2018 年 9 月 4 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 2018」を発表
～1 位は『道の駅 北浦街道 豊北（山口県下関市）』！トップ 30 のうち 12 施設が新しくランクイン！～
遊ぶ、泊まる、食べるが見つか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もとに「旅好きが選ぶ！道の駅ランキング 2018」を発表しました。今年で 4 回目となる当ラ
ンキングですが、全国の道の駅の頂点には、山口県下関市にある『道の駅 北浦街道 豊北』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、本州最西端にある『道の駅 北浦街道 豊北』が、2016 年の 1 位から再び返り咲
き、2 度目の NO.1 に選ばれました。2 位にはホテルやリゾート施設が多く集まる北海道ニセコ町の『道の駅 ニセコビ
ュープラザ』、3 位には同じく北海道の千歳市にある『道の駅 サーモンパーク千歳』が選ばれました。
今年はトップ 30 のうち 12 施設が初のランクインを果たし、前回とは大きく入れ替わる結果となりました。道の駅の
醍醐味である、その土地でしか味わえない食事や絶景スポット、地域の特産物が並ぶマルシェなどには、それだけ
でも旅の目的になり得るほどの充実ぶりが伺えます。次貢では、初登場の中から個性的でユニークな施設をピック
アップしましたので併せてご覧ください。

【旅好きが選ぶ！道の駅ランキング 2018 トップ 30】 ※（）内は昨年順位。「初」は今年初登場。
順位

道の駅名

所在地

順位

道の駅名

所在地

1 位（14）

道の駅 北浦街道 豊北

山口県下関市

15 位（-）

道の駅 とみうら枇杷倶楽部

千葉県南房総市

2 位（6）

道の駅 ニセコビュープラザ

北海道ニセコ町

17 位（20）

道の駅 許田 やんばる物産
センター

沖縄県名護市

3 位「初」

道の駅 サーモンパーク千歳

北海道千歳市

18 位（10）

道の駅 あきた港

秋田県秋田市

4 位（24）

道の駅 ららん藤岡

群馬県藤岡市

18 位「初」

道の駅 望羊中山

北海道喜茂別町

5 位（9）

道の駅 阿蘇

熊本県阿蘇市

20 位（16）

道の駅 なかさつない

北海道中札内村

6 位「初」

道の駅 小豆島オリーブ公園

香川県小豆島町

21 位「初」

道の駅 八ッ場ふるさと館

群馬県長野原町

7 位（15）

道の駅 うずしお

兵庫県南あわじ市

22 位「初」

道の駅 猪苗代

福島県猪苗代町

8 位「初」

道の駅 保田小学校

千葉県鋸南町

23 位（7）

道の駅 あわじ

兵庫県淡路市

9 位（13）

田園プラザ川場 （道の駅）

群馬県川場村

24 位「初」

道の駅 多々羅しまなみ公園

愛媛県今治市

10 位「初」

道の駅 豊崎

沖縄県豊見城市

25 位（-）

道の駅 ゆいゆい国頭

沖縄県国頭村

11 位（30）

道の駅 水の郷 さわら

千葉県香取市

26 位「初」

道の駅 こぶちさわ

山梨県北杜市

12 位（26）

道の駅 千枚田ポケットパーク

石川県輪島市

27 位（-）

道の駅 むなかた

福岡県宗像市

13 位「初」

道の駅 桜島

鹿児島県鹿児島市

28 位（28）

道の駅 フェニックス

宮崎県宮崎市

14 位「初」

道の駅 ゆふいん

大分県由布市

29 位（3）

道の駅 富楽里とみやま

千葉県南房総市

15 位「初」

道の駅 よしうみいきいき館

愛媛県今治市

30 位（-）

道の駅 どうし

山梨県道志村

【評価方法】
「旅好きが選ぶ！道の駅ランキング 2018」は、2017 年 8 月～2018 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。

【口コミピックアップ】
■3 位 道の駅サーモンパーク千歳 （北海道千歳市） - インディアン水車によるサケの捕獲風景は秋の風物詩
千歳市と小樽市を結ぶ国道 337 号沿いにあり、新千歳空
港や道央自動車道千歳 IC から車で約 10 分程度と交通ア
クセスが抜群なので、空港からレンタカーでドライブする際
にも、北海道観光の起点として絶好のロケーションです。
2015 年 8 月にリニューアル後、敷地内には「サケのふるさ
と千歳水族館」が併設されました。淡水では国内最大級とい
う水槽や、近くを流れる千歳川の水中を直接のぞける「水中
観察室」も人気。運が良ければ、千歳川の清流に遡上する
サケの群れと出会えるかもしれません。口コミでは、「道産
野菜が豊富」「近くの牧場のソフトクリームが食べられる」と
いった声をはじめ、スープカレーやラーメン・ピザなど、食事
が充実しているといった内容のコメントが多く寄せられてい
ます。

■ 8 位 道の駅 保田小学校 （千葉県鋸南町）

- 小学校の校舎をリノベーションした風情ある施設

廃校となった千葉県鋸南町の町立保田小学校を改装して
2015 年にオープンした「道の駅保田小学校」は、まるでタイ
ムスリップしてしまったかのような懐かしさも味わえるユニー
クな道の駅です。体育館を利用した特産品販売所の「里山
市場きょなん楽市」、教室の面影を残した宿泊施設「学びの
宿」、職員室だった場所は温浴施設「里の小湯」にリノベー
ション。地元の里山・里海料理がいただける「里山食堂」や、
カフェ・中華・イタリアンなど食事処も充実しています。富津
館山道路「鋸南保田 IC」の信号を左折してすぐ。また、保田
駅(JR 内房線)から徒歩 16 分と徒歩圏内。「廊下には平行
棒などが置いてあって自分が通っていた小学校に雰囲気が
似ていて懐かしい感じがしました。」など廃校をリノベーショ
ンした施設に懐かしさを感じるという内容の口コミが目立ち
ます。
■ 24 位 道の駅 多々羅しまなみ公園 （愛媛県今治市） - 「サイクリストの聖地」の記念碑は写真スポット
しまなみ海道の道の駅。西瀬戸自動車道「大三島 IC」下車
すぐのところにあります。広島県との県境に架かる斜張橋
「多々羅大橋」は世界最大級で、瀬戸内海の景色を一望で
きるビューポイントとしても人気を集めています。ドライブは
もちろん、サイクリストや海外からの観光客でにぎわってい
ます。レストランで、地元ならでは幻の高級魚“マハタ”も食
べられます。また、地元で採れた新鮮な野菜や柑橘類、海
産物が揃う直売所もあります。
「橋を眺めながら休憩出来る非常に良い場所です」「穏やか
で海とは思えない青く静かな瀬戸内海と、島々、そして多々
羅大橋を眺めて見て下さい。」など、ダイナミックな海の景
観やサイクリングの途中で立ち寄った際の、癒されコメント
が寄せられています。

■「旅好きが選ぶ！道の駅ランキング 2018」は下記の URL からご覧いただけます。
URL： https://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/roadstations/
■ランキングトップ 30 の施設の写真は下記よりダウンロードしていただけます。
URL： https://www.dropbox.com/sh/n8gggp6szpxxg7t/AADGa_7pR4X0nPHZSySUfdCGa?dl=0

トリップアドバイザーの日本における公式サイト・アカウント：
 どこいく？トリップアドバイザー：http://tg.tripadvisor.jp/
 Twitter：https://twitter.com/tripadvisorjp
 Twitter for ビジネス：https://twitter.com/tripadvisorbizj
 Instagram：https://www.instagram.com/tripadvisor.jp
 Facebook：https://www.facebook.com/TripAdvisor.jp
 LINE：https://line.me/R/ti/p/%40xpy8261j

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 770
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、6 億 6,100 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 5600 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ーダム、NASDAQ:TRIP）は、トリップアドバイザーブランドサイ
トやビジネスのほか、以下の 20 以上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.bokun.io, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com,
www.cruisecritic.com, www.familyvacationcritic.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.jetset
ter.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.co
m, www.tingo.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com.
*出典: comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide, November 2017
**出典:TripAdvisor log files, average monthly unique visitors, Q2 2018
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