2017 年 5 月 23 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™ 世界の人気観光スポット 2017 ランドマーク編」を発表
世界で一番人気の高い観光スポットは、カンボジアの『アンコールワット』
日本の『伏見稲荷大社』が、昨年より順位を上げ、世界の人気スポット 23 位に！

旅の計画から予約までをサポートする世界最大の旅行サイト「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：http://www.tripadvisor.jp/）は、トリ
ップアドバイザー上に投稿された世界中の旅行者の口コミをもとに、最も高く評価された世界の「ランドマーク（歴史的建
造物や遺跡などの観光名所）」をランキング化した「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光スポット 2017 ランドマーク
編」を発表しました。本年で 5 回目となる当ランキングは、文化・歴史的な背景を持つ世界中の観光名所を対象に選ば
れています。
2017 年の世界のベストランドマークは、カンボジアの『アンコールワット』が昨年の 3 位からランキングをあげて 1 位に
選ばれました。2 位にはアラブ首長国連邦にある『シェイク・ザイード・グランドモスク』が、3 位にはスペインの『コルドバ
のメスキータ (大聖堂とモスク)』がランクインしました。また、昨年世界ランキング 25 位に選ばれた京都府の『伏見稲
荷大社』は 23 位に順位を上げ、アジアランキングでは昨年と同様 5 位にランクインしました。また京都府の『金閣寺』や
『清水寺』がアジアランキングにそれぞれ 10 位、17 位と昨年よりも順位を上げ、今年もランクインしました。

【世界のランドマーク トップ 25】 （※括弧内は前年度順位。「初」は今年初登場。）

順位

ランドマーク名 （国名）

13 位 (14)

エッフェル塔（フランス）

1 位 (3)

14 位「初」

国会議事堂（ハンガリー）

15 位 (15)

ノートルダム大聖堂（フランス）

5 位 (5)

アンコールワット（カンボジア）
シェイク・ザイード・グランドモスク
(アラブ首長国連邦)
コルドバのメスキータ (大聖堂とモ
スク) （スペイン）
サン・ピエトロ大聖堂（バチカン市
国）
タージ・マハル（インド）

6 位 (7)

血の上の救世主教会（ロシア）

19 位 (-)

7 位 (16)

慕田峪長城（万里の長城）（中国）

20 位「初」

8 位 (1)

マチュピチュ（ペルー）

21 位 (21)

中央市場広場（ポーランド）
エル アテネオ グランド スプレンディッド
（アルゼンチン）
涅槃寺（ワット・ポー）（タイ）

9 位「初」

スペイン広場（スペイン）
ミラノ大聖堂（ドゥオーモ）（イタリ
ア）
ゴールデンゲート・ブリッジ（アメリ
カ）
リンカーン記念館とリフレクティン
グ・プール（アメリカ）

22 位 (22)

ブルジュ・ハリファ（アラブ首長国連邦）

23 位 (25)

伏見稲荷大社（日本）

24 位「初」

トゥルムのマヤ遺跡（メキシコ）

25 位 (24)

シドニーオペラハウス（オーストラリア）

2 位 (2)
3 位 (6)
4 位 (4)

10 位 (10)
11 位 (11)
12 位 (9)

16 位 (18)
17 位 (19)
18 位 (17)

クリスト・ヘデントール（コルコバードのキリ
スト像）（ブラジル）
エリザベス・タワー（ビッグ・ベン）（イギリ
ス）
アクロポリス（ギリシャ）

■9 位 スペイン広場 （スペイン） － スターウォーズなどの映画にも登場する美しいセビリアのスペイン広場
世界のランドマーク 9 位にランキング初登場を果たしたスペ
インのアンダルシア州の州都、セビリアにある『スペイン広
場』。闘牛やフラメンコなどで活気にあふれ、世界遺産の町
として観光客でにぎわっているセビリアですが、こちらにある
『スペイン広場』は、世界中に数多くあるスペイン広場の中で
も特に美しいと称されており、「アラビアのロレンス」や「スタ
ーウォーズ エピソード 2」などの映画の撮影にも使われてい
たそうです。世界中から「“Gorgeous and stunning”（ゴージ
ャスで際立っている！）」と絶賛する口コミが寄せられてお
り、日本からも「入ったらすご過ぎる広場の雰囲気に圧巻で
す。スターウォーズのロケ地でもあります。 周りにもタイル
の絵が前面にあり、、、とても美しいです。 何より、この前景
が素晴らしい！」「建物の壁に色々な絵画描かれていて、ひ
とつひとつ観ていると時間を忘れてしまいそうになります。ス
ペインの中にも沢山のスペイン広場という名前の観光地が
ありますが、ここが一番印象的でスケールが大きかったです。
是非、訪れてみて下さい。」とパビリオンとして建てられた建
物の壁画タイル絵やスペインの雰囲気を醸し出す広場全体
の風景が美しいと評した口コミが多々寄せられています。

【アジアのランドマーク トップ 25】 （※括弧内は前年度順位。「初」は今年初登場。）
順位

ランドマーク名（国名）

13 位 (16)

1 位 (1)

アンコールワット（カンボジア）

14 位 (14)

サンズ スカイパーク（空中庭園)（シンガポ
ール）
エメラルド寺院 (ワット・プラケーオ)（タイ）

2 位 (2)

タージ・マハル（インド）

15 位「初」

シンガポール・フライヤー（シンガポール）

3 位 (3)

慕田峪長城（万里の長城）（中国）

16 位 (-)

アクシャルダム寺院（インド）

4 位 (4)

涅槃寺（ワット・ポー）(カンボジア)

17 位 (19)

5 位 (5)

伏見稲荷大社（日本）

18 位 (12)

清水寺 (日本)
キリング・フィールド (チュンエク)（カンボジ
ア）

9 位 (9)

ペトロナスツインタワー（マレーシ
ア）
シュエダゴン・パゴダ（ミャンマー）
クチトンネル（ベンユォック）（ベト
ナム）
王宮（タイ）

10 位 (15)

金閣寺（日本）

23 位「初」

11 位 (13)

天壇大仏（中国・香港）

24 位「初」

ボロブドゥール寺院遺跡（インドネシア）
ダラダー・マーリガーワ寺院 (佛歯寺)（スリ
ランカ）
アナンダ寺院（ミャンマー）

12 位 (8)

アンベール城（インド）

25 位「初」

サイゴン中央郵便局（ベトナム）

6 位 (7)
7 位 (6)
8 位 (10)

19 位 (17)

頤和園（中国）

20 位「初」

アンコール トム（カンボジア）

21 位 (20)

景福宮（韓国）

22 位 (21)

■15 位 シンガポール・フライヤー （シンガポール） - シンガポールが一望できる世界最大級の展望スポット

世界のランドマークとしても人気を誇るカンボジアの『アンコールワ
ット』やインドの『タージ・マハル』などがランキング上位を占めるア
ジアランキングに初登場 15 位でランクインしたのは、シンガポール
のマリーナエリアにある世界最大級の観覧車、『シンガポール・フラ
イヤー』。「ホテルの近くなので、ちょっと寄ろうという程度で行きま
した。まぁ、せっかくだから、乗ってみようぐらいの気持ちで。でも最
高でしたよ。後から行ったマリーナベイサンズより眺めが良かった
です。だってそうですよね。マリーナベイサンズからは、マリーナベ
イサンズは見えませんからね。」「ここからの夜景は最高です。乗っ
て正解！かなりロマンチックな気分になります。夜景をみながら、
ディナーを楽しむコースもあるようなので、余裕がある人はこちらも
綺麗そう。ゆっくり進むし、涼しいし、椅子もある。写真を撮りまく
り、楽しい時間でした。」と口コミが寄せられています。世界中の旅
行者からも「“Amazing experience! Well worth the $33 dollar fare.
Amazing views of Singapore from the pod.”（素晴らしい経験が
できる！33 ドルを払う価値は十分にある。ゴンドラからのシンガポ
ールの景色が素晴らしい。）」と、世界最大級の規模を誇る観覧車
から眺めるシンガポールの景色は圧巻であるといった口コミが
多々寄せられています。

【日本のランドマーク トップ 10】 （※括弧内は前年度順位。「初」は今年初登場。）
順位

ランドマーク名

都道府県名

1 位 (1)

伏見稲荷大社

京都府

2 位 (2)

金閣寺

京都府

3 位 (3)

清水寺

京都府

4 位 (5)

明治神宮

東京都

5 位 (6)

浅草寺

東京都

6 位 (7)

原爆ドーム

広島県

7 位「初」

東京タワー

東京都

8 位 (4)

東大寺

奈良県

9 位 (9)

東京都庁舎

東京都

10 位 (8)

姫路城

兵庫県

■ 『東京タワー』（東京都）が 7 位にランキング初登場
『伏見稲荷大社』が昨年に引き続き世界ランキングに、『金閣寺』や『清水寺』もアジアランキングに入るなど、日本のラ
ンドマークも世界的に注目されてきている中、今年は『東京タワー』（東京都）が日本ランキングに初登場。日本人なら
誰もが知っているであろう『東京タワー』に寄せられた口コミ総数は 2017 年 5 月時点で約 6,000 件。言語別に見ると
日本語の口コミがおよそ 1,600 件に対し、外国語が 4,400 件と全口コミの約 7 割以上が外国語の口コミとなっていま
す。英語の口コミが最も多いですが、中国語をはじめとして、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、フランス語などが
多く、「”es una visita obligada, de dia se ve increible, pero de noche es espectacular verla iluminada.”（東京タワ
ーは、絶対に行くべき場所。日中の東京タワーからの景色もよいが、夜の景色は夜景が美しく最高だ。）」と多言語で
口コミが投稿されています。また、「”La torre es un icono clásico de la cuidad.”（東京の街の象徴的なタワー）」と口

コミされているように日本人同様、東京のシンボルとして、外国人観光客にも親しまれているようです。

「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光スポット 2017 ランドマーク編」は下記の URL からご覧いただけます。
日本: https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Landmarks-cTop-g294232
世界: https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Landmarks-cTop-g1
アジア: https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Landmarks-cTop-g2

【調査方法】
「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光スポット 2017 ランドマーク編」は、2016 年 1 月～2016 年 12 月の 1 年間
にトリップアドバイザー上の観光スポット（歴史的建造物や遺跡などの観光名所）に投稿された世界中の旅行者の口
コミを元に、評価点（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。

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
700 万以上の宿泊施設、エアライン、観光名所、レストランが登録されており、5 億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 200 以上の宿泊予約サイトの価格を比較し、旅行者
は自分のニーズに合ったホテルを最適価格で見つけることもできます。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 3
億 9,000 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 22 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.bookingbuddy.com, www.citymaps.com, www.cruisecritic.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com( 含 む
www.lafourchette.com ,www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.dimmi.com.au), www.gateguru.com
, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.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.vacationhomerentals.com, www.viator.com.
*出典: comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide, 2016 年 11 月
**出典: TripAdvisor log files, Q3 2016
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