2018 年 11 月 20 日

プレスリリース

トリップアドバイザー「旅好きが選ぶ！無料観光スポット 2018」を発表
～ 事前予約必須の 『JAL 工場見学 Sky Museum（東京都大田区）』が 1 位獲得 〜
復元した城跡に建つ『佐賀県立佐賀城本丸歴史館 （佐賀県佐賀市）』が初のランクイン
遊ぶ、泊まる、食べるが見つか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、過去 1 年間にトリップアド
バイザー上に投稿された口コミをもとに「旅好きが選ぶ！無料観光スポット 2018」を発表しました。
今年で 8 回目となる当ランキングですが、飛行機や潜水艦といった圧倒的なスケール感を体験できる施設や企
業の工場見学、四季折々の庭園や展望台からの絶景スポット、歴史や文化に触れられる施設などがランクイン。
ジャンルはさまざまですが、いずれも「無料とは思えない」、「無料にも関わらず…」といった声が多く、満足度の高
い施設 20 カ所が選ばれています。都道府県別でみると、今回は過半数（東京 7、神奈川 1、千葉 1）を関東にある
スポットが占める結果になりました。
毎年ランキングの変動がありますが、今回 1 位に選ばれた「JAL 工場見学 Sky Museum（東京都大田区）」を
はじめ、過去 3 年連続でトップ 20 に選ばれているのは 7 施設*ありました。その一方で、16 位に初登場した「佐賀
県立佐賀城本丸歴史館（佐賀県佐賀市）」など、日本各地には学んだり、楽しめる無料の観光スポットがまだ多く
存在しているように思えます。
秋の行楽の季節、ご家族やご友人とお出かけする際の参考にしてみてはいかがでしょうか。
【旅好きが選ぶ！無料観光スポット 2018 トップ 20】 ※（）内は昨年順位。「初」は今年初登場。
順位

施設名

所在地

順位

施設名

所在地

1 位（20）

JAL 工場見学 Sky Museum*

東京都大田区

11 位（13）

アサヒビール 吹田工場

大阪府吹田市

2 位（-）

キリンビール 横浜工場

神奈川県横浜市

12 位（5）

京都伝統産業ふれあい館

京都府京都市

3 位（-）

八芳園

東京都港区

13 位（1）

東京都庁展望台*

東京都新宿区

4 位（12）

海上自衛隊呉史料館*

広島県呉市

14 位（10）

東京ジャーミイ トルコ文化セ
ンター

東京都渋谷区

5 位（8）

ホテルニューオータニ日本庭園*

東京都千代田区

15 位（-）

成田山公園

千葉県成田市

6 位（3）

修学院離宮*

京都府京都市

16 位「初」

佐賀県立佐賀城本丸歴史館

佐賀県佐賀市

7 位（-）

黒部ダム

富山県立山町

17 位（-）

オリオンハッピーパーク

沖縄県名護市

8 位（-）

ニッカウヰスキー余市蒸溜所

北海道余市町

18 位（7）

エアーパーク（航空自衛隊
浜松広報館）*

静岡県浜松市

9 位（-）

浅草文化観光センター

東京都台東区

19 位（-）

ファーム富田

北海道中富良野町

10 位（6）

オキちゃん劇場（イルカショー）*

沖縄県本部町

20 位（-）

ヱビスビール記念館

東京都渋谷区

【評価方法】
「旅好きが選ぶ！無料観光スポット 2018」は、2017 年 9 月から 2018 年 8 月の 1 年間にトリップアドバイザーに投稿
された全言語の口コミの評価（5 段階）の平均点、口コミの投稿数などをもとに、有料であることが一般的と思われる観
光施設・資料館・ツアーなどのうち、無料で楽しめる日本国内の観光スポットを選び、独自のアルゴリズムで集計した
ものです。投稿された口コミで、その施設が無料であることについて言及されている施設を対象としています。

【口コミピックアップ】
■1 位 JAL 工場見学 Sky Museum （東京都大田区）
-社会貢献活動「空育®」の一環として、日本航空株式会社が実施している無料の工場見学
工場見学コースは約 100 分。整備士、運航乗務員、客室乗務員
などの経験者がガイドしてくれます。施設内は主に航空教室、展
示エリア、格納庫の三つに分かれていて、航空教室では、航空
機についての映像や画像を見ることができ、展示エリアでは、乗
務員・整備士の仕事紹介のほか、操縦室に座ったり制服を着て
記念撮影することも可能です。格納庫では、本物の航空機を整
備している所を間近に見学できます。見学はインターネットでの
事前予約が必要です。
口コミでは、「格納庫から見る空港と飛行機の景色は圧巻で
す。」 、「離発着の飛行機を間近で見れる」、「飛行機が間近で見
れ、大きさや迫力に圧倒されます。」といった投稿が目立ちます。

■ 16 位 佐賀県立佐賀城本丸歴史館 （佐賀県佐賀市）
- 佐賀城本丸御殿の一部を復元した佐賀城跡に建つ歴史館
日本で初めて本丸御殿を復元、木造復元建物としては日本
最大級の 2,500 平方メートルを誇ります。館内に入ると 45 メ
ートルも続く畳敷きの長い廊下や 320 畳の大広間が広がっ
ており、心地よい和空間を体感できます。時代を先導した「幕
末維新期の佐賀」をテーマに佐賀城の復元や幕末維新期を
先導した佐賀藩の科学技術、佐賀が輩出した偉人について
分かりやすく資料展示しています。
「無料なのにガイド付き」、 「入館料無料で驚きの歴史館」とい
った口コミが多く、「入場無料でこれだけのものを作った佐賀
県の文化理解度は相当なものです。」といった投稿もありまし
た。
■ 「旅好きが選ぶ！無料観光スポット 2018」は下記の URL からご覧いただけます。
URL： https://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/best-freeattractions/
■ ランキングトップ 20 の施設の写真は下記よりダウンロードしていただけます。
URL： https://www.dropbox.com/sh/6hv8rq1l4v1lq22/AACZ-WBIF8893Mmq3r8oBJMMa?dl=0
トリップアドバイザーの日本における公式サイト・アカウント：
 どこいく？トリップアドバイザー：http://tg.tripadvisor.jp/
 Twitter：https://twitter.com/tripadvisorjp
 Twitter for ビジネス：https://twitter.com/tripadvisorbizj
 Instagram：https://www.instagram.com/tripadvisor.jp
 Facebook：https://www.facebook.com/TripAdvisor.jp
 LINE：https://line.me/R/ti/p/%40xpy8261j

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 800 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、7 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で見つけられるよう、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
9000 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ーダム、NASDAQ:TRIP）は、トリップアドバイザーブランドサイト
やビジネスのほか、以下の 20 以上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.bokun.io, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com,
www.cruisecritic.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (www.lafourchette.co
m, 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.jetsette
r.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: Jumpshot for TripAdvisor Sites, worldwide, September 2018
** 出典 Source: TripAdvisor log files, average monthly unique visitors, Q3 2018

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

