2017 年 6 月 8 日

プレスリリース

トリップアドバイザー「外国人に人気の観光スポット 2017」を発表
～上位 3 位は、『伏見稲荷大社』、『アキバフクロウ』、『広島平和記念資料館』！
大阪府の『マジックバー フレンチドロップ』、『ROR コメディー』、三重県の『なばなの里』がランキング初登場～
口コミを読んで予約もできる世界最大の旅行サイト「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外国
語の口コミ評価をもとに、「外国人に人気の観光スポット 2017」を発表しました。定番の観光名所と言われる神社仏閣
やお城から、日本人には馴染みがないニッチなスポットまでが選ばれたユニークなランキングとなりました。
本年で 9 回目となる当ランキングでは、『伏見稲荷大社』（京都府京都市）が 4 年連続で 1 位に選ばれました。2017 年
6 月現在、これまでに伏見稲荷大社に寄せられた口コミ数は 15,808 件ですが、なんとそのうち 13,210 件が外国語の
口コミです。英語、スペイン語、イタリア語、中国語、フランス語、ポルトガル語など、あらゆる言語の口コミが寄せられて
おり、世界中の旅行者が訪れる日本を代表する観光名所となったことが伺えます。2 位には昨年 9 位から順位を上げ
た『アキバフクロウ』（東京都千代田区）が、3 位には『広島平和記念資料館』（広島県広島市）がランクインしました。
ランキングに今年初登場したのは、マジックショーが楽しめる大阪府の『マジックバー フレンチドロップ』、英語のコメデ
ィーショーが楽しめる『ROR コメディー』、そしてイルミネーションが美しいと話題の三重県の『なばなの里』の 3 か所で
した。大阪を訪れた際、USJ や大阪城、海遊館、黒門市場などを日中に訪れ、夜はマジックバーやコメディーショーに行
くというような旅程を組む外国人観光客も増えてきていることが伺えます。『アキバフクロウ』も含め、こうした日本人に
はあまり馴染みが無いようなスポットが外国人観光客からの人気を受け、日本人にも広がっていく現象が今後増えてい
きそうです。
都道府県別にみると、京都府から 7 か所、東京都から 5 か所、広島県から 4 か所、奈良県・神奈川県・大阪府からそ
れぞれ 2 か所、和歌山県・兵庫県・石川県・沖縄県・長野県・千葉県・三重県・山梨県からそれぞれ 1 か所のスポットが
選ばれました。地方都市にも外国人観光客の訪問地が広がっているのが伺えます。

【外国人に人気の日本の観光スポット 2017 トップ 30】 ※ カッコ内は昨年順位、「初」はランキング初登場の意
1 位 (1)
伏見稲荷大社
京都府京都市
16 位 (-)
長谷寺
神奈川県鎌倉市
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アキバフクロウ

東京都千代田区
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広島県廿日市市
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18 位 (21)
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広島県廿日市市
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20 位 (-)
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清水寺

京都府京都市

21 位 (25)

明治神宮

東京都渋谷区

7 位 (6)

新宿御苑

東京都新宿区

22 位 「初」 マジックバー フレンチドロップ 大阪府大阪市

8 位 (8)

金閣寺

京都府京都市

23 位 「初」 ROR コメディー

大阪府大阪市

9 位 (11)

箱根彫刻の森美術館

神奈川県箱根町

24 位 (24)

弥山

広島県廿日市市

10 位 (12)

高野山 奥之院

和歌山県高野町

25 位 (-)

両国国技館

東京都墨田区

11 位 (7)

奈良公園

奈良県奈良市

26 位 (17)

成田山 新勝寺

千葉県成田市

12 位 (13) 禅林寺 永観堂

京都府京都市

27 位 「初」 なばなの里

三重県桑名市

13 位 (-)

姫路城

兵庫県姫路市

28 位 (23)

河口湖

山梨県富士河口湖町

14 位 (20)

兼六園

石川県金沢市

29 位 (26)

京都駅ビル

京都府京都市

15 位 (5)

サムライ剣舞シアター

京都府京都市

30 位 (14)

三十三間堂

京都府京都市

【評価方法】
2016 年 4 月〜2017 年 3 月の 1 年間にトリップアドバイザー上の日本の観光スポットに投稿された外国語の口
コミの評価、投稿数などをもとに、独自のアルゴリズムで集計しています。

■ 22 位 『マジックバー フレンチドロップ』（大阪府大阪市） － 大阪で過ごす金曜の夜は、ここからスタート！
多くの旅行者から 5 点満点評価を得ている大阪府の『マジッ
クバー フレンチドロップ』がランキング 22 位に初登場。“If
you are visiting Osaka, make sure you come here! Was
pretty skeptical going in, but it was one of the most fun
nights we had in Japan!（もし大阪を訪れるなら、ここに立ち
寄るべき！始めは少し怪しい感じがしましたが、日本滞在中
で最も楽しい一夜となりました。）”と、大阪を訪問したならば
外 せ な い 場 所 と い う 意 見 も 。 “ Hilarious, fun and most
importantly full of illusions. Had a fantastic night here,
great for both locals and English speaking tourists alike,
highly recommend!（とても面白くて、楽しくて、そして何より
もイリュージョンに溢れています。素晴らしい夜が過ごせまし
た。地元の人も英語を喋る観光客も両方楽しめると思います。
とてもおススメです！）”と、誰でも楽しめる場所のようです。
■ 23 位 『ROR コメディー』（大阪府大阪市） － 大笑いしたのは久しぶり！大阪で見る英語のコメディーショー
ランキング 23 位に初登場したのは、大阪府の『ROR コメデ
ィー』。「笑いの聖地」とも言える大阪で、英語のコメディーを
披露してくれるこちらの施設は、”If you need a good laugh,
ROR Comedy is the place to go. Stand-up comedy at its
best. Local English/New Zealand/Scottish ex-pats giving
their skewered view of living in Japan.”（もし大笑いしたい
なら、ROR コメディーに行くべき。ライブで見るコメディーは
最高。イギリス、ニュージーランドやスコットランド出身の人た
ち自身の視点から話す日本での生活が面白は大変面白い
です。）”や、“Awesome evening- can't remember the last
time I laughed so hard.（素晴らしい夜だった。こんなに大笑
いしたのはいつ以来だろう。）”など、外国人旅行者から絶賛
の口コミが多々寄せられています。
■ 27 位 『なばなの里』（三重県桑名市） － 何度でも訪れたくなる美しいイルミネーションが人気の観光スポット
三重県の『なばなの里』が、ランキング 27 位に初登場。冬の
野外イルミネーションや、春から秋にかけての美しい花を見
に訪れる人が多いようです。
“The best outdoor illumination I have ever seen（これまで
で最も素晴らしい野外イルミネーション）”と、イルミネーショ
ンを称賛する投稿が多数寄せられています。また、“This is
my 2nd visit after my 1st visit in Dec 2014 as this is a
beautiful attraction that shouldn't be missed.（2014 年 12
月に初めて訪れ、今回は 2 回目。ここは絶対に見逃しては
ならない観光スポットです。）”と、リピーターも多いようです。
“It is the only reason we stayed overnight at Nagoya, just
to visit this flower park.（このフラワーパークを訪れることが
名古屋に一泊した理由です）”というように、名古屋から訪れ
る人が多いようです。

■「外国人に人気の観光スポット 2017」は下記の URL からご覧いただけます。
http://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/inboundattraction_2017/

■ 写真素材は、以下の URL からダウンロード可能です。
https://www.dropbox.com/sh/0009pgh8u0zaen3/AAAadyjYPa64O8Sn63UV_Rkma?dl=0

トリップアドバイザーについて
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ズに合
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.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com.
*出典: comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide, 2016 年 12 月
**出典: TripAdvisor log files, Q1 2017

お問合せ先
トリップアドバイザー株式会社 広報担当
Tel：03-4510-3109
E-mail: jp-pr@tripadvisor.com

