2017 年 12 月 13 日

プレスリリース

トリップアドバイザー「外国人に人気の日本のホテルと旅館 2017」を発表
ホテルは『ザ・リッツ・カールトン京都』が、旅館は『京町家 楽遊 堀川五条』が 1 位を獲得
旅の計画から予約までをサポートする世界最大の旅行サイト「TripAdvisor®」の日本法人で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、www.tripadvisor.jp）は、「外国人に人気の日本のホテルと旅館
2017」を発表しました。ホテルは、昨年の 5 位から順位を上げて『ザ・リッツ・カールトン京都』が 1 位を獲得しました。旅
館の『京町家 楽遊 堀川五条』が初登場で 1 位を獲得しました。
上位にランクインしたホテルの顔ぶれは昨年と大きく変わることはなく、今年も引き続き洗練されたサービスや眺望の良
さ、設備の素晴らしさなどがポイントとなって評価されました。そんな中、今年初登場したホテルは、『ザ・リッツ・カールト
ン大阪』、『アンワインド ホテル＆バー』、『ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町』、『ザ ブリッジホテル 心斎橋』の 4 軒
でした。今年 2 月に札幌に新にオープンした『アンワインド ホテル＆バー』は、ロッジ滞在の魅力をホテルのスペックとサ
ービスで提供するコンセプトのユニークなホテルです。
旅館は、20 施設のうち 7 施設が初ランクイン。新しく登場したのは、『京町家 楽遊 堀川五条』、『四万温泉 柏屋旅館』、
『嵐山 辨慶』、『べにや無何有』、『霧の郷たかはら』、『湖南荘』、『渋温泉 古久屋』です。初登場で 1 位を獲得した『京町
家 楽遊 堀川五条』は 2016 年 6 月にオープンした町屋旅館。もとは工場として使われていた土地に新築された京町屋
旅館です。
【外国人に人気の日本のホテル 2017 トップ 20】
（括弧内は前年順位。「初」は今年初登場。）

【外国人に人気の日本の旅館 2017 トップ 20】
（括弧内は前年順位。「初」は今年初登場。）
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【評価方法】
2016 年 10 月から 2017 年 9 月の 1 年間に、日本のホテル・旅館に投稿された外国語の口コミ評価（5 段階）の平均、口コミ
の投稿数などをもとに独自のアルゴリズムで集計したものです。

■ ホテル Top 20 位のランキングは下記の URL からもご覧いただけます。

http://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/best-inbound-hotels/
ホテルの写真は下記 URL からダウンロードいただけます。
https://www.dropbox.com/sh/sb6ggnrlsrf6yaq/AABqjZfOeIO2IttNz6hyOG_Pa?dl=0

■ 旅館 Top 20 位のランキングは下記の URL からもご覧いただけます。

http://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/best-inbound-ryokans/
旅館の写真は下記 URL からダウンロードいただけます。
https://www.dropbox.com/sh/sm4p6zt0acw7fq1/AACxSISHyNMZXv6vhecfvO_Na?dl=0

＜ホテル部門上位 3 位の紹介＞

■ ホテル 1 位： 『ザ・リッツ・カールトン京都』 （京都府京都市）
昨年 5 位にランクインしていた『ザ・リッツ・カールトン京都』が初めて 1 位を獲
得しました。祇園や河原町、先斗町などの繁華街に近くて観光に便利なのはも
ちろん、鴨川のほとり、東山三十六峰を一望できる素晴らしいロケーションに建
っています。ロビーに町屋建築特有の明るさと暗さのコントラストを取り入れた
り、ホテル内の随所に「源氏物語」をコンセプトとしたアートワークを施すなど、
ラグジュアリーな空間の中に京都の伝統・文化のエッセンスが散りばめられて
います。
口コミピックアップ
・ The view from my choice of room – the Kamogawa River is just
peaceful and soothing and relaxing and very enjoyable specially during the
Sakura season. But what really makes me come back is the lovely staff.

（私が選んだ部屋からは鴨川が見えてとても静かで心地よく、リラックスできま
した。桜のシーズンはまた格別です。何よりスタッフの皆さんがラブリーでまた
戻ってきたくなります。）

■ ホテル 2 位： 『パレスホテル東京』 （東京都千代田区）
皇居を目の前にした『パレスホテル東京』。2012 年のグランドオープン以来、継
続して高い評価を受けています。バルコニーから皇居が見え、東京でありなが
ら緑を感じることができる都会のオアシスです。バルコニーからの眺めは最高
と、多くの人が口コミをしていました。都内に住んでいても、非日常を味わいゆっ
くりするために泊まる人も多いようです。
口コミピックアップ
・ This hotel is a must for stays in Tokyo. Walking distance to Imperial
Gardens with views of same. First class appointments throughout. （東京滞

在で泊まるべきホテル。皇居から歩いていけて、同じ眺めが見れます。ファース
トクラスのおもてなしが受けられます。）

■ ホテル 3 位： 『コンラッド東京』 （東京都港区）
銀座や築地へも徒歩圏内で、都内全域へのアクセスがとても便利なロケーシ
ョンにあるホテル。東京湾のウォーターフロントに位置していて、浜離宮恩賜
庭園、東京湾やレインボーブリッジの絶景を一望することができます。時間に
よって表情が変わる風景が楽しめます。お風呂に漬かりながら眺望を楽しむ
のも素敵です。
口コミピックアップ
・ Amazing service. Great views of Tokyo Bay. （卓越したサービス。東京

ベイの素晴らしい眺め。）

＜旅館部門上位 3 位の紹介＞

■ 旅館 1 位： 『京町家 楽遊 堀川五条』 （京都府京都市）
初登場で旅館部門堂々1 位を獲得。京町屋の意匠に精通した建築家の内田康
博氏が、「京町屋を新築して旅館にする」ことをコンセプトに一から設計した新築
の京町屋旅館です。2016 年 6 月にオープンしたばかりですが、口コミで既に高
い評価を得ています。温泉はありませんが、旅館の向かいには「五香湯」という
銭湯があり、無料券が貰えるようです。朝食に 1947 年創業の「まるき製パン
所」のパンが提供されるのも嬉しいポイントのひとつ。ロビーではコーヒーやお
茶が飲めて、調べもので使えるパソコンも用意されています。
口コミピックアップ
・ This is a small ryokan with a lot of character, easy access to public
transportation and a nice local onsen just in front. Warm staff, relaxing
atmosphere, good breakfast. （多くの特長がある小さな旅館です。交通機関

へのアクセスが便利で、向いにローカルで素敵な温泉があります。温かいスタッ
フ、リラックスできる雰囲気、そして美味しい朝食。）

■ 旅館 2 位： 『陽気館』 （静岡県伊東市）
2015 年にも 9 位にランクインしていた『陽気館』は今年はランキングを上げて
2 位にランクイン。『陽気館』の名物は何と言っても露天風呂。自家源泉 100%
かけ流しで 24 時間入浴可能な温泉は、海と伊東市街を一望できる素晴らしい
ロケーション。露天風呂に行くのに、館内専用のレトロな登山電車に乗るのも
また楽しい。夜はゆっくり温泉に浸かりながら、満点の星空を眺めることがで
きます。
口コミピックアップ
・ We enjoyed the Onsens daily and even though my girlfriend was a bit
shy to use the mixed bath, she loved the outdoor pool and view of the city.

（私たちは毎日温泉を楽しみました。私のガールフレンドは混浴に入るのをち
ょっと恥ずかしがっていましたが、外湯と街の眺めをとても楽しんでいました。）

■ 旅館 3 位： 『料理旅館 白梅』 （京都府京都市）
2014 年から 2016 年まで 3 年連続で 1 位を獲得していた『料理旅館 白
梅』。今年は 3 位でしたが、旅行者からは引き続き高く評価されています。
八坂神社、知恩院、青蓮院、高台寺、清水寺などの社寺へも徒歩圏内で、
四条通へも徒歩 5 分程という抜群のロケーション。白川沿いの客室、坪庭
に面した客室それぞれ京都の趣を感じることができます。京都ならではの
素材を生かした懐石料理も人気です。外国人観光客からは引き続き、女将
である Tomoko さんのサービスの素晴らしさについて口コミが多く寄せられ
ました。
口コミピックアップ
・ Tomoko runs a beautiful Ryokan and delivers an experience that I
doubt can be topped by any other ryokan in Japan. （Tomoko は美しい

旅館を経営していて、他の日本のどんな旅館でもできないような経験を提供してくれます。）

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 730 万以上の
宿泊施設、航空会社、観光名所、レストランが掲載されており、5 億 7000 万件以上の口コミ情報が寄せられています。サイト
に寄せられたこれらの情報は、旅行者がどこに泊まり、どのフライトを使い、現地で何をして、どこで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また、200 以上の宿泊予約サイトの価格を比較し、旅行者が自分のニーズに合ったホテル
をお得な料金で見つけられるよう、お手伝いしています。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 4 億 5500 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 20 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.familyvacationcri
tic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.iens.nl,
www.dimmi.com.au を含む) www.gateguru.com, 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.smartertravel.com, www.tingo.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com.
*出典: TripAdvisor log files, average monthly unique visitors, Q3 2017
**出典: comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide, July 2017
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