2019 年 9 月 5 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！道の駅ランキング 2019」を発表

プレスリリース
～1 位は沖縄県の『道の駅いとまん』！さらに『道の駅 センザキッチン』をはじめ、トップ 30 に 15 施設が初登場！～
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、過去 1 年間に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！道の駅ランキング 2019」を発表しました。
今年で 5 回目となる当ランキングでは、地元独特の食文化を体験できる『道の駅いとまん』（沖縄県糸満市）が昨年の圏
外から再び返り咲き 1 位に選ばれました。2 位には、迫力ある明石海峡大橋が目の前に広がる『道の駅 あわじ』（兵庫県
淡路市）が、3 位には、オリーブに触れて、学んで、体験して、味わって楽しめる『道の駅 小豆オリーブ公園』（香川県小豆
島町）が選ばれました。
また、今年は 15 施設が初めてのランクインとなり、昨年と異なる顔触れが揃います。中には、近年新しくオープンした道の
駅もあり、ご当地名物に加え子供も遊べる環境や地元の食や文化などについて学ぶ・体験するイベントを開催する施設が
多く選ばれています。次貢では、初登場の中から個性豊かな道の駅をピックアップしましたので併せてご覧ください。
【道の駅ランキング 2019 トップ 30】 ※（）内は昨年順位。「初」は今年初登場。
順位
道の駅名
所在地
順位

道の駅名

所在地

1 位（‐）

道の駅いとまん*

沖縄県糸満市

16 位「初」

道の駅 なないろ・ななえ

北海道七飯町

2 位（23）

道の駅 あわじ

兵庫県淡路市

17 位（3）

道の駅 サーモンパーク千歳

北海道千歳市

3 位（6）

道の駅 小豆島オリーブ公園

香川県小豆島町

18 位「初」

道の駅 天城越え

静岡県伊豆市

4 位（14）

道の駅 ゆふいん

大分県湯布市

19 位「初」

道の駅 伊豆のへそ

静岡県伊豆の国市

5 位「初」

道の駅 センザキッチン

山口県長門市

20 位（11）

道の駅 水の郷 さわら

千葉県香取市

6 位（7）

道の駅うずしお

兵庫県南あわじ市

21 位「初」

道の駅かでな

沖縄県嘉手納町

7 位「初」

道の駅木更津うまくたの里

千葉県木更津市

22 位（17）

道の駅許田 やんばる物産センター

沖縄県名護市

8 位（8）

道の駅 保田小学校

千葉県鋸南町

23 位「初」

道の駅 富士吉田

山梨県富士吉田市

9 位「初」

道の駅 米沢

山形県米沢市

24 位（‐）

道の駅 うとろシリエトク

北海道斜里町

10 位（9）

田園プラザ川場 （道の駅）

群馬県川場村

25 位（‐）

道の駅 知床・らうす

北海道羅臼町

11 位「初」

道の駅 びえい丘のくら

北海道美瑛町

26 位「初」

道の駅 朝霧高原

静岡県富士宮市

12 位「初」

道の駅 わっかない

北海道稚内市

27 位（26）

道の駅 こぶちさわ

山梨県北杜市

13 位（18）

道の駅 あきた港

秋田県秋田市

28 位「初」

道の駅伊豆ゲートウェイ函南

静岡県函南町

14 位「初」

道の駅開国下田みなと

静岡県下田市

29 位「初」

道の駅 うつのみや ろまんちっく村

栃木県宇都宮市

15 位（‐）

道の駅 くしもと橋杭岩

和歌山県串本町

30 位「初」

道の駅 伊東マリンタウン*

静岡県伊東市

*【注】 『道の駅いとまん』（道の駅いとまん、遊食来、お魚センター、うまんちゅ市場、情報館）、『道の駅 伊東マリンタウン』（道の駅伊東
マリンタウン、シーサイドスパ）は、同一施設を合算しています。

【口コミピックアップ】
■5 位『道の駅 センザキッチン』（山口県長門市） ～大人も子供も楽しめる、長門の美味しさが詰まった道の駅～
仙崎の海辺にある『道の駅 センザキッチン』。近海で取れた鮮魚や地
元農家の旬な野菜など、その名の通り、美味しいご当地名物をいた
だける“キッチン”のような場所です。施設内には「長門おもちゃ美術
館」もあり、子供も楽しめるスペースが用意されています。「買い物、
食事、遊びと何でも揃います。子供向けには、併設の長門おもちゃ美
術館がオススメ。」や「食材をたくさん買いこんで BBQ のところで仲間
たちとわいわい BBQ とても楽しかったです。」といった口コミから、子
供から大人まで、一緒に食べて、遊んで、楽しめる環境が揃っている
ことがうかがえます。

■9 位『道の駅 米沢』（山形県米沢市） ～米沢牛から農産物、ワインまで、米沢の名産物が揃う注目の新スポット～
昨年オープンした『道の駅 米沢』。米沢牛をはじめ、地元の名産物を
観光の合間に楽しめるスポットとして注目されています。また、施設
内の総合案内所では、コンシェルジュから役立つ観光情報を提供し
てもらうこともできるようです。口コミでは、「食事、みやげ、観光情
報、地元野菜と果物が豊富です。」や「米沢中央 IC を降りてすぐの場
所にあり、アクセスも良好。」、「オープンして、まだ間もないそうです。
すべてのファシリティが最新のデザインと素材使いで、居心地がいい
です。」といった、充実した特産品の品揃えに便利な立地、そして新し
い施設の快適さを評価する口コミが多く見受けられました。

■16 位『道の駅 なないろ・ななえ』（北海道七飯町） ～特産物を生かしたフードやスイーツが揃う、可愛い道の駅～
りんご栽培や男爵いもなど農業が盛んな七飯町に昨年オープンした
『道の駅 なないろ・ななえ』。口コミでは、「食べ物も色々売ってて、海
鮮のいなり寿司、はこだてワインのバウム、ガラナのソフトクリームも
いただきましたがとても美味しかったです」と、名産品やお土産が充
実しているといった声に加え、小原のコアップガラナを使用した名物
「ガラナソフト」や「山川牛肉コロッケ」など、特産品を生かしたメニュー
が楽しめるといった口コミが多く見受けられました。また、国道沿いに
位置していることから、「アクセスに便利」といった声も多く寄せられて
いました。

【評価方法】
「トリップアドバイザーの口コミで人気！道の駅ランキング 2019」は、2018 年 8 月～2019 年 7 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。

■「道の駅ランキング 2019」トップ 30 は、以下の URL からもご覧になれます。
URL: https://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/roadstations/
■トップ 30 の写真については、以下の URL よりダウンロードしていただけます。
URL: https://www.dropbox.com/sh/v79h8v9605n6jvt/AACfRCitNQTlbEj44gJ0tjMma?dl=0
■「道の駅ランキング 2019」 トップ 30 の施設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/91485939

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

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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