2019 年 8 月 27 日

プレスリリース

「トリップアドバイザーの口コミで人気！日本の城ランキング 2019」を発表
～4 年連続で『姫路城』が 1 位に！『熊本城』が 3 位に復活！さらに、『津山城』と『島原城』が初登場！～
口コミとランキングで見つかる旅のプラットフォーム「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、トリップアドバイザー上に投稿
された口コミをもとに「トリップアドバイザーの口コミで人気！日本の城ランキング 2019」を発表しました。
7 回目の発表となる今回は、『姫路城』（兵庫県姫路市）が 4 年連続で 1 位を獲得しました。2 位には、昨年の 4
位からランクアップした『松本城』（長野県松本市）が、3 位には、昨年惜しくもランク外だった『熊本城』（熊本県熊
本市）が選ばれました。地震から 3 年余り、秋からの特別公開に向けて再建が進む熊本城。まだ復旧には時間
を要するものの、現在は天守閣を覆っていた囲いも取れ、その勇壮な姿を見る事ができるようです。口コミでは、
「復興のシンボル！！修復中の今だから見に行くべきです！！」と確実に復旧が進んでいることを喜ぶ声が寄せ
られていました。
また、今年は 2 つの城・城跡がトップ 20 に初登場しています。立派な石垣の上に復元された備中櫓が凛々しい
『津山城（鶴山公園）』（岡山県津山市）が 17 位に、天守閣から一望できる美しい絶景や充実した史料展示など
魅力たっぷりの『島原城』（長崎県島原市）が 20 位にランクインしました。そして、トップ 20 の顔ぶれとしては、昨
年と比べ 9 つの城・城跡が順位を上げランクインとなりました。中でも、自然の地形を生かした城壁が美しいと評
判の『勝連城跡』（沖縄県うるま市）が、19 位から 11 位へと最も大きくランクアップ。さらに、石垣工事で移動され
た天守閣の姿が話題の『弘前城』（青森県弘前市）が 4 年振りに登場という結果になりました。
築城当時の姿を残すものから、かつての姿を想像させるものまで、一度は訪れてみたい城・城跡が多くランクイ
ンしています。ぜひ、口コミの評価も参考に、行きたい城・城跡を探して、歴史を体感する旅の計画をしてみては
いかがでしょうか。
【日本の城ランキング 2019 トップ 20】 ※（）内は昨年順位。「初」は今年初登場。
順位

城名

所在地

順位

城名

所在地

1 位(1)

姫路城

兵庫県姫路市

11 位(19)

勝連城跡

沖縄県うるま市

2 位(4)

松本城

長野県松本市

12 位(-)

弘前城

青森県弘前市

3 位(-)

熊本城

熊本県熊本市

13 位(10)

岩村城址

岐阜県恵那市

4 位(3)

松山城

愛媛県松山市

14 位(-)

会津若松城(鶴ヶ城)

福島県会津若松市

5 位（9）

松江城

島根県松江市

15 位(6)

中城城跡

沖縄県北中城村

6 位（7）

犬山城

愛知県犬山市

16 位(-)

座喜味城跡

沖縄県読谷村

7 位(-)

宇和島城

愛媛県宇和島市

17 位「初」

津山城（鶴山公園）

岡山県津山市

8 位（13）

皇居東御苑（旧江戸
城本丸跡）

東京都千代田区

18 位(12)

高知城

高知県高知市

9 位（8）

備中松山城

岡山県高梁市

19 位(2)

二条城

京都府京都市

10 位(-)

首里城

沖縄県那覇市

20 位「初」

島原城

長崎県島原市

■「日本の城ランキング 2019」 トップ 20 の城・城跡は以下の旅リストからもご覧いただけます。
旅リスト： https://www.tripadvisor.jp/Trips/91252412

【口コミピックアップ】
■ 12 位 『弘前城』（青森県弘前市）
～移動した天守閣を見るのは石垣修理中の今がチャンス！～
4 年ぶりにランクインした『弘前城』。青森県弘前市にある、
江戸時代から現存する名城として知られています。2015 年
から石垣工事のため本丸内部の仮天守台に曳家した天守
閣の姿がとても珍しく、貴重だと言われています。口コミで
も、「天守閣が低いところまで下ろされていて、ある意味ユ
ニークな現状です。期間限定の姿なので、今は貴重で
す。」と寄せられています。また、桜や紅葉の美しさについ
て書かれた口コミも多く、城とともに四季折々の絶景が楽し
めることがうかがえます。
■ 17 位 『津山城（鶴山公園）』（岡山県津山市）
～豪壮な石垣にそびえる復元された備中櫓、見逃せない津山のシンボル～
17 位には、『津山城（鶴山公園）』が初登場。鶴山公園内に
ある津山城は、本能寺の変で討死した森蘭丸の弟森忠政
が築いた平山城で、かつて廃城令により建造物は取り壊さ
れたものの、2005 年に備中櫓が復元され現在の姿に。立
派な石垣を登ると津山市を一望でき、春には桜のピンクが
白い櫓に良く映え、魅力的です。口コミでは、「城跡が遠くか
らでも、よく目立ち、向かっている途中に見える、素晴らしい
打ち込み接ぎの高石垣にワクワク感があります。」といっ
た、迫力ある石垣や壮大さを評価する声が多く寄せられて
いました。
■ 20 位 『島原城』（長崎県島原市）
～背景は海、天守閣からはパノラマ絶景、城内は島原の歴史を知るヒントがたくさん！～
初登場で 20 位にランクインしたのは、白亜の天守閣が青い
空に良く映える『島原城』。松倉豊後守重政により築かれた
この城は、廃城令のもと解体されるも、1964 年に五層天守
閣や三層櫓を配した安土桃山様式の城に復元され、その壮
麗な姿が人気を集めています。城内には「キリシタン史料」
などが展示されており、歴史の背景を学ぶこともできます。
「島原の歴史を知るにはもってこいの場所。名城 100 選に選
ばれており、白壁のお城と石垣、桜のコラボもステキでし
た。」といった口コミに加え、天守閣からのパノラマ絶景に感
動する声も多く見受けられました。
【評価方法】
「トリップアドバイザーの口コミで人気！日本の城ランキング 2019」は、2018 年 6 月～2019 年 5 月の 1 年間に
日本の城（城跡含む）に投稿された日本語の口コミの評価（5 段階）点、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。

■「日本の城ランキング 2019」トップ 20 は下記 URL からもご覧いただけます。
URL：https://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/best-castles/
■トップ 20 の写真については、以下よりダウンロードしていただけます。
URL：https://www.dropbox.com/sh/80ukff1j3vbgv7z/AAALtfRKNuHpsOryUH2BVr9Qa?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について：
世界最大の旅行プラットフォーム*、トリップアドバイザー（本社:米国マサチューセッツ州ニーダム、NASDAQ:TRIP）は、
毎月 4 億 9,000 万人**に利用され、最高の旅の実現をサポートしています。国内外の旅行者はトリップアドバイザー
のサイトやアプリにアクセスすることで、840 万件の宿泊施設、レストラン、ツアーやチケット、航空会社、クルーズにつ
いて投稿された 7 憶 9,500 万件を超える口コミ情報や評価を参照できます。旅マエでも旅ナカでも、宿泊プランや航
空券のお得な料金を比較したり、人気のツアーやチケット、そして素敵なレストランの予約をしたりできます。トリップア
ドバイザーは頼れる旅のパートナーとして、世界 49 の国と地域、28 言語でサービスを展開しています。
TripAdvisor, Inc. 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.cruisecritic.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com ( www.lafourchette.com,
www.eltenedor.com, www.restorando.com を含む), 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: Jumpshot for TripAdvisor Sites, worldwide, April 2019
**出典: TripAdvisor internal log files, average monthly unique visitors in Q3 2018
**出典: TripAdvisor internal log files, average monthly unique visitors in Q3 2018
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