2015 年 2 月 18 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™ 世界のベストビーチ 2015」を発表
-- アジアのビーチ 25 位中、日本から 2 か所がランクイン！
「与那覇前浜ビーチ」が 3 年連続で日本のベストビーチに選出、日本屈指のビーチの座に-世界最大の旅行口コミサイト「TripAdvisor®」の（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：www.tripadvisor.jp）は、トリップアドバイザーに投
稿された世界中の旅行者の口コミ評価をもとに、旅行者に本当に支持されているビーチをランキング化した「トラベ
ラーズチョイス™ 世界のベストビーチ 2015」を発表しました。今回で 3 年目となる「トラベラーズチョイス™ 世界の
ベストビーチ 2015」には、世界各国から 322 のビーチが選ばれました。ビーチは旅行の定番目的地と言えますが、
ゴールデンウィークや夏休みなどに行きたくなる魅力的ビーチばかりが今年も名を連ねています。当ランキングは、
2013 年 10 月～2014 年 9 月の 1 年間に投稿された世界中の旅行者の口コミを元に、星評価（5 段階）の平均、
投稿数などをもとに、独自のアルゴリズムで集計しています。

■「とにかくきれい！」 -- 3 年連続！宮古島の『与那覇前浜ビーチ』が日本のベストビーチに
【日本のベストビーチ トップ 10】（※括弧内は前年度順位）
順位

ビーチ名

所在地

1 位(1)

与那覇前浜ビーチ

沖縄県 宮古島

2 位(4)

ニシ浜ビーチ

沖縄県竹富町 波照間島

3 位(2)

コンドイビーチ

沖縄県竹富町 竹富島

4 位(7)

新城海岸

沖縄県 宮古島

5 位(9)

阿波連ビーチ

沖縄県渡嘉敷村 渡嘉敷島

6 位(-)

米原ビーチ

沖縄県 石垣島

7 位(5)

はての浜

沖縄県久米島町

8 位(8)

砂山ビーチ

沖縄県 宮古島

9 位(-)

千里浜なぎさドライブウェイ

石川県 羽咋市

10 位(-)

桂浜

高知県 高知市

栄えある 1 位を獲得したのは、3 年連続で『与那覇前浜ビーチ』で
した。「ここの砂浜の美しさはこれまで見てきた中でも群を抜いてま
す。」、“It's very beautiful and clear the sea. So I could looking
for deep of sea. （とても美しく透明な海。透き通っているから海の
深くまでを見ることが出来ました）”、“Beautiful white sand and
blue sea and as this is the most famous beach of Miyako, it's a
must visit! （美しい白い砂浜と青い海、ここは宮古で最も有名なビ
ーチ。絶対に訪れるべき！）”など、その美しさに称賛の声が数多く
寄せられました。
その他、4 位の『新城海岸』と 8 位の『砂山ビーチ』もランクインし、
宮古島のビーチの素晴らしさが高く評価されていることが証明され
ました。
エメラルドグリーンの海が広がる『与那覇前浜ビーチ』

この快挙を受け、一般社団法人宮古島観光協会会長の豊見山健児氏は次のようにコメントを寄せています。
「この度、トリップアドバイザーによる国内のベストビーチランキングが発表され宮古島の前浜ビーチが 3 年連続 1
位に輝き、また新城海岸 4 位、砂山ビーチ 8 位と上位 10 傑の内 3 か所のビーチが宮古島から選ばれたことは島
の誇りであり、宮古圏域の観光資源として、今後も自然との調和を図りながら宮古の観光資源として守っていきた
いと思います。」
■アジア ベストビーチ 1 位の座は 3 年連続でフィリピンの『ホワイトビーチ』に
【アジアのベストビーチ トップ 25】（※括弧内は前年度順位、太字は日本）
順位

ビーチ名

所在地 （国名）

1 位(1)

ホワイトビーチ

ボラカイ （フィリピン）

2 位(2)

ラドハンガービーチ

ハブロック島 （インド）

3 位(5)

ナイハーンビーチ

ラワイ （タイ）

4 位(-)

ンガパリビーチ

ンガパリ （ミャンマー）

5 位(6)

プカシェルビーチ

ボラカイ （フィリピン）

6 位(3)

アゴンダビーチ

アゴンダ （インド）

7 位(7)

ライレイビーチ

ライレイ ビーチ （タイ）

8 位(14)

カタノイビーチ

カロン （タイ）

9 位(10)

プラナンビーチ

アオ ナン （タイ）

10 位(12)

オトレスビーチ

シアヌークビル （カンボジア）

11 位(-)

パロレムビーチ

カナコナ （インド）

12 位(11)

バルカラビーチ

バルカラ （インド）

13 位(13)

ヌサドゥアビーチ

ヌサ ドゥア （インドネシア）

14 位(17)

マンドレムビーチ

マンドレム （インド）

15 位(25)

与那覇前浜ビーチ

沖縄県 宮古島 （日本）

16 位(4)

シークレットラグーンビーチ

エルニド（フィリピン）

17 位(9)

キャベロッシムビーチ

キャベロッシム（インド）

18 位(23)

クアダイビーチ

ホイアン （ベトナム）

19 位(-)

サンライズビーチ

リぺ島 （タイ）

20 位(21)

海雲台ビーチ

釜山 （韓国）

21 位(-)

トンナイパンノイビーチ

パンガン島 （タイ）

22 位(-)

ダヌシュコディビーチ

ラーメーシュワラム （インド）

23 位(8)

亜龍湾

三亜 （中国）

24 位(-)

ニシ浜ビーチ

沖縄県竹富町 波照間島 （日本）

25 位(22)

ベノーリムビーチ

ベノーリム （インド）

アジアのベストビーチランキングでも、フィリピン・ボラカイの『ホワイトビーチ』が 3 年連続で 1 位に輝きました。「砂
がとにかくきめ細かいです。また不純物が少ない、本当に白いです。」、 “There’s no trash at the beach or in
the beach walking street. （地元の人達がビーチをきれいに保っていることにビックリした。海辺や遊歩道にゴミ
がほとんど落ちていなかったです）”と、地元住民の努力で清潔に保たれていることも人気の理由のようです。

日本からは前出の『与那覇前浜ビーチ』が 15 位、波照間島の
『ニシ浜ビーチ』が 24 位にランクインし、沖縄のビーチへの注目
が高まってきていることが見受けられます。
世界の絶景ビーチと言われる『ホワイトビーチ』

■ブラジルの『サンチョ湾ビーチ』が、世界で No.1 のビーチに輝く
【世界のベストビーチ トップ 25】（※括弧内は前年度順位）
順位

ビーチ名

所在地 （国名）

1 位(1)

サンチョ湾ビーチ

フェルナンド デ ノローニャ （ブラジル）

2 位(2)

グレースベイ

プロビデンシアレス （タークス カイコス）

3 位(4)

ラビットビーチ

ランペドゥーサ島 （シチリア島）

4 位(-)

プラヤ パライソビーチ

カヨ・ラルゴ （キューバ）

5 位(6)

プラヤ・デ・セス・イレテス

フォルメンテーラ （スペイン）

6 位(7)

アンスラジオ

ブララン島 （セイシェル）

7 位(19)

ホワイトビーチ

ボラカイ （フィリピン）

8 位(3)

フラメンコビーチ (プラヤ フラメンコ)

クレブラ島 （プエルトリコ）

9 位(5)

ホワイトヘブンビーチ

ウィットサンデー島 （オーストラリア）

10 位(17)

エラフォニシビーチ

エラフォ二シ （ギリシャ）

11 位(24)

キャンプス ベイビーチ

キャンプス ベイ （南アフリカ）

12 位(25)

ラドハンガービーチ

ハブロック島 （インド）

13 位(-)

ウーラクームビーチ

ウーラクーム （イギリス）

14 位(-)

シエスタ キー パブリックビーチ

フシエスタ キー （アメリカ合衆国）

15 位(-)

ウェスト・ウェイビーチ

ウェスト・ベイ （ホンジュラス）

16 位(-)

カヨ·デ·アグア

ロス・ロケス国立公園 （ベネズエラ）

17 位(23)

プラヤ マヌエル アントニオ

マヌエル アントニオ国立公園 （コスタリカ）

18 位(-)

ナイハーンビーチ

ラワイ （タイ）

19 位(-)

シャルム エル ルリ

マルサ アラム （エジプト）

20 位(-)

イズトゥズビーチ

ダルヤン （トルコ）

21 位(-)

プラヤ・パライソ

トゥルム （メキシコ）

22 位(-)

ディアニビーチ

ディアニ ビーチ （ケニア）

23 位(-)

イーグルビーチ

パーム （アルバ島）

24 位(-)

ンガパリビーチ

ンガパリ （ミャンマー）

25 位(-)

マウンガヌイビーチ

マウント・マウンガヌイ （ニュージーランド）

ブラジルのフェルナンド デ ノローニャにある『サンチョ湾ビー
チ』が数多の世界中のビーチの 1 位に選ばれました。
“Hard access, but the water color, the sand, the view, the
cliffs, everything is amazing! One of the 10 most beautiful
natural places of the world, no doubt.（アクセスが大変だけ
ど、海の色、砂、景色、岸壁のすべてが素晴らしい！間違いな
く世界の最も美しい自然の場所の 1 つです）”と不便ながらも
行く価値があるとの口コミが数多く綴られています。“Indeed
one of the most spectacular beaches on the planet. （地球
上で最も壮観なビーチの 1 つ）”や、“Undoubtedly incredible
snorkeling! （信じられないほど素晴らしいシュノーケリングが
味わえる！）”など、透き通った美しい海でのシュノーケリング
も注目を集めています。

息を飲むほど壮観な『サンチョ湾ビーチ」

■「トラベラーズチョイス™ 世界のベストビーチ 2015」は下記の URL からご覧いただけます。
日本：

http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Beaches-cTop-g294232

アジア： http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Beaches-cTop-g2
世界：

http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Beaches-cTop-g1

トリップアドバイザーについて
トリップアドバイザー（本社：米国マサチューセッツ州ニュートン、NASDAQ：TRIP）は、旅行者が最高の旅行を計画し、
予約できる世界最大*の旅行サイト。旅行者の実体験に基づくアドバイスと、幅広い旅行の選択肢および数百を超える
予約サイトから最安値を検索できるツールとシームレスにつながったプランニング機能を提供しています。世界最大の
旅行者のコミュニティとして、世界 45 カ国でサイトを展開し、世界 440 万軒を超えるホテル、レストラン、観光スポットに
対して 2 億件以上の口コミ情報を掲載しています（中国は daodao.com として運営）。月間ユニークユーザー数は約 3
億 1500 万人**。TripAdvisor, Inc. は、トリップアドバイザーブランドサイト、旅行業界向けにトリップアドバイザーブランド
サイトの活用サービスを提供する専門部署 TripAdvisor for Business のほか、以下の 24 の旅行関連サイトを運営して
います:
www.airfarewatchdog.com,
www.bookingbuddy.com,
www.cruisecritic.com,
www.everytrail.com,
www.familyvacationcritic.com,
www.flipkey.com,
www.thefork.com
(www.lafourchette.com,
www.eltenedor.com
,www.iens.nl
を 含 む ),
www.gateguru.com,
www.holidaylettings.co.uk,
www.holidaywatchdog.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,
www.virtualtourist.com, www.kuxun.cn.
*出典:
**出典:

comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide 2014 年 8 月
Google Analytics,worldwide data 2014 年第 3 四半期 （daodao.com へのトラフィック除く）

お問合せ先
＜報道機関の方のお問い合わせ先＞
トリップアドバイザー広報事務局 （オズマピーアール内） 担当 松林、佐藤、長田、磯崎
Tel: 03-4531-0214 または 080-9368-5457 / E-mail: tripadvisor@ozma.co.jp
＜報道機関、およびその他のお問い合わせ先＞
トリップアドバイザー株式会社 広報担当 東（ヒガシ）
Tel: 03-6416-5275 または 090-7251-6384 / E-mail: mhigashi@tripadvisor.com

