プレスリリース

2019 年 3 月 26 日

トリップアドバイザーの口コミで選ぶ、世界の人気観光地ランキング 2019 を発表
～ 世界の人気観光地 1 位は「ロンドン」。「東京」が日本のランキング 6 年連続１位に ～
口コミとランキングで見つかる旅の情報サイト「TripAdvisor®」（トリップアドバイザー、本社：マサチューセッツ州ニー
ダム、NASDAQ：TRIP、CEO：ステファン・カウファー、日本語サイト：www.tripadvisor.jp）は、トリップアドバイザー上
で旅行者が高く評価した観光都市・島をランキング化した、「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光地ランキング
2019」を発表しました。世界一の観光地に選ばれたのは『ロンドン（イギリス）』。日本のランキングでは、6 年連続で
『東京 23 区（東京都）』が 1 位に選ばれました。
「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光地 2019」ランキングは、2017 年 12 月～2018 年 12 月の約 1 年間にトリッ
プアドバイザーに投稿された各都市や島の観光施設・宿泊施設・レストランの口コミの量、評価、予約関心度をもとに、
独自のアルゴリズムで集計したものです。11 回目となる本年は、世界各地から 401 の観光地が選出されました。
ピーク時期を避けてお得に旅行
多くの旅行者が毎年有名な観光地を訪れます。これらの観光地へ旅行を計画する際、ピーク時期をチェックすると良
いでしょう。よくあることですが、ピーク時期を少し避けるだけで、人混みに合わずに済んだり、航空運賃や宿泊代を安
く抑えたりすることができます。例えば、ロンドンを訪れる場合、7 月より 9 月のほうが 15％宿泊代を節約できる結果
がでています…¹。また、その観光地でお決まりのスポットを巡るのではなく、あまり知られていないエリアを散策すると、
混雑を避けるだけでなく、よりその土地ならではの体験をすることができます。
ロンドンの英ロイヤルウェディングブーム
世界中を話題の渦に巻き込んだハリー王子とメーガン妃の結婚のニュースもあり、昨年ロンドンは注目の観光地とな
りました。そして、トリップアドバイザーでランキング上位の人気スポットは、ロンドンを訪れた旅行者たちで大賑わいと
なり、特にイギリス王室に所縁のある観光名所を巡る体験ツアーの予約は、前年より大幅にアップしました…²。


ロンドンのツアー：衛兵の交代式やバッキンガム宮殿を見学 – 予約件数は対前年比 231％増



ロンドンからウィンザー城への送迎 – 予約件数は対前年比 173％増



ロンドン発、バッキンガム宮殿とウィンザー城への日帰り旅行 – 予約件数は対前年比 94％増

人気観光地として世界 1 位に選ばれたことについて、ロンドンの DMO「Visit London」の CEO ローラ・シトロン（Laura
Citron）氏は次のように述べています。「ロンドンがトリップアドバイザーのトラベラーズチョイス 人気観光地ランキング
において 1 位に選ばれたことを大変嬉しく思います。世界最大の旅行サイトの利用者から、世界で一番人気の都市と
して選ばれたことは、日々、旅行者が最高の体験ができるよう努めてきた旅行業界全体の取組みが功を奏したからだ
と思います。ロンドンは、クリエイティブで自由な発想の中心としてシェークスピアの時代からパンク、キャットウォーク
まで、ワクワクするような歴史を刻んできました。このようなクリエイティブなエネルギーや文化的な息遣いは、フード、
ファッション、アート、展示、お店、ナイトライフなどロンドンでの生活の至る所で感じることができます。007 のジェーム
ズ・ボンドのようにテムズ川をスピードボートで駆け抜けたり、高所好きには大観覧車のロンドン・アイや超高層ビルの
ザ・シャード、東ロンドンの路地裏にあるアートストリートの探索や、ソーホーで世界の料理を食べ比べなど、皆さんの
好奇心を刺激するものがきっと見つかるはずです。これからも、より多くの旅行者の皆さんをお迎えできるのを楽しみ
にしています。」
1：ホテル料金の節約額は、ピーク時期の月とショルダーシーズンの月の平均宿泊料金の差によって計算しています。
2：イギリス王室に所縁のある観光名所を巡る体験ツアーの対前年比の伸び率は、2017 年 1 月～12 月と 2018 年 1 月～12 月にトリッ
プアドバイザー上で予約された数を比較したものです。
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【日本の人気観光地 トップ 10】 （※括弧内は前年度順位。「初」は初登場、「-」は過去に受賞歴あり）
順位

都市 （都道府県）

1 (1)

東京（23 区）（東京都）

2 (2)

京都市 （京都府）

3 (3)

大阪市 （大阪府）

4 (4)

札幌市 （北海道）

5 (5)

福岡市 （福岡県）

6 (初)

名古屋市 （愛知県）

7 (-)

広島市 （広島県）

8 (7)

那覇市 （沖縄県）

9 (6)

箱根町 （神奈川県）

10 (9)

金沢市 （石川県）

【世界の人気観光地 トップ 10】
順位

都市 （国と地域）

1

ロンドン （イギリス）

2

パリ （フランス）

3

ローマ （イタリア）

4

クレタ （ギリシャ）

5

バリ島 （インドネシア）

6

プーケット （タイ）

7

バルセロナ （スペイン）

8

イスタンブール （トルコ）

9

マラケシュ （モロッコ）

10

ドバイ （アラブ首長国連邦）

【アジアの人気観光地 トップ 10】
順位

都市 （国と地域）

1

バリ島 （インドネシア）

2

プーケット （タイ）

3

シェム リアップ （カンボジア）

4

ハノイ （ベトナム）

5

東京（23 区） （日本）

6

カトマンズ （ネパール）

7

ジャイプール（インド）

8

香港 （中国）

9

ゴア （インド）

10

サムイ島 （タイ）

【評価方法】
「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光地 2019」ランキングは、2017 年 12 月～2018 年 12 月の約 1 年間にトリップアドバイザーに投稿
された各都市や島の観光施設・宿泊施設・レストランの口コミの量、評価、予約関心度をもとに、独自のアルゴリズムで集計したものです。

2

■ 「トラベラーズチョイス™世界の人気観光地 2019」は下記の URL からご覧いただけます。
世界トップ 25
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Destinations
アジアトップ 25
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Destinations-cTop-g2
日本トップ 10
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Destinations-cTop-g294232
■ 東京、ロンドン、バリ島の写真は下記の URL からダウンロード頂けます。
https://www.dropbox.com/sh/04dvhgugwngb3tx/AAAEUllQXpbHl8d29ns9eCwBa?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 810 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、7.3 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.cruisecritic.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (including www.lafourchette.com,
www.eltenedor.com, and www.restorando.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 and www.viator.com.
*Source: Jumpshot for TripAdvisor Sites, worldwide, December 2018
**Source: TripAdvisor internal log files, average monthly unique visitors during seasonal peak in Q3 2018

本件に関する報道機関からのお問合せ先
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
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