2019 年 11 月 12 日
プレスリリース

トリップアドバイザー「旅好きが選ぶ！日本人に人気の無料観光スポット 2019」を発表
～『JAL 工場見学 Sky Museum』が 2 連覇、初登場が 7 施設と、まだまだ知らない人気施設がたくさん！～
口コミとランキングで見つかる旅のプラットフォーム「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、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！日本人に人気の無料観光スポット 2019」を発表しました。
今年で 9 年目となる同ランキングでは、『JAL 工場見学 Sky Museum』（東京都大田区）が 2 年連続で 1 位を獲得。2
位には昨年の 7 位からランクアップした『黒部ダム』（富山県立山町）が、3 位には『ニッカウヰスキー余市蒸溜所』（北
海道余市町）が 8 位から順位を上げ初のトップ 3 入りとなりました。一方で、緑豊かな自然に囲まれた工場での見学や
試飲が楽しめる『ニッカウヰスキー 仙台工場 宮城峡蒸溜所』（宮城県仙台市）や地上およそ約 100 メートルの高さか
ら神戸の名所や街並みを眺望できる『神戸市役所 展望ロビー』（兵庫県神戸市）など計 7 施設が初登場し、日本各地
にある未だ知られていない魅力的な施設が多くランクインする結果となりました。
今年のトップ 20 を見ると、学びや体験の要素たっぷりの工場見学が 6 施設と最も多く、続いて、四季折々の風景が美し
い庭園や公園が 5 施設ランクインしています。この他、都心を一望できる展望スポットや文化、歴史を体感できる施設な
どバラエティに富んだ施設がランクインし、「無料でこれだけ見学できるのは貴重です」や「無料のレベルを超えていま
す」といった口コミが多く寄せられていました。

【旅好きが選ぶ！日本人に人気の無料観光スポッ ト 2019】 トップ 20 ※（）内は昨年順位。「初」は今年初登場。
順位

施設名

所在地

順位

施設名

所在地

1 位（1）

JAL 工場見学 Sky Museum

東京都大田区

11 位（18）

エアーパーク
（航空自衛隊 浜松広報館）

静岡県浜松市

2 位（7）

黒部ダム

富山県立山町

12 位（2）

キリンビール 横浜工場

神奈川県横浜市

3 位（8）

ニッカウヰスキー余市蒸溜所

北海道余市町

13 位「初」

京都御所

京都府京都市

4 位（14）

東京ジャーミイ トルコ文化センター

東京都渋谷区

14 位「初」

海上保安資料館 横浜館

神奈川県横浜市

5 位（19）

ファーム富田

北海道中富良野町

15 位（-）

ANA 機体工場見学

東京都大田区

6 位「初」

ニッカウヰスキー 仙台工場
宮城峡蒸溜所

宮城県仙台市

16 位「初」

浜名湖ガーデンパーク

静岡県浜松市

7 位「初」

神戸市役所 展望ロビー

兵庫県神戸市

17 位（4）

海上自衛隊呉史料館

広島県呉市

8 位「初」

皇居東御苑（旧江戸城本丸跡）

東京都千代田区

18 位「初」

モエレ沼公園

北海道札幌市

9 位（-）

サントリー白州蒸溜所・天然水南
アルプス白州工場

山梨県北杜市

19 位（-）

野毛山動物園

神奈川県横浜市

10 位（5）

ホテルニューオータニ日本庭園

東京都千代田区

20 位（13）

東京都庁展望室

東京都新宿区

■「旅好きが選ぶ！日本人に人気の無料観光スポット 2019」トップ 20 は以下の旅リストからもご覧いただけます。
旅リスト： https://www.tripadvisor.jp/Trips/93547999
【評価方法】
「旅好きが選ぶ！日本人に人気の無料観光スポット 2019」は、2018 年 10 月から 2019 年 9 月の 1 年間にトリップア
ドバイザーに投稿された日本語の口コミの評価（5 段階）の平均点、口コミの投稿数などをもとに、有料であることが一
般的と思われる観光施設・資料館・ツアーなどのうち、無料で楽しめる日本国内の観光スポットを選び、独自のアルゴ
リズムで集計したものです。また、投稿された口コミで、その施設が無料であることについて言及されている施設を対
象としています。

【口コミピックアップ】
■13 位「初」 『京都御所』（京都府京都市）－皇室ゆかりの建築物がここに！秋は庭園で紅葉を堪能！
2016 年より通年公開となり、気軽に見学できるようになった
『京都御所』。明治の東京遷都以前の旧皇居でその敷地内
には、かつて即位などの諸種の儀式や公事が行われた「紫
宸殿」や天皇の日常の居所とされた「清涼殿」など、歴史建
築が多く現存し、見どころ満載です。また、整然として美しい
「御池庭」では、春には桜、秋には紅葉と、季節ごとに異な
る風景が楽しめます。口コミでは、予約なしで見学できるこ
とに対し喜ぶ声や「歴史的・芸術的価値の高い建物の数々
はもちろんですが、庭園の素晴らしさに感動しました。」とい
った立派な建物や見事な庭園に感動する声が目立ちまし
た。

■16 位「初」 『浜名湖ガーデンパーク』（静岡県浜松市）－四季折々の花々が咲き誇る絶景スポット！
浜名湖花博の会場を再整備し 2005 年に開園。広大な園内
には花畑や様々な庭園があり、どの季節に訪れても美しい
絶景が楽しめます。中でも、花が一面に咲き誇る「花ひろ
ば」やクロード・モネの庭園を模した「花の美術館」は見応え
があり、口コミでは、「四季を通して手入れの行き届いた花
が楽しめ、とても癒やされます。」や「花の美術館前の庭園
では、たくさんの花が咲き乱れ、とても美しくて感動！！」と
いった声が多く寄せられていました。この他、子供が遊べる
広場や家族で楽しめる遊覧船ガーデンクルーズなど様々な
施設があることから、子連れ家族からカップル、お年寄りま
で年齢問わず楽しめるといった声も見受けられました。

■18 位「初」 『モエレ沼公園』（北海道札幌市）－イサム・ノグチの世界感が広がる、観て、触れて楽しむアートパーク
世界的に著名な彫刻家イサム・ノグチが手がけた都市公
園。広々とした園内には、彫刻作品や人工の山、噴水、遊
具などが整然と配置され、北海道の雄大な自然とアートが
融合した美しい景観が楽しめます。また、外観が印象的な
「ガラスのピラミッド “HIDAMARI”」では、ギャラリーやショッ
プに加え本格フレンチも楽しめるようです。「人工の山、芝
生広場、水遊び場、オブジェ、そしてレストランと広大な敷地
になんでもあります」や「四季折々行きましたが、春はエゾ
ヤマザクラの名所、夏は噴水、秋は紅葉、冬は歩くスキー
が楽しめます。」といった口コミから、季節問わずいつ訪れ
ても魅力的な場所であることがうかがえます。

■ 「旅好きが選ぶ！日本人に人気の無料観光スポット 2019」トップ 20 は下記 URL からご覧いただけます。
URL：https://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/best-freeattractions/
■ 「旅好きが選ぶ！日本人に人気の無料観光スポット 2019」トップ 20 の施設写真は下記 URL よりダウンロードし
ていただけます。
URL: https://www.dropbox.com/sh/ccp330esvk01ce6/AABehl7E8cz7a9wWrfmCW8pHa?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について：
世界最大の旅行プラットフォーム*、トリップアドバイザー（本社:米国マサチューセッツ州ニーダム、NASDAQ:TRIP）
は、毎月 4 億 6,000 万人**に利用され、最高の旅の実現をサポートしています。国内外の旅行者はトリップアドバイザ
ーのサイトやアプリにアクセスすることで、860 万件の宿泊施設、レストラン、ツアーやチケット、航空会社、クルーズに
ついて投稿された 8 憶 3,000 万件を超える口コミ情報や評価を参照できます。旅マエでも旅ナカでも、宿泊プランや
航空券のお得な料金を比較したり、人気のツアーやチケット、そして素敵なレストランの予約をしたりできます。トリップ
アドバイザーは頼れる旅のパートナーとして、世界 49 の国と地域、28 言語でサービスを展開しています。
TripAdvisor, Inc. 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、以下の旅行関連サイトを子会社を通じて
管理・運営しています:
www.airfarewatchdog.com, www.bokun.io, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (www.lafourchette.com,
www.eltenedor.com, www.restorando.com を含む), 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: Jumpshot for TripAdvisor Sites, worldwide, June 2019
**出典: TripAdvisor internal log files, average monthly unique visitors, Q3 2019
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