
 
 

2014 年 6 月 13 日 

 

もリーズナブルな都市はハノイ（ベトナム）、 も高い都市はロンドン（英国）!! 

トリップアドバイザー、『旅行者物価指数（トリップインデックス）2014』を発表 

-- 世界 48 都市の旅行時の出費（宿泊・交通・食事・飲酒）を比較 -- 
 

世界 大の旅行口コミサイト「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: 原田静織、http://www.tripadvisor.jp）は、外国人観光客数の多い世界 48 都市における旅行者

の出費を比較調査した「旅行者物価指数（トリップインデックス）2014」を発表しました。調査の結果、旅行者のお

財布に も優しいリーズナブルな都市はハノイ（ベトナム）、 も旅行者物価が高い都市はロンドン（英国）という結

果になりました。 
 

【旅行者物価の安い国 トップ 10】 
順位 

（昨年度順位） 
都市（国名） ホテル タクシー 夕食 カクテル 合計 

1 (2) ハノイ （ベトナム） ¥10,197 ¥529 ¥3,518 ¥1,505 ¥15,751

2 (21) ジャカルタ （インドネシア） ¥9,355 ¥298 ¥3,951 ¥2,714 ¥16,320

3 (4) シャルム・エル・シェイク （エジプト） ¥9,492 ¥390 ¥4,959 ¥1,589 ¥16,432

4 (6) バンコク （タイ） ¥8,831 ¥359 ¥5,186 ¥2,325 ¥16,702

5 (1) ソフィア （ブルガリア） ¥9,796 ¥1,137 ¥7,318 ¥1,070 ¥19,323

6 (9) ケープタウン （南アフリカ） ¥12,315 ¥1,355 ¥5,378 ¥567 ¥19,617

7 (16) ムンバイ （インド） ¥13,117 ¥705 ¥4,026 ¥1,794 ¥19,644

8 (7) クアラルンプール （マレーシア） ¥10,462 ¥365 ¥6,109 ¥3,210 ¥20,147

9 (20) プラハ （チェコ） ¥12,910 ¥731 ¥5,143 ¥1,574 ¥20,360

10 (5) ブタペスト （ハンガリー） ¥11,289 ¥1,334 ¥5,405 ¥2,598 ¥20,627
 

【旅行者物価の高い国 ワースト 10】 
順位 

（昨年度順位） 
都市（国名） ホテル タクシー 夕食 カクテル 合計 

1 (7) ロンドン （イギリス） ¥32,511 ¥3,799 ¥13,228 ¥4,019 ¥53,558 

2 (5) パリ （フランス） ¥33,751 ¥2,957 ¥10,495 ¥5,321 ¥52,526 

3 (4) ニューヨーク （アメリカ） ¥37,474 ¥1,885 ¥8,718 ¥3,554 ¥51,632 

4 (3) ストックホルム （スウェーデン） ¥24,391 ¥2,878 ¥17,617 ¥4,387 ¥49,274 

5 (6) オスロ （ノルウェー） ¥20,556 ¥5,800 ¥16,835 ¥3,756 ¥46,948 

6 (8) チューリッヒ （スイス） ¥30,549 ¥4,426 ¥7,951 ¥3,797 ¥46,725 

7 (8) コペンハーゲン （デンマーク） ¥24,964 ¥4,764 ¥10,366 ¥3,345 ¥43,441 

8 (13) ヘルシンキ （フィンランド） ¥20,652 ¥3,939 ¥12,235 ¥2,291 ¥39,119 

9 (16) トロント （カナダ） ¥23,728 ¥2,619 ¥9,325 ¥3,077 ¥38,751 

10 (6) シドニー （オーストラリア） ¥20,193 ¥2,333 ¥13,395 ¥2,694 ¥38,616 

14 (12) 東京 （日本） ¥20,237 ¥2,880 ¥8,805 ¥3,378 ¥35,301 

プレスリリース 



旅行者物価の も安い都市はハノイ（ベトナム）の 15,751 円、次いでジャカルタ（インドネシア）の 16,320 円、3 位

はシャルム・エル・シェイク（エジプト）で 16,432 円でした。昨年の旅行者物価の も安い都市ランキングでハノイ

は 2 位（1 位はブルガリアのソフィア）でしたが、今年は第 1 位に躍り出ました。一方、昨年の旅行者物価の も高

い都市ランキングで 7 位だったロンドン（1 位はノルウェーのオスロ）が、53,558 円で 6 つ順位を上げて今年度の

1 位となりました。次いでパリ（フランス）の 52,526 円という結果になりました。本結果でロンドンの合計金額はハノ

イのおよそ 3 倍以上という結果になりました。 

 

ヨーロッパでは、東欧の 3 都市が旅行者物価の も安い都市ランキングトップ 10 に名を連ねたものの、旅行者物

価の も高い都市ランキングにおいても上位 10 都市中 7 都市にランクインし、引き続き欧州の物価高が明らか

になりました。一方、旅行者物価の も安い都市ランキングでは、トップ 10 中 5 つがアジアの都市となりました。

一般に物価が高いと見られている東京の合計金額は 35,301 円と、昨年から 2 つ順位を下げ、世界のワースト 14

位という結果でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トリップアドバイザー株式会社 代表取締役の原田静織は、次のようにコメントしています。 

「皆さんが夏休みの旅行の計画を立てるにあたり、主要都市の旅行者物価をランキングした『旅行者物価指数（ト

リップインデックス）』をお役立ていただきたいと思います。今年の調査では昨年と同様、物価が安いのはアジア、

逆に高いのはヨーロッパという結果となりました。でも、ヨーロッパに行きたいと思っている方は、物価が高いという

理由で旅行をあきらめる必要はありません。一番旅行者物価が高いという結果が出たロンドンでも、トリップアドバ

イザーのロンドンのページにアクセスしていただければ、ご予算に応じたホテルやレストランが見つかることでしょ

う。」 

 

調査方法： 

トリップインデックス（旅行者物価指数）は、世界の人気都市で、旅行者が一晩で使う一般的な費用を比較したものです。

一般的な費用には、宿泊費（4～4.5 つ星クラスのホテル 1 泊）、食費（現地の一般的なメニュー2 名分＋ハウスワイン

ボトル 1 本）、レストランとホテルを往復したタクシー代（タクシーの走行距離 2 マイル x 往復／約 3.21km x 2）、カクテ

ル（各都市の 5 つ星クラスのホテルのバーでのドライマティーニ 2 杯分）が含まれます。今回の調査は、海外からの旅

行者が多い 50 カ国のうちの 48 都市を対象としています（UNWTO のデータによる）。 

 



 ホテル料金は、各都市の 4～4.5 つ星クラスのホテルを対象に、トリップアドバイザーに掲載されている旅行予約サ

イトやホテルが提供する夏期（2014 年 6 月 1 日～8 月 31 日）の宿泊料金を平均したものです。 

 ディナー料金は、各都市の郷土料理や人気料理を提供するレストランで、副菜とメインのコース料理 2 名分、なら

びに白のハウスワインのボトル 1 本を注文した料金の平均です。 

 カクテル料金は、各都市のトリップアドバイザーのホテルランキングで、人気上位の 5 つ星ホテルにあるメインバー

で、ドライマティーニを 2 杯注文した場合の料金の平均です。 

 タクシー料金は、片道 2 マイル（3.218 キロメートル）を往復した料金です。データは各国の政府や観光局、エリア

大のタクシー会社などから収集しました。 

 

各料金は英調査会社 Ipsos Mori（イプソス・モリ）が、2014 年の 3 月 5 日～3 月 31 日に各都市で調査したものです。

すべての料金は 2014 年 3 月 31 日の為替レート(1 ポンド≒171 円)で日本円に換算したものです。 

 

 

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 高の旅行を計画し実

行するための世界 大の旅行サイト*。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 大の旅行者のコミュニティとして、世界 40 カ国で

サイトを展開し、世界 400 万軒を超えるホテル、レストラン、観光スポットに対して 1 億 5000 万件以上の口コミ情報を

掲載しています（中国は daodao.com として運営）。月間ユニークユーザー数は約 2 億 6000 万人**。TripAdvisor, Inc. 
は、トリップアドバイザーブランドサイトのほか以下の 22 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.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, 
www.holidaywatchdog.com, www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com,  
www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, 
www.travelpod.com, www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.virtualtourist.com, www.kuxun.cn 
*出典: comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide 2014 年第 1 四半期   
**出典:Google Analytics, worldwide data 2014 年第 1 四半期 （daodao.com へのトラフィック除く） 
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お問合せ先 
 

＜報道機関の方のお問い合わせ先＞ 
トリップアドバイザー広報事務局 （オズマピーアール内） 担当 長田、松林、磯崎 
Tel: 03-4531-0214 または 080-9368-5457  / E-mail: tripadvisor@ozma.co.jp 

 
＜その他のお問い合わせ先＞ 

トリップアドバイザー株式会社 広報担当 東（ヒガシ） 
Tel: 03-6416-5275 または 090-7251-6384 / E-mail: mhigashi@tripadvisor.com 


