2018 年 12 月 4 日

プレスリリース

トリップアドバイザー「旅好きが選ぶ！日帰り温泉＆スパランキング 2018」を発表
～ 昨年惜しくも 2 位だった『豊平峡温泉（北海道札幌市）』が 1 位獲得 〜
東京・京都・沖縄・愛媛・山梨の 5 施設がトップ 20 に初登場！
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！日帰り温泉＆スパランキング 2018」を発表しました。
今年で 7 回目となる当ランキングでは、源泉かけ流しの日帰り温泉「豊平峡温泉（北海道札幌市）」が、昨年の
2 位から見事 1 位の座を獲得。そして、東京・京都・沖縄・愛媛・山梨の 5 施設がランキングに初登場しました。投
稿された口コミからも、旅先で気軽に立ち寄れる日帰り温泉を利用する旅行者が増えている様子が伺えます。
今回の見どころとしては、トップ 20 に日本最古といわれる道後温泉が 2 施設ランクインしています。2017 年
12 月にグランドオープンしたばかりの「道後温泉別館 飛鳥の湯泉」が 7 位に、そして文豪・夏目漱石の「坊っちゃ
ん」にゆかりのある歴史風情漂う「道後温泉本館」が 15 位に選ばれました。また、砂風呂や炭酸泉、茶褐色やト
ロトロの湯など、それぞれ個性的な温泉施設が並ぶ中、20 位には浅草の銭湯「蛇骨湯（東京都台東区）」がラン
クインしているのも印象的です。
【旅好きが選ぶ！日帰り温泉＆スパランキング 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

1 位（2）

豊平峡温泉

北海道札幌市

2 位（14）

ラムネ温泉館

大分県竹田市

3 位「初」

天山の湯

京都府京都市

4 位（18）

くらま温泉

京都府京都市

5 位（1）

ヘルシーランド たまて箱温泉

鹿児島県指宿市

6 位（13）

仏生山温泉 天平湯

香川県高松市

7 位「初」

道後温泉別館 飛鳥乃湯泉

愛媛県松山市

8 位（-）

前野原温泉 さやの湯処

東京都板橋区

9 位（8）

東京お台場 大江戸温泉物語

東京都江東区

10 位（-）

西の河原露天風呂

群馬県草津町

11 位「初」

龍神の湯

沖縄県豊見城市

12 位「初」

富士眺望の湯 ゆらり

山梨県南鳴沢村

13 位（10）

天山湯治郷

神奈川県箱根町

14 位（-）

砂楽

鹿児島県指宿市

15 位（-）

道後温泉本館

愛媛県松山市

16 位（-）

谷地頭温泉

北海道函館市

17 位（-）

みはらしの湯

東京都八丈町

18 位（-）

江の島アイランドスパ

神奈川県藤沢市

19 位（-）

竹瓦温泉

大分県別府市

20 位「初」

蛇骨湯

東京都台東区

【評価方法】
「旅好きが選ぶ！日帰り温泉＆スパランキング 2018」は、2017 年 10 月～2018 月 9 月の 1 年間に投稿された日本の日帰り温
泉施設への全言語の口コミを、評価点、口コミの投稿数などをもとに、独自のアルゴリズムを集計したものです。

【口コミピックアップ】
■3 位 天山の湯 （京都府京都市）
-泉質は療養泉の基準値超え！充実した館内設備で家族連れにも人気の施設
嵯峨野の地下 1,200m から湧き出る天然の湯。海水に近い
高濃度の泉質は、塩素イオン濃度が療養泉の基準値超えと
いう療養温泉です。ナトリウム・カルシウム塩化物泉で、しっと
りすべすべの肌触りが特長的。源泉足湯やフィッシュセラピ
ー、ロウリュ、さらに週末限定の炭酸泉などが楽しめます。お
食事処や休憩処などの館内設備も充実していて、1 日ゆっく
り過ごせる日帰り温泉です。
口コミでは、「家族連れにも楽しめる天然温泉としてもお勧め
の日帰り温泉」 、「館内は綺麗で清潔感あります。レストラン
のメニューも豊富」といった投稿が寄せられています。

■ 11 位 龍神の湯 （沖縄県豊見城市）
- 沖縄の夕日が絶景！オーシャンビューの天然温泉露天風呂
瀬長島ホテルにある天然温泉施設。瀬長島の地下 1,000m
から湧き出る毎分 500ℓ の豊富な湯量で、泉質はナトリウム塩化物強塩泉。天然温泉を贅沢に使用した大露天風呂と、雄
大なロケーションや慶良間諸島に沈む夕陽の眺望はまさに絶
景。那覇空港から車で約 10 分とアクセスもよく、アメニティも
充実しており手ぶらで入浴可能なので、フライト前に時間を合
わせて利用するという観光客にも人気の日帰り入浴施設で
す。
口コミでは、「海を眺めながらの入浴は格別です」、 「空港から
近いので、フライト前に立ち寄りました。中は内湯、外に海を目
の前に入れる立ち湯や露天風呂、寝湯、ロウリュ、塩のミスト
サウナなど楽しめます。」といった投稿が寄せられています。

■「旅好きが選ぶ！日帰り温泉＆スパランキング 2018」は下記の URL からご覧いただけます。
URL: https://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/best-public-bathes/
■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/yw7nl0fz6dnux2c/AADL20WpRh8pk8vAUdfXuLVYa?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.c
om, 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.jetsett
er.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

