2020 年 7 月 9 日

プレスリリース
コロナ後（with コロナ）に行ってみたい観光スポットランキング

トリップアドバイザー、口コミで人気の国内スポットランキングを 8 月までに 7 シリーズ紹介
プレスリリース
第 1 弾は「道の駅」ランキング！
世界最大の旅行プラットフォーム「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、www.tripadvisor.jp) は、トリップアドバイザーに寄せられた口コミをもとに、日本の観光ス
ポットをランキング化し、8 月までに 7 シリーズに分けて紹介していくことを発表しました。
この度紹介するランキングは、直近 1 年間でトリップアドバイザーに寄せられた日本語の口コミをもとに集計したもの
です。トリップアドバイザーが最近行った調査*によると、日本人旅行者の 30％以上が今後の旅行を考える際、新型コ
ロナウィルスの流行前に比べて車での旅行やアウトドア、自然散策を選ぶと回答し、また温泉などのリラックスできる
場所への旅行を求めていることが分かりました。*Source: COVID-19 Global Sentiment Survey. Qualtrics.
トリップアドバイザー株式会社 代表取締役 牧野友衛は次のようにコメントしています。「弊社ではこれまでも様々なラ
ンキングを発表してまいりましたが、旅行者がコロナ後（with コロナ）にドライブ旅行や温泉、水辺などリラックスを求め
る傾向を鑑み、この度それらの国内観光スポットについてまとめて紹介することにしました。屋外やソーシャルディスタ
ンスを保ちながら楽しめる施設など、これらのランキングを参考にニューノーマルの世界で国内旅行を計画していただ
ければと思います。」

今後発表予定のランキングとスケジュール
7月9日

道の駅ランキング

8 月中旬

日本の城ランキング

7 月 16 日（予定）

日帰り温泉＆スパランキング

8 月中旬

動物園・水族館ランキング

7 月 30 日（予定）

水辺ランキング

8 月下旬

美術館・博物館ランキング

8 月上旬

公園・屋外展望スポットランキング

沖縄で第 1 号の道の駅「道の駅許田 やんばる物産センター」が堂々の 1 位に！
全国には 1,100 を超える道の駅がありますが、トリップアドバイザーにもほぼ全てが掲載されており、近年人気のスポ
ットランキングとして発表をしています。今回のランキングでは、北海道から 10 施設と最も多くのランクインに続き、関
東、九州・沖縄エリアから各 5 施設が選ばれました。特産品からお土産の販売、お食事処、アミューズメント施設など
が揃う魅力あふれる全国の「道の駅」。次回の旅の途中に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

「旅好きが選ぶ！日本人に人気の道の駅ランキング 2020」Top30
順位

道の駅名

所在地

順位

道の駅名

所在地

1

道の駅許田 やんばる物産センター

沖縄県名護市

6

道の駅 米沢

山形県米沢市

2

道の駅 天童温泉

山形県天童市

7

道の駅 ニセコビュープラザ

北海道ニセコ町

3

道の駅 くしもと橋杭岩

和歌山県串本町

8

道の駅 あわじ

兵庫県淡路市

4

道の駅 なないろ・ななえ

北海道七飯町

9

道の駅 舟屋の里 伊根

京都府伊根町

5

道の駅いとまん

沖縄県糸満市

10

道の駅 流氷街道網走

北海道網走市

※11 位～30 位のリスト、及び 1 位の施設の紹介については、次貢でご覧いただけます。
※「道の駅ランキング Top30」の旅リストはこちら：https://www.tripadvisor.jp/Trips/98922852

【口コミピックアップ】
第 1 位 『道の駅許田 やんばる物産センター』（沖縄県名護市）
沖縄県で第１号の「道の駅」として本島北部に位
置している同道の駅では、「やんばる」の新鮮野
菜や特産品が販売されており、トリップアドバイザ
ーに寄せられている多くの写真からも、その賑わ
いぶりがうかがえます。口コミでも、「ここの道の

駅はいつも人でにぎわっています。活気があって
楽しいです。沖縄県の野菜、果物、お菓子、加工
品、お土産目移りします。フードコートも人気で
す。（投稿者：ちな２さん）」といったように、その魅
力や人気ぶりが分かる投稿が多く寄せられてい
ます。

「旅好きが選ぶ！日本人に人気の道の駅ランキング 2020」 11 位～30 位
11. 道の駅 ららん藤岡
群馬県藤岡市
12. 道の駅 うとろシリエトク
北海道斜里町
13 .道の駅 千枚田ポケットパーク
石川県輪島市
14. 道の駅うずしお
兵庫県南あわじ市
15. 道の駅あびら D51 ステーション
北海道安平町
16. 道の駅 サーモンパーク千歳
北海道千歳市
17. 道の駅木更津うまくたの里
千葉県木更津市
18. 道の駅 わっかない
北海道稚内市
19. 道の駅神話の里白うさぎ
鳥取県鳥取市
20. 道の駅 ゆいゆい国頭
沖縄県国頭村
21. 道の駅 保田小学校
千葉県鋸南町
22. 道の駅とみうら枇杷倶楽部
千葉県南房総市
23 .道の駅かでな
沖縄県嘉手納町
24. 道の駅 なかさつない
北海道中札内村
25. 田園プラザ川場 （道の駅）
群馬県川場村
26. 道の駅フェニックス
宮崎県宮崎市
27. 道の駅 伊東マリンタウン
静岡県伊東市
28. 道の駅 あしょろ銀河ホール 21
北海道足寄町
29. 道の駅 知床・らうす
北海道羅臼町
30. 道の駅 富士吉田
静岡県富士吉田市
【評価方法】
「旅好きが選ぶ！日本人に人気の道の駅ランキング 2020」は、2019 年 6 月～2020 年 5 月の 1 年間に道の駅に投
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。
■「旅好きが選ぶ！日本人に人気の道の駅ランキング 2020」は下記の URL からご覧いただけます。
URL: https://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/roadstations/
■ランキングトップ 30 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（ダウンロード期限：2020 年 9 月末）
URL: https://www.dropbox.com/sh/5v6hqqqx1lw3lum/AAAaaoVmWbjrXoZWGNnoUKTva?dl=0

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は、毎月 4 億 6,300 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、870 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 8 億 6,000 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.（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、子会社を通じて以下の旅行関連サイトの管理・運営を行っています:
www.airfarewatchdog.com, www.bokun.io, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, www.familyvacationcritic.com, w
ww.flipkey.com,www.thefork.com (including www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, and www.bookatable.co.uk), 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.singleplatform.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.vacati
onhomerentals.com and www.viator.com.
*出典: Jumpshot for Tripadvisor Sites, worldwide, November 2019
**出典: Tripadvisor internal log files, average monthly unique visitors, Q3 2019
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