
トリップアドバイザーでみる
旅行市場（世界）の動向と

今求められる情報発信について



トリップアドバイザーは、世界最大の旅行サイト
49の国と地域、28言語でサービスを展開
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利用者数：グローバル全体　2020年9月、月間ユニークユーザー、デバイスの重複なし

Source:SimilarWeb, September 2020

Booking.com
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※日本人利用者

月間750万
人以上

（2020年9月）
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地域
（デスティネーション）

宿泊 飲食店 観光スポット
アクティビテイ

「泊まる、食べる、遊ぶ」を網羅するオンラインの旅行ガイド



Tripadvisor

トリップアドバイザーに

は様々な段階のユー

ザーが存在

アイデア探し、
候補地の認知

特定の場所へ興
味・関心が絞ら
れる

比較・検討

予約（購入）

訪問・経験

口コミやソー
シャルで体験
を共有
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ユーザーは、宿泊予約の
ためではなく、その手前
のアイデア探しの段階で
トリップアドバイザーを訪
れている

Confidential - Do Not Share or Forward

Source: Tripadvisor Users Consumer Sentiment Survey; n=1,486; United States, United Kingdom, Italy, Australia, Japan, Singapore, November 2020; Tripadvisor Users Only

宿泊先を選

ぶため

デスティネー

ションのアイデ

アを求めて

旅先でのア

トラクション

のアイデア

を求めて

旅先でのレス

トランのアイ

デアを求めて

宿泊予約の

後、現地で

の旅程を決

めるため

宿泊予約の

後、現地での

飲食店を探

すため

Q: トリップアドバイザーの一番の利用目的は？
（特に今年のサイト訪問について）



Tripadvisor

8億7千万
掲載させれている口
コミ
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Source: Tripadvisor Internal Data, November 2020
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リアル＆多様であること  

Source: 2019 Tripadvisor and Ipsos MORI Power of Reviews Study

全世界のオンライン旅行者＊の

うち約 割が、その過程で必ずト

リップアドバイザーを訪問し口コ

ミを確認している＊旅の手配を全て

ネットで行う人

70%
口コミの利点は、リアルな旅行者

から、新鮮な視点や気づきが得

られること

85%
トリップアドバイザーのおかげ

で、旅行に関する意思決定に自

信が持てる

90%
次にどこへ行くか、デスティネー

ションのアイデアをトリップアドバ

イザーから得ている

60%



いまこそ求められる
情報発信
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減退
March 
April 
2020

横ばい
April
May
2020

再浮上
May
June
July
August
2020

国内旅行
September
2020
以降

海外旅行

We  are here

Confidential - Do Not Share or Forward

サイトアクセスでみる旅行需要の回復
現在は再浮上～国内旅行のあいだと見ている

今年秋以降の旅行
の計画、海外旅行を
予約する人も出始め

た！



Tripadvisor

世界各地において、まだ検索アクセスは国内旅行に集中

11 Confidential - Do Not Share or Forward

Source: Tripadvisor Internal Data;  Data Period- September 2020

85%

6%

9%

85% 78%

8%

7%

18%

3%

アジア太平洋
ヨーロッパ大陸 アメリカ大陸



12Tripadvisor

12月2日イギリスが世界に先駆けワクチンの使用を許可、
続いてアメリカや中国でも接種がはじまった



Tripadvisor

1月1週目にされた予約、

いつの旅行？ 
月中の旅行が ％をしめ、まだ前もっ
て計画はしない＝直前予約の傾向は強
い。

しかし 月以降の予約も足し合わせると
％以上を占めることから、今年後半を

前もって計画し始めたユーザーも増えて
きている。

Distribution of Hotel Clicks by Check-in Dates

Source: Tripadvisor Internal data. [ Confidential ] トリップアドバイザーを経由して行われたホテル予約データより



Tripadvisor

国内 / 海外旅行比

月 週目にされた予約のうち、 年後
半の予約になると、海外旅行の比率が
半分以上に。 月では約 ％が海
外旅行。

先の計画への楽観性、海外旅行にも積
極性を取り戻しつつあるとみられる

Distribution of Hotel Clicks by Check-in Dates

Source: Tripadvisor Internal data. [ Confidential ] トリップアドバイザーを経由して行われたホテル予約データより



しかし国ごとにみると、ワクチンの
状況同様、リアクションには大きな
差があるのも現状

● 欧州とくに西欧は総じて海外旅行に前向き。ド

イツ、イギリスは予約の ％以上が海外

● 米、カナダは元々国内旅行市場も主要で大き

いが、約 ％が海外旅行

● オーストラリアの消費者は、海外旅行に対して

慎重であり、国内が ％を占めた

● 日本はさらに保守的であり、海外旅行を予約

した消費者は ％以下

Where

１月１週目のホテル予約　各国状況：国内 vs 海外

Source: Tripadvisor Internal data. [ Confidential ] トリップアドバイザーを経由して行われたホテル予約データより
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Source: Tripadvisor Users Consumer Sentiment Survey; n=2,399; United States, United Kingdom, Italy, Australia, Japan, Singapore, November 2020

67%
行き先のリサーチに以
前よりも時間をかける

Q: 最近の旅行のリサーチ行動について、当てはまるものはありますか？

62%
前よりも時間をかけて

口コミをチェック

43%
以前より積極的に口コミ

を書くようになった
（宿泊ホテル）

41%
以前より積極的に口コミ

を書くようになった
（飲食店）

43%
以前より積極的に口コミ

を書くようになった
（観光、ツアー）

情報発信の重要性は一貫して増している
旅行者はコロナ前よりも、長時間かけて行き先について調べるように。
また「前よりも積極的に口コミを書く」も4割以上



掲載情報は十分か、最新情報かを確認

宿泊施設の場合の掲載例



ユーザーはキーワードや
フィルターで検索。しっかり
載せておくことで需要を捉
える

コロナ禍で需要が上がった宿泊施設の条
件
● オーシャンビュー
● マウンテンビュー
● ハイキング
● ペット同伴可　など

年秋の旅行動向を調査
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掲載情報は十分か、最新情報かを確認

観光スポットの場合の掲載例



情報を更新するにはオーナー登録を

アドバンスの有料のサービスも提供しているが（ホテルや飲食店向け）、
基本的な情報掲載や更新は全て無料で可能



21

最新情報はオンラインでも公開



オーナー登録後に
できること（無料）

1. 営業情報を掲載する

2. 施設の概要情報を掲載する

3. 新しい写真を掲載する

4. 口コミに返信する

5. 新型コロナ対策を表示



オーナー登録後に
できること（無料）

1. 営業情報を入力する

2. 施設の概要情報を更新する

3. 新しい写真を掲載する

4. 口コミに返信する

5. 新型コロナ対策を表示



旅行中に人混みを避けることができる/避けられる場所があること

新型コロナウイルス感染者数（陽性者数または死亡者数）の低下

地域で個人の衛生管理および公衆衛生に大規模に取り組んでいること

夜間外出自粛、ソーシャルディスタンス、マスク着用などの

政府の規制が行われていること

十分な対人距離をとる文化があること

公共交通機関の利用時間が短いこと

最新設備のある病院へ安全かつ容易にアクセスできること

非接触型決済が広く普及していること

短距離フライトで行けること

飛行機の欠航が少ないこと

（６か国比較）

旅行先を決める上で今後重要になることは？

日本 アメリカ イギリス シンガポール オーストラリア イタリア

旅行の目的地を選ぶ際は、次のうちどれが重要ですか？ 当てはまるものをすべてお選びください。 
調査対象者：過去 ヶ月に旅行を経験した、旅行の意思決定者（意思決定にほとんど関わらない人を除く）



新型コロナウイルス流行中、そのホテルに滞在するかどうかを決める前に、健康と安全に関する次のどの対策が取られているかを知りたいと思いま
すか？（当てはまるものをすべてお選びください）
調査対象者：過去 ヶ月に旅行を経験した、旅行の意思決定者（意思決定にほとんど関わらない人を除く）

（６か国比較）

宿泊施設を決める上で今後重要になることは？

日本 アメリカ イギリス シンガポール オーストラリア イタリア

ゲストおよびスタッフ用に手指消毒剤が用意されている

スタッフは定期的に手洗いを行うことを義務付けられている

共用エリアではスタッフはマスクの着用が義務付けられている

共用エリアではゲストはマスクの着用が義務付けられている

スタッフの体温チェックを定期的に行っている

シーツなどのリネン類はすべて高温洗浄で殺菌されている

通行の多いエリアを定期的に消毒する

ダイニングテーブルと待合エリアのソーシャルディスタンスを確保する

アメニティが個別包装されている

床にソーシャルディスタンスの間隔を示すマークが付けられている

非接触型のチェックインが可能である

症状のあるスタッフに有給での自宅待機ポリシーがある

非接触型のチェックアウトが可能である

非接触型決済が可能である

客室を次のゲストのチェックインまで最低 24時間以上空室とする

ゲストおよびスタッフ用に除菌シートが用意されている

医師が毎日24時間待機している



コロナ安全対策の表示機能
「トラベルセーフ」
※対象は宿泊施設とアクティビティ

● 新型コロナウイルス感染症に対する、
対応状況をわかりやすく表示すること
ができる新機能

● オーナーは無料で利用可能

● 管理ページから、チェックリストに回答
するだけ。独自の対応については追
記してアピールを



● 安全対策をしている施設だけを
絞りこみ表示できるように

● 口コミ投稿時には、現場での対
策状況がどうだったかチェック
形式で評価できるようになった

トリップアドバイザー 三井ガーデンホテル銀座プレミア

ユーザー側は「安全対策フィル
ター」で絞り込みができる

https://www.tripadvisor.jp/Hotel_Review-g14129573-d1082914-Reviews-Mitsui_Garden_Hotel_Ginza_Premier-Ginza_Chuo_Tokyo_Tokyo_Prefecture_Kanto.html


参考：三井不動産ホテルマネジメントグループが
考える「3密回避」と「衛生管理」

　　 画像での紹介　　　　　　　　　　　動画での紹介（体験アクティビティのみ）

写真や動画を使った一目でわかる提示も効果的

参考：安全に対する取組み　人力車えびす屋

https://corp.gardenhotels.co.jp/hygiene/
https://corp.gardenhotels.co.jp/hygiene/
https://www.viator.com/tours/Kyoto/Kyoto-Rickshaw-Tour/d332-6808KYORICKSHAW
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オーナー登録すれば口コミは増える？

掲載情報に対して積極的な対応を取れるようになり
その結果、誘客＆口コミ増加につながる



上位表示には、評価点だけで
なくまず口コミの「数」とその
「鮮度」が重要

数
施設のより正確なラ
ンキングを予測する
ことが可能に

点
旅行者が口コミの一部
として提供した評価は
施設のランキングに反
映

新
最近の口コミは古い
口コミより重視され
る

ランキングを決める3要素



Source: 2019 ‘Power of Review’ by TripAdvisor, in partnership with Ipsos MORI

トリップアドバイザーユーザーに聞いた利用理由
口コミの質と量が評価されている 
 

閲覧時には

平均９件
の口コミを読む
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コロナ対策は口コミでも言及
最近投稿された口コミではコロナ対策についての
言及も多くされている
※コロナ言及を含む口コミのうち ％が 点満点評価



口コミ例 

入館時や食事などでの感染対策もキチンとできて居り安心で

す。食事は、非常に細やかな仕事がされており感心しました。

量も多く、味も良く、価格以上の充実ぶりです。

朝食もコロナ下で宿泊客が少ないなか種類もそこそこあって満

足できましたが、早く元の状態に戻れたらと思います。

「コロナ」に関する
肯定的な口コミ内で 言及された単語

コロナ対策が徹底されていることへの安心感や、コロナ禍においてもサービスが

安定していることを称賛する口コミが多数みられた

コロナ対策がされたビュッフェは使い捨て手袋着用で取るスタイ

ル。飛沫が飛ばないようにお料理ごとにアクリルボックスで囲ん

であり安心。囲んであっても取りにくいということもなく良かった

です。

※分析対象：日本語の口コミ
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ツアー&アクティビティの

ヒント



新型コロナウイルスによる旅行制限が解除され旅行のことを考えられるようになったら、どのような体験に最も魅力を感じますか？当てはまるものを
すべてお選びください
調査対象者：過去 ヶ月に旅行を経験した、旅行の意思決定者（意思決定にほとんど関わらない人を除く）

（６か国比較）

今後の体験やアクティビティで魅力に感じるものは？

日本 アメリカ イギリス シンガポール オーストラリア イタリア

プライベートツアー（知っている人と行く少人数での)

プライベートツアー（知らない人と行く少人数での)

団体ツアー（知らない人と行く大人数での)

通常の営業時間中に一般入場できるチケット制のアクティビティ

通常の営業時間前に早期入場できるチケット制のアクティビティ

オーディオツアー（オーディオガイドを利用したプライベートツアー）

バーチャル体験（オンライン）
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トリップアドバイザーおよびViator（ビアター）でも
昨年４月からバーチャルツアーを販売

ビアターは

トリップアドバイザー傘下
の、世界最大の

ツアー＆アクティビティ販
売サイト



バーチャルツアー販売開始直
後、世界各国でロックダウンが
おこった5月にアクセスが急上
昇

国内や域内での旅行や移動が
できるようになった夏以降減って
きていたが、10月から再び増加
傾向に

Confidential - Do Not Share or Forward

Source: Tripadvisor Internal Data;  Data through Apr-Oct 2020

~Û

バーチャルツアーのアクセス数 ( 2020年4月~10月)

バーチャルツアーの動向について（グローバル、ビアターデータより）



購入されたバーチャルツ
アー料金をみると
US$10~20ドルが37％
US$20~50ドルが29％

50ドル（約5000円）を上
回るものは23%となってい
て、リアルツアーよりも低
めに設定された、手軽なも
のが多い

Confidential - Do Not Share or Forward

Source: Tripadvisor Internal Data;  Data through Apr-Oct 2020
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購入されたバーチャルツアーの料金内訳

バーチャルツアーの価格帯について（グローバル、ビアターデータより）
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10のうちの7をヨーロッパが占
めており、バーチャルツアーが
浸透しつつあることが伺える

● ローマ　地元っ子によるアぺリティーボレッスン Rome

● ロンドン　心霊スポット巡りバーチャルツアー London

● 京都　シティ案内バーチャル観光ツアー　 - Kyoto

● ロンドン　オンライン殺人事件ミステリーツアー　 London

● ロンドン　映画フィルムパークのバーチャルツアー　 London

● スリランカ　本格バーチャルカレークッキング教室 Colombo

● ベルリン　シティ案内バーチャル観光ツアー　 Berlin

● ローマ　地元っ子によるオンラインパスタ教室　 Rome

● アムステルダム　シティ案内バーチャル観光ツア Amsterdam

● ハワイ クリエイティブコネクト仮想体験ゲーム　 Hawaii

Source: Tripadvisor Internal Data; Data Scope: Oct 2020

世界のバーチャルツアー人気トップ10
（ 年 月、アクセス数より）



Tripadvisor

LIVEのガイド案内が入る参考例：

「リモートハワイ旅」/ハワイ政府観光局



Tripadvisor

ターゲットにリーチし、これらのメッセージを届けるのに
広告も活用されている

記事タイアップ広告 ビデオ広告 バナー広告




