

道の駅 藤樹の里あどがわ

滋賀県 高島市

23 位 「初」

道の駅 うとろシリエトク *

北海道 斜里町

24 位 「初」

道の駅 ららん藤岡

群馬県 藤岡市

25 位 「初」

道の駅 富士川楽座

静岡県 富士市

26 位 (22)

道の駅 千枚田ポケットパーク *

石川県 輪島市

27 位 「初」

道の駅 くしもと橋杭岩 *

和歌山県 串本町

28 位 (-)

道の駅フェニックス *

宮崎県 宮崎市

29 位 「初」

道の駅 針テラス

奈良県 奈良市

30 位 (18)

道の駅 水の郷 さわら

千葉県 香取市

ランキング全体の傾向としては、北は北海道、南は沖縄まで四国地方を除く各地から幅広くランクインしていますが、昨年のトッ
プ 30 施設のうち 14 施設が入れ替わり、年々新しい道の駅にも注目が集まってきています。また 1 位の「道の駅なんごう」をは
じめ、海沿いの施設が 16 施設と過半数を占める結果に。海を望む開放的な眺望や、獲れたての新鮮な魚介類などが、人気の
秘密のようです。以下、上位および初登場の施設をピックアップしてご紹介します。

■1 位 道の駅なんごう（宮崎県日南市） － 海を望む絶景の道の駅。リニューアルでさらに快適に
宮崎県日南市の日南海岸に面した国道 448 号沿いの道の駅。日南海岸
国定公園のほぼ中央、大小の島々が点在する無類の景勝地であり、道
路の両側に植えられたフェニックスやワシントン椰子など南国感溢れる風
景が魅力です。地元名産の完熟マンゴーや日向夏、デコポンなどの果物
の販売や、2016 年 4 月にリニューアルしたレストランの海鮮メニューなど
が人気。すぐ裏手には世界 3 大花木と言われるジャカランダの日本最大
の群生地もあり、毎年 5〜6 月には「ジャカランタまつり」も開催されます。
口コミでは、「海が見える絶景の道の駅」、「地元のマンゴーで作られたソ
フトクリームは絶品」、「ここでの名物・マンゴーアイスを食べながらのどか
な海の風景を眺めてると心が癒されました。」などと評されていました。
海の風景を見ながらマンゴーアイスを味わう

■2 位 道の駅いとまん（沖縄県糸満市） － 日本最南端の道の駅
沖縄本島南部、糸満港隣接の日本最南端の道の駅。施設は、糸満市の
物産や沖縄土産の販売所に加えて、フードコートやレストランも併設した
「糸満市物産センター遊食来（ゆくら）」、地元の野菜やフルーツの直売所
「ファーマーズマーケットいとまん うまんちゅ市場」、糸満漁協の直営で獲
れたの魚や作りたての惣菜が並ぶ「お魚センター」からなり、沖縄の名産
や食材が一堂に会しています。ソーキそばやマグロカツなど、地元グルメ
も楽しみのひとつ。美味しくてボリューム満点と評判です。
「食事が出来て農産物・土産物を調達できる道の駅は多々ありますが、地
元の鮮魚が売られててその場で食べられるのに感激しました。」、「ここで
必ず食べるのが海鮮丼。建物の中にはたくさんの魚屋さんが入っており、
端から端まで眺めて、食べる物を決めます。」といった口コミが寄せられて
います。

鮮魚が人気

■10 位 道の駅あきた港（秋田県秋田市） － リニューアルでさらに快適に
今年、ランキング初登場！1994 年にオープンした秋田県秋田市の秋田
港にある「セリオンタワー」、「セリオンリスタ」、「セリオンプラザ」の 3 つの
施設が、2010 年に道の駅に登録されました。セリアオンタワーには地元
の農家から直送された野菜や果物を販売するマルシェ、秋田近海の魚介
を楽しめるレストランのほか、高さ 100 メートルの展望台も無料で楽しむこ
とができます。また、ガラス張りの屋内緑地公園セリオンリスタにある、レト
ロの「うどん・そば自販機」も隠れた人気となっています。
「秋田が初めての人はまずここに立ち寄ることをお勧めします。秋田の全
貌が見えて来ます。100m の展望フロアまで終日無料のエレベータが利
用できます。」といった、眺望に対する口コミが多く寄せられています。

展望台がある道の駅！

■ 「旅好きが選ぶ！道の駅ランキング 2017」は下記の URL からご覧いただけます。

http://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/roadstations/

【評価方法】
「旅好きが選ぶ！道の駅ランキング2017」は、2016年8月から2017年7月の1年間に道の駅に投稿された全言語の口コミの評
価（5段階）点、口コミの投稿数などをもとに、独自のアルゴリズムで集計したものです。

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。トリップアドバイザーには世界各国 700 万以上の宿
泊施設、航空会社、観光名所、レストランが掲載されており、5 億 3500 万件以上の口コミ情報が寄せられています。サイトに寄
せられたこれらの情報は、旅行者がどこに泊まり、どのフライトを使い、現地で何をして、どこで食べるかを選択する際に役立ち
ます。トリップアドバイザーはまた、200 以上の宿泊予約サイトの価格を比較し、旅行者が自分のニーズに合ったホテルをお得な
料金で見つけられるよう、お手伝いしています。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 4 億 1500 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 20 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.familyvacationcriti
c.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.iens.nl,
www.dimmi.com.au を含む) www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com,
www.housetrip.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com,
www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com.
*出典: comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide, May 2017
**出典: TripAdvisor log files, Q1 2017
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