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「トリップアドバイザーで家族旅行に人気！沖縄ホテルランキング 2019」を発表
～子供が楽しめる環境を提供するホテルが多くランクイン！
家族旅行に人気のホテルを口コミで確認して、子供が喜ぶ旅を計画～
口コミとランキングで見つかる旅の情報サイト「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、国内の利用者から寄せられた口コミをもとにつくられ
た「トリップアドバイザーで家族旅行に人気！沖縄ホテルランキング 2019」を発表しました。
トリップアドバイザーが先日行った調査※によると、国内の子連れ家族旅行で人気の場所の上位 3 位は、沖縄、東京、京
都という結果になりました。また、沖縄はトリップアドバイザーの各種ランキングにおいても国内外を問わず旅行者に選ば
れる人気の観光地となっており、特に口コミの傾向をみると家族旅行に人気があることが伺えます。
今年初めての発表となる同ランキングの 1 位に輝いたのは、目の前に美しいニライビーチが広がる『ホテル日航アリビラ
ヨミタンリゾート沖縄』となりました。また、2 位には国際通りまで徒歩で行ける立地の良さとキッズスペースを完備する『ホ
テルアクアチッタナハ by WBF』が、3 位には美しい海と大自然に囲まれた宮古島で自然を体験できる『宮古島東急ホテ
ル＆リゾーツ』が選ばれました。この他、本島北部（名護市、恩納村、国頭村）から 6 施設、本島中部（北谷町、読谷村）か
ら 4 施設、本島南部（那覇市、糸満市）から 6 施設、そして八重山諸島（石垣市、竹富町）から 3 施設、宮古島市から 1 施
設がランクインしました。
■ 家族旅行の利用者の口コミを見る方法
トリップアドバイザーの施設ページでは、口コミをフィルターして見れる機能がつ
いています。「旅行者のタイプ」で”ファミリー”を選択すると、家族旅行での口コミ
だけを絞って読むことができます。
←図 1： 口コミを一目で分類できる機能

さらに、検索機能を使えば、特定の言葉が記載されている口コミだけを選択で
きます。
←図 2： 検索スペース欄に「子供」と入力すると、子供という言語が入った口コ
ミのみを表示

■ 子供に関連するに人気のホテルの評価ポイント
家族旅行の口コミの内「子供」を含む内容を見ると、「子供が遊べる室内プール」「子供用のアメニティが揃う」「子供も喜ぶ
メニューのあるレストラン」などが評価のポイントであることが伺えます。
10 連休となるゴールデンウィークはもちろん、今年の夏の旅行に向けて、家族が安心して楽しめる旅の計画に口コミとラン
キングをチェックしてはいかがでしょうか。「トリップアドバイザーで家族旅行に人気！沖縄ホテルランキング 2019」のトップ
20 は次貢でご覧いただけます。

【トリップアドバイザーで家族旅行に人気！沖縄ホテルランキング 2019 】トップ 20
順位

施設名

所在地

順位

施設名

所在地

1

ホテル日航アリビラ ヨミタンリゾート沖縄

読谷村

11

ホテル JAL シティ那覇

那覇市

2

ホテルアクアチッタナハ by WBF

那覇市

12

ダブルツリー by ヒルトン那覇首里城

那覇市

3

宮古島東急ホテル＆リゾーツ

宮古島市

13

ANA インターコンチネンタル石垣リゾート

石垣市

4

ザ・リッツ・カールトン沖縄

名護市

14

ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

那覇市

5

ベッセルホテル カンパーナ沖縄

北谷町

15

ホテルモントレ沖縄スパ&リゾート

恩納村

6

はいむるぶし

竹富町

16

カフーリゾートフチャク コンド・ホテル

恩納村

7

ホテル ニラカナイ 西表島

竹富町

17

オクマ プライベートビーチ ＆ リゾート

国頭村

8

ハイアット リージェンシー 那覇 沖縄

那覇市

18

カヌチャリゾート カヌチャベイホテル&ヴィラズ

名護市

9

サザンビーチホテル&リゾート沖縄

糸満市

19

オキナワマリオットリゾート&スパ

名護市

10

ザ・ビーチタワー沖縄

北谷町

20

ヒルトン沖縄北谷リゾート

北谷町

【評価方法】
「トリップアドバイザーで家族に人気！沖縄のホテルランキング 2019」 は、2018 年 1 月から 2018 年 12 月の 1 年間に、沖縄県（本
島・離島）のホテルに投稿された「家族旅行」利用者による日本語の口コミの評価点（5 段階）と投稿数などをもとに独自のアルゴリズ
ムで集計したものです。

【口コミピックアップ】
1 位『ホテル日航アリビラ ヨミタンリゾート沖縄』（読谷村）
口コミには「ホテルには、屋外プールと屋内プールがあります。目の前に
は、ビ一チがあり子供達はきれいな海に大喜び」と大人だけでなく、子供
も楽しめる環境であることや「離乳食を提供してくれるレストランがあるた
め安心して過ごせるホテルです」など、小さいお子様を連れたご家族に
嬉しいサービスが充実していることが伺えます。

■トリップアドバイザーの口コミについて
トリップアドバイザーはホテルやレストラン、観光スポットなどの実体験に基づいたく良い口コミも悪い口コミも簡単に見
つかる旅の情報サイトです。20 年近くにわたり投稿された多くの口コミを 5 段階評価別に掲載しており、旅行タイプ、言
語、シーズン別の口コミを確認でます。さらにキーワード検索で、施設やアメニティなど事前に知っておきたい情報につ
いて書かれた口コミを見つけご参考いただけます。
■近隣スポットもチェック！
施設ページの地図から、周辺観光スポットやレストランも確認できます。地図下の「近隣の観光スポットをすべて表示」
をクリックすれば、人気観光スポットが口コミに基づいたランキング形式で表示されます。「子供」や「家族」といったキ
ーワードで検索すると、家族旅行者の口コミも見ることができます。

■「トリップアドバイザーで家族旅行に人気！沖縄ホテルランキング 2019」は以下の URL からもご覧になれます。
URL： https://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/best-okinawa-hotels-family/
■トップ 20 の施設画像は以下の URL からダウンロードしていただけます。
URL: https://www.dropbox.com/sh/wpbjwldkn1dwxlh/AAA_2kKkBqTyVw_qeB1t0zfda?dl=0
※アンケート調査概要について
サンプル数： 664 人
調査対象： 20-49 歳、既婚男女、直近 12 ヶ月に子連れ旅行を経験した人
調査期間： 2018 年 7 月
調査方法： インターネットリサーチ
調査会社/調査パネル：ジャストシステム/FastAsk

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/%40xpy8261

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 億 3000 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、以下の旅行関連サイトを子会社を通じて管理・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 (including www.lafourchette.com, www.eltenedor.com,
www.iens.nl and www.dimmi.com.au), 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 and www.viator.com.
*出典: Jumpshot for TripAdvisor Sites, worldwide, December 2018
**出典: 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

