
プレスリリース
2013年6月13日

「パークハイアット 東京」が2年連続で外国人の選ぶ日本のホテルNo.1に！
トリップアドバイザー「外国人旅行者に人気の宿泊施設2013」を発表

～ 東京のホテル、京都の旅館、長野や北海道のロッジなど、地域で特徴も ～

世界最大の旅行口コミサイトTripAdvisor®（トリップアドバイザー、本社：マサチューセッツ州ニュート
ン、NASDAQ：TRIP、CEO：スティーブン・カウファー、日本語版サイト：http://www.tripadvisor.jp）は、
過去１年間に投稿された外国人旅行者のクチコミ評価をもとに「外国人旅行者が選んだ日本の人気宿泊施設
2013」（http://www.tripadvisor.jp/pages/InboundHotel_2013.html）を発表しました。日本を訪れた外国
人旅行者から、最も高い評価を受けた宿泊施設には、２年連続で東京都新宿区の「パークハイアット 東京」
が、2位には京都の祇園にある全6室の「料理旅館 白梅」が、3位には同じく祇園の全4室の「ホテル ムメ」が
選ばれました。

外国人旅行者に人気の宿泊施設　Top30

このランキングは、過去1年間に国内の宿泊施設に対して投稿された外国人旅行者の口コミでの評価をもとに
集計したもの。ランキングでは、1泊数万円の高級ホテルから、1泊数千円の旅館やゲストハウスまでが混在す
るユニークなランキングとなりました。上位30位まででは、1位の「パークハイアット 東京」のほか11施設が
東京から選ばれたほか、長野が6施設、京都と北海道から3施設が選ばれました。業態の内訳では、外資系のホ
テルが7施設、日系のホテルが5施設、旅館が8施設、その他（ゲストハウスやペンション、ロッジなど）となり
ました。また、東京からはチェーン系の高級ホテルが、京都や長野の山ノ内町では旅館が、そのほかのエリア
では外国人客に特化したリーズナブルなロッジやゲストハウスが多くランクインするなど、エリアと業態にも関
連が見られました。

1 パークハイアット 東京 東京都／新宿区 16 気まま舎 北海道／倶知安町

2 料理旅館 白梅 京都府／京都市 17 澤の屋旅館 東京都／台東区

3 ホテル ムメ 京都府／京都市 18 阿蘇ベース バックパッカーズ 熊本県／阿蘇市

4 ファミリーイン西向 東京都／豊島区 19 Panketo Lodge 長野県／白馬村

5 フォーシーズンズホテル丸の内 東京 東京都／千代田区 20 ザ シャレー アット カントリーリゾート 北海道／倶知安町

6 シャングリラ ホテル 東京 東京都／千代田区 21 吹雪 北海道／倶知安町

7 マンダリン オリエンタル 東京 東京都／中央区 22 セント レジス ホテル 大阪 大阪府／大阪市

8 京の宿 しみず 京都府／京都市 23 ペンケパンケロッジ 長野県／白馬村

9 宇野スロープハウス 岡山県／玉野市 24 宮島四季の宿 わたなべ 広島県／廿日市

10 小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 東京都／渋谷区 25 ホテル龍名館東京 東京都／中央区

11 ザ・キャピトルホテル東急 東京都／千代田区 26 ザ・ペニンシュラ東京 東京都／千代田区

12 金沢ゲストハウス ポンギー 石川県／金沢市 27 洗心館松屋 長野県／山ノ内町

13 コンラッド東京 東京都／港区 28 奈良バックパッカーズ 奈良県／奈良市

14 島屋旅館 長野県／山ノ内町 29 一茶のこみち 美湯の宿 長野県／山ノ内町

15 桜舎 奈良県／奈良市 30 白馬スプリングスホテル 長野県／白馬村
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以下上位5施設の口コミをご紹介します。

1位　 パークハイアット 東京（東京都／新宿区）
http://www.tripadvisor.jp/Hotel_Review-‐g1066457-‐d307368-‐Reviews-‐Park_Hyatt_Tokyo-‐
Shinjuku_Tokyo_Tokyo_Prefecture_Kanto.html

“Waking up to the view of Tokyo and Mt. Fuji is reason enough to stay 
here.” (東京と富士山の眺めで目を覚ます、これだけでも充分に宿泊する価値が
あります）

2位　 料理旅館 白梅（京都府／京都市）
hJp://www.tripadvisor.jp/Hotel_Review-‐g298564-‐d1028858-‐Reviews-‐Shiraume-‐
Kyoto_Kyoto_Prefecture_Kinki.html

“Months later, I still can't help but smile when I think of my 2 nights and 3 days at 
Shiraume.”（1カ月経つけど、白梅での2泊3日の滞在を思い出すと、いまだに微笑み
が止まりません）

3位　ホテル ムメ（京都府／京都市）
hJp://www.tripadvisor.jp/Hotel_Review-‐g298564-‐d1547516-‐Reviews-‐Hotel_Mume-‐
Kyoto_Kyoto_Prefecture_Kinki.html

“Once you stay here, anything else will be a let down no matter how nice it 
is.”（一度ここに泊まってしまうと、他でどんなにすばらしいサービスを受けても
満足できなくなってしまいます）

4位　 ファミリーイン西向（東京都／豊島区）
http://www.tripadvisor.jp/Hotel_Review-‐g1066460-‐d1811698-‐Reviews-‐Family_Inn_Saiko-‐
Toshima_Tokyo_Tokyo_Prefecture_Kanto.html

“If you don't want the typical hotel experience and want a taste of Japan, I 
would highly recommend staying at Family Inn Saiko.”（あなたが典型的なホテル
滞在ではなく、日本的な滞在を味わいたいしたいなら、ここは本当にお勧めです）

5位　フォーシズンズホテル丸の内 東京（東京都／千代田区）
http://www.tripadvisor.jp/Hotel_Review-‐g1066443-‐d301911-‐Reviews-‐
Four_Seasons_Hotel_Tokyo_at_Marunouchi-‐Chiyoda_Tokyo_Tokyo_Prefecture_Kanto.html

“This is my sixth trip to Tokyo in the last 1.5 years -This is now the only 
hotel i will be returning to.”（この１年半で6回東京を訪問しましたが、ここ
は、私が帰る唯一のホテルになりました）

上記ランキングおよび口コミの抜粋は下記特設ページでもご覧いただけます　
http://www.tripadvisor.jp/pages/InboundHotel_2013.html
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評価方法：
今回のランキングは、トリップアドバイザーに2012年5月～2013年4月の１年間に、日本国内の宿泊施設に
対して投稿された日本語以外の言語の口コミをもとに、宿泊施設に対しての５段階の評価およびクチコミ投稿
数をもとに、独自のアルゴリズムで分析し集計したものです。

トリップアドバイザーとは：
トリップアドバイザー（本社：米国マサチューセッツ州ニュートン、NASDAQ：TRIP）は、旅行者が最高の旅
行を計画し実行するための世界最大*の旅行サイト。トリップアドバイザーは、旅行者の実体験に基づくアドバ
イスと、幅広い旅行の選択肢および予約ツールとシームレスにつながったプランニング機能を提供しています。
世界最大の旅行者のコミュニティとして、世界30カ国でサイトを展開し、月間ユニークユーザー数2億人**、1
億件以上のクチコミ情報を掲載しています(中国ではdaodao.comとして運営)。

TripAdvisor, Inc. (NASDAQ: TRIP)では、トリップアドバイザーブランドサイトのほか以下の20の旅行関連サ
イトを運営しています: www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, 
www.everytrail.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.holidaylettings.co.uk, 
www.ho l i daywa t chdog . com, www. independen t t r ave l e r. com , www. j e t s e t t e r. com , 
www.niumba.com, www.onet ime.com,  www.seatguru.com, www.sniqueaway.com, 
www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.travelpod.com, www.virtualtourist.com, 
www.whereivebeen.com, www.kuxun.cn. 
 
*出典:comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide 2013年4月 
**出典:Google Analytics,worldwide data 2013年5月
TripAdvisorおよびTripAdvisorのロゴは、TripAdvisor Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。そ
の他すべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。

お問合せ先
トリップアドバイザーPR事務局（株式会社イニシャル）　担当　金子・松茂良・宮島
Tel: 03-5572-6073　Fax: 03-5572-6065　E-mail: tripadvisor@vectorinc.co.jp

トリップアドバイザー株式会社　広報部　三橋竜二 
Tel: 03-6416-9336　E-mail: rmitsuhashi@tripadvisor.com
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