2020 年 2 月 25 日

注目の観光地、今後注目の観光地は？

トリップアドバイザー、「2020 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト 観光地」を発表
日本の高松市（香川県）が今後注目の観光地として世界で 17 位にランクイン！
口コミとランキングで見つかる世界最大の旅行プラットフォーム「Tripadvisor®」（トリップアドバイザー、本社：マサチ
ューセッツ州ニーダム、NASDAQ：TRIP、CEO：ステファン・カウファー、日本語版サイト: www.tripadvisor.jp）は、
本日、2020 トラベラーズチョイスアワードの観光地ランキングを発表しました。なお、今年から新たに 2 つのカテゴリ
ーが加わりました。一つは、『注目の観光地』として、過去 1 年間で旅行者からの口コミや評価が急上昇した観光地
を選出しています。もう一つは、『今後注目の観光地』として、すでに一部の旅行者にはお気に入りの観光地として
「旅リスト」に保存され、これから人気がでると注目される観光地のランキングとなっています。
トリップアドバイザーのブランド部門バイスプレジデントのニーラ・パル（Neela Pal）は次のようにコメントしています。
「素晴らしい旅行は、多くの場合、以前にその場を訪れたことのある旅行者からインスピレーションを受け、導かれる
ものです。注目の観光地、今後注目の観光地のランキングは、トリップアドバイザーの旅行者からの関心度の増加
や口コミなどに基づいているため、新しい場所を発見するためのインスピレーションや計画にうってつけの指標にな
るでしょう。トリップアドバイザーを活用する多くの旅行者の皆さんに、現在注目されている人気のところから、より冒
険的で探検意欲をそそるような新しく魅力的な場所まで、この度発表した観光地をチェックして、できれば実際に訪
れて欲しいものです！」
日本では、香川県高松市が今後注目の観光地として、世界で 17
位に選出されました。高松市の観光スポットで常に上位にランクイ
ンしている「栗林公園」は、近年トリップアドバイザーの「外国人に
人気の観光スポット」ランキングにおいても 3 年連続でランクイン
しており、国内外での人気が高まっていることがうかがえます。口
コミでも、“Spectacular garden, well worth the visit（素晴らしい
庭園、訪れる価値あり！）”や“必ずガイドブックに載る理由がわ
かる”と言ったように、その価値について書かれているものが多く
見受けられました。また、「うどん県」と名高い香川県の玄関口で
ある高松空港では、うどんの出汁が出てくる蛇口が設置されて
おり、口コミでも“展望デッキも良かったのですが、個人的にはう

栗林公園（香川県高松市）

どんの出汁が出てくる蛇口がとても印象に残っています。人生
で初めて蛇口をひねるのが楽しいと感じました。笑”、とそのユニークな仕掛けが旅行者を楽しませているようです。
本年から新たに発表された、注目の観光地の 1 位にはインドのコーチ（コーチン） が輝き、今後注目の観光地の 1
位にはロシアのカリーニングラードが選ばれました。それぞれのランキング一覧（トップ 25）は、次貢でご覧いただけ
ます。また、人気の観光地や人気のビーチを含む、「2020 トラベラーズチョイス 観光地」の全てのランキングは、以
下の URL からご覧いただけます。
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice

注目の観光地ランキング 世界トップ 25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

コーチ (コーチン), インド
ルソン島, フィリピン
ポルト, ポルトガル
ポルト・セグーロ, ブラジル
グラマード, ブラジル
ロンボク島, インドネシア
ダナン, ベトナム
ザキントス, ギリシャ
テルアビブ, イスラエル

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

クラクフ, ポーランド
マルタ島, マルタ
ホーチミン, ベトナム
クスコ, ペルー
ブエノスアイレス, アルゼンチン

ウィーン, オーストリア
フェルテベントゥラ, スペイン
メキシコシティ, メキシコ
チェンマイ, タイ

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

フェズ, モロッコ
ブダペスト, ハンガリー
ザンジバル, タンザニア
カルタヘナ, コロンビア
エジンバラ, イギリス
セブ島, フィリピン
モスクワ, ロシア

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ペトロポリス, ブラジル
アントワープ, ベルギー
ミリッサ, スリランカ
アルヴォル, ポルトガル
ウイニペグ, カナダ
ダーウィン, オーストラリア
アグラ, インド

今後注目の観光地ランキング世界トップ 25
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カリーニングラード, ロシア
サランダ, アルバニア
ベイルート, レバノン
ルクソール, エジプト
ナウサ, ギリシャ
リューゲン島, ドイツ
フーコック島, ベトナム
モノ―ポリ, イタリア
ラ パス, ボリビア

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

キュラソー, カリブ諸島
オレロン島, フランス
グアヤキル, エクアドル
タルサ, アメリカ
イプスウィッチ, イギリス
フランシュフック, 南アフリカ
タンジール, モロッコ
高松市, 日本
カーラ デ オル, スペイン

注目の観光地、および今後注目の観光地は、トリップアドバイザーを活用している旅行者から寄せられた宿泊施
設、レストラン、観光施設に対する口コミや評価をもとに、前年比の増加、予約の関心度、および検索量の増加など
を鑑み、独自のアルゴリズムを用いて決定しています。また、今後注目の観光地については、トリップアドバイザー
の利用者が「旅リスト」に情報を保存したことも考慮されています。
トリップアドバイザーでは、旅行者が気になる場所、レストラン、観光施設を自身の「旅リスト」として保存できます。
各施設のページに掲載されているハートのアイコンをタップするだけで、簡単に旅行のアイデアや計画を保存できる
大変便利な機能です。「旅リスト」については、こちらをご覧ください。
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は、毎月 4 億 6,300 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 億 5,900 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.（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, www.bookatable.co.uk 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.singleplatform.com, www.smartertravel.com,
www.tingo.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com.
*出典: Jumpshot for Tripadvisor Sites, worldwide, November 2019
**出典: Tripadvisor internal log files, average monthly unique visitors, Q3 2019
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