2016 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 2016」を発表
~日本の No.1 ビーチは、車で砂浜を走れる随一のビーチ『千里浜なぎさドライブウェイ』~
旅の計画から予約までをサポートする世界最大の旅行口コミサイト「TripAdvisor®」（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 :
https://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をもとに、実際に訪れ
た旅行者に高く評価された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 2016」を発表
しました。
今回で 4 年目となる「トラベラーズチョイス™ 世界のベストビーチ 2016」には、世界各国から 342 のビーチが選ば
れました。2016 年の世界 No.1 ビーチに選ばれたのは、カリブ海のタークス・カイコス諸島にある砂糖の ように真
っ白なパウダー状の砂浜が広がる『グレース ベイ』でした。アジア 1 位のビーチに選ばれたのは、アジアで今一番
注目される国と言っても過言ではないミャンマーの『ガパリビーチ（Ngapali Beach）』。日本のランキングでは、トッ
プ 10 に沖縄県のビーチが 9 つランクインする中、1 位に選ばれたのは石川県羽咋市の『千里浜なぎさドライブウェ
イ』でした。北陸を代表する海岸で、日本で唯一「車で走れる砂浜」として知られている全長 8km のユニークなビー
チが人気を集めました。当ランキングは、2014 年 11 月から 2015 年 10 月の 1 年間に投稿された世界中の旅行
者の口コミの評価点（5 段階）、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。

■ 「砂浜を疾走」 -- 日本のビーチランキング初の 1 位に輝いた『千里浜なぎさドライブウェイ』
2016 年の日本のビーチ 1 位に選ばれたのは、日本で唯一、車で砂
浜を走れる全長 8km の『千里浜なぎさドライブウェイ』。「砂浜を車で
走るのは初めての経験でした。波打ち際を走るなんて本当に不思議
な感覚です。」、「潮風を受けながら窓全開で砂浜をドライブするとと
ても気持ちいい！間近に海を見ながら走れる爽快感はここならでは
ですね♪」などの口コミが寄せられています。波打ち際のドライブは、
まさに爽快！もちろん泳ぐこともできるので、夏場には海水浴や潮
干狩りで大勢の人たちで賑わいます。
砂浜を疾走！

日本のベストビーチ トップ 10 （※カッコ内は前年度順位）
順位

ビーチ名

所在地

1 位(9)

千里浜なぎさドライブウェイ

石川県 羽咋市

2 位(2)

ニシ浜ビーチ

沖縄県 波照間島 竹富町

3 位(1)

与那覇前浜ビーチ

沖縄県 宮古島

4 位(-)

古座間味ビーチ

沖縄県 座間味村

5 位(3)

コンドイビーチ

沖縄県 竹富島 竹富町

6 位(5)

阿波連ビーチ

沖縄県 渡嘉敷島 渡嘉敷村

7 位(7)

はての浜

沖縄県 久米島町

8 位(4)

新城海岸

沖縄県 宮古島

9 位(-)

北浜ビーチ(ニシハマビーチ)

沖縄県 座間味村

10 位(8)

砂山ビーチ

沖縄県 宮古島

■ 世界の No.1 ビーチは、タークス・カイコス諸島のプロビデンシアレス島にある『グレース ベイ』
「プロビデンシアレス島」と聞いてもそれがどこか分からない人が殆ど
でしょうか。カリブ海に浮かぶ英国領の島。ニューヨークから飛行機で
3 時間程度の場所に位置しています。「Almost heaven（まるで天国）」、
「The water is so clear and blue you feel like you are in a postcard
（水が青くて透明で、まるで絵葉書の中にいるみたい）」と、訪れた人
はその美しさに感動。日本語の口コミはまだ少ないながらも、「日本か
らはとても遠いですが、2 日間かけてくる価値があるくらい、静かで癒
される場所です。遠浅で、波も高くなく、あまり泳げない人でも楽しめま
す。 小さい魚達が泳いでいるのが肉眼で見えるほど綺麗なので、感
動しますよ！！」と、絶賛する投稿が寄せられています。
世界のベストビーチ トップ 25
順位

ビーチ名

所在地 （国名）

1位

グレース ベイ

プロビデンシアレス島 （タークス カイコス諸島）

2位

サンチョ湾ビーチ

フェルナンド デ ノローニャ （ブラジル）

3位

プラヤ・パライソ

カヨ・ラルゴ （キューバ）

4位

アンスラジオ

プララン島 （セイシェル）

5位

カヨ・デ・アグア

ロス・ロケス国立公園 （ベネズエラ）

6位

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）

7位

プラヤ・デ・セス・イレテス

フォルメンテーラ （スペイン）

8位

ガパリビーチ

ガパリ （ミャンマー）

9位

ウェスト・ベイビーチ

ロアタン島 ウェスト・ベイ

10 位

ナクパンビーチ

パラワン島 エルニド （フィリピン）

11 位

マホビーチ

セント・ジョン島 クルスベイ （アメリカ領ヴァージン諸島）

12 位

ホワイトヘブンビーチ

ウイットサンデー島 （オーストラリア）

13 位

シャルム エル ルリ

マルサ アラム （エジプト)

14 位

エラフォニシビーチ

クレタ島 エラフォ二シ （ギリシャ）

15 位

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）

16 位

ザ バス

バージン ゴルダ （イギリス領ヴァージン諸島）

17 位

キャンプス ベイビーチ

ケープタウン （南アフリカ）

18 位

プライア・ダ・マリーニャ

カルヴァエイロ

19 位

カタノイビーチ

カロン （タイ）

20 位

クリアウォータービーチ

フロリダ州クリアウォーター （アメリカ）

21 位

プラヤ パライソビーチ

トゥルム （メキシコ）

22 位

アゴンダビーチ

アゴンダ （インド）

23 位

ホースシュー ベイ ビーチ

サウスハンプトン （バミューダ）

24 位

タモンビーチ

タモン （グアム）

25 位

プライア・デ・サンタマリア

サンタマリア （カーボベルデ）

（ホンジュラス）

（ポルトガル）

■ アジアの No.1 ビーチは、ミャンマー随一のビーチ『ガパリビーチ』
「アジア最後のフロンティア」と称され、注目を集めているミャ
ンマー。ビジネスのみならず、観光地としても最近は人気を集
めています。ガパリはミャンマー随一のビーチリゾート。ココナ
ッツの木がそびえる白い砂浜と、肩までつかっても足元がは
っきり見える透明度の高い海が広がり、落ち着いた雰囲気で
のんびりするのに最高です。「水が綺麗で、適度な波があり、
手つかずの自然に囲まれたお勧めのビーチ」、「癒されたい方
にオススメ。」、「このビーチで夕日を見ながら食事やカクテル
を飲むのは最高です」と、訪れたくなる口コミが寄せられてい
ます。なお、『千里浜なぎさドライブウェイ』はアジアのビーチ
25 位にランクインしています。

のんびりゆったりするのに最高

アジアのベストビーチ トップ 25
順位

ビーチ名

所在地 （国名）

1位

ガパリビーチ

ガパリ （ミャンマー）

2位

ナクパンビーチ

パラワン島 エルニド （フィリピン）

3位

カタノイビーチ

カロン （タイ）

4位

アゴンダビーチ

アゴンダ （インド）

5位

プカシェルビーチ

ボラカイ島 （フィリピン）

6位

ナイハーンビーチ

プーケット島 ラワイ （タイ）

7位

サンライズビーチ

リペ島 （タイ）

8位

パロレムビーチ

カナコナ （インド）

9位

オトレスビーチ

シアヌークビル （カンボジア）

10 位

ラドハンガービーチ

ハブロック島 （インド）

11 位

ギリメノビーチ

ギリメノ島 （インドネシア）

12 位

ホワイトビーチ

ボラカイ島 （フィリピン）

13 位

プラナンビーチ

アオナン （タイ）

14 位

ミリッサビーチ

ミリッサ （スリランカ）

15 位

ライレイ ビーチ

クラビ （タイ）

16 位

アンバンビーチ

ホイアン （ベトナム）

17 位

バランガンビーチ

バリ島 クタ （インドネシア）

18 位

マンドレムビーチ

マンドレム （インド）

19 位

キャベロッシムビーチ

キャベロッシム （インド）

20 位

亜龍湾

三亜 （中国）

21 位

タートルサンクチュアリビーチ

トレンガヌ州 （マレーシア）

22 位

海雲台ビーチ

釜山 （韓国）

23 位

タンジュンルー

ランカウイ島 （マレーシア）

24 位

ヌサ ドゥア ビーチ

バリ島 ヌサドゥア （インドネシア）

25 位

千里浜なぎさドライブウェイ

石川県 羽咋市 （日本）

トリップアドバイザーのチーフ・ マーケティング ・オフィサーであるバーバラ・メッシングは次のようにコメントしてい
ます。「今回のトラベラーズチョイス™ アワードは、世界のベストビーチを明らかにするものです。青い空と白い砂
浜。ビーチは旅行者が最も好きな目的地の一つです。トリップアドバイザーコミュニティーの投稿によって選ばれた
2016 年の受賞ビーチのリストは、行き先を決め、次の旅行を予約するために役に立つこと間違いありません。」

■ 「トラベラーズチョイス™ 世界のベストビーチ 2016」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

世界:

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

アジア:

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

トリップアドバイザーとは:
トリップアドバイザーは、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。何百万もの旅行者のアドバイ
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 47 カ国でサイトを展開し、世界 620 万軒を超
えるホテル、レストラン、観光スポットに対して 3 億 2,000 万件以上の口コミ情報を掲載しています。月間ユニークユーザー
数は約 3 億 5,000 万人**。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 23 の旅行関連サイトを運営しています:
http://www.airfarewatchdog.com
http://www.everytrail.com

http://www.bookingbuddy.com

http://www.familyvacationcritic.com

(http://www.lafourchette.com
http://www.dimmi.com.au

http://www.eltenedor.com
を

http://www.holidaywatchdog.com
http://www.niumba.com

含

む

http://www.flipkey.com
http://www.iens.nl

),http://www.gateguru.com

http://www.tingo.com

http://www.holidaylettings.co.uk

http://www.oyster.com
http://www.travelpod.com

http://www.vacationhomerentals.com http://www.viator.com http://www.virtualtourist.com
*出典:

comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide 2015 年 11 月

**出典:

TripAdvisor log files, average monthly unique users, Q3 2015

お問合せ先
トリップアドバイザー株式会社 広報担当
東（ヒガシ）Tel: 03-4510-3131 ／ 秋山 Tel：03-4510-3147
E-mail: jp-pr@tripadvisor.com

http://www.thefork.com
http://www.besttables.com

http://www.independenttraveler.com

http://www.onetime.com

http://www.smartertravel.com

http://www.cruisecritic.com

http://www.jetsetter.com
http://www.seatguru.com
http://www.tripbod.com

