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株式会社リクルート(本社：東京都千代田区 代表取締役社長 兼 CEO：柏木斉)の旅行ディビジョンに設置
されたじゃらんリサーチセンター（センター長：沢登次彦）では、この度、全国の「じゃらんnet会員」およ
び「じゃらんnet予約者」を対象に、温泉地利用に関するアンケートを実施しました。2012年2月号の『じゃら
ん(北海道版、関東・東北版、東海版、関西・中四国版、九州版)』でも、本調査をベースに周辺のおすすめス
ポットなどを紹介した編集記事を掲載する予定です。

人気温泉地ランキング2012
投票結果報告のお知らせ

もう一度行ってみたい 第１位は「箱根温泉」、温泉地の満足度第1位は「霧島温泉」

2011年12月14日

株式会社リクルート 旅行カンパニー
じゃらんリサーチセンター

●じゃらん全国人気温泉地ランキング
（これまでに行ったことがある温泉地のうち、「もう一度行ってみたい」温泉地）

…「箱根温泉」が第１位。東北の人気温泉地に大きな順位変動はなし。

１位 箱根温泉（神奈川県） 2,041票 （昨年1位※）

２位 由布院温泉（大分県） 1,682票 （昨年2位※）

３位 草津温泉（群馬県） 1,576票 （昨年3位※）
※調査対象者の変更により昨年順位は参考データ

●全国あこがれ温泉地ランキング
（まだ行ったことはないが、
一度は行ってみたい温泉地）

１位 由布院温泉（大分県） 2,728票 （昨年1位※）

２位 草津温泉（群馬県） 1,532票 （昨年2位※）

３位 登別温泉（北海道） 1,516票 （昨年3位※）

※調査対象者の変更により昨年順位は参考データ

【参考データ】
◆性別・・・男女とも１位は「箱根温泉」。
◆年代別・・・全年代とも1位は「箱根温泉」。

・・・主な調査結果・・・

●全国訪問経験ランキング
（最近１年間に、行ったことがある温泉地）

１位 箱根温泉（神奈川県） 1,454票（昨年1位※）

２位 草津温泉（群馬県） 719票（昨年2位※）

３位 別府温泉郷（大分県） 711票（昨年4位※）

※調査対象者の変更により昨年順位は参考データ

●全国満足度ランキング
（最近１年間に、行ったことのある温泉地のうち、「満足した」温泉地）

総合ランキング【訪問者50人以上】
１位 霧島温泉（鹿児島県） 95.7％
２位 万座温泉（群馬県） 95.2％
３位 乳頭温泉郷・田沢湖温泉（秋田県） 94.0％

秘湯部門【左記のうち訪問者75人未満】
１位 龍神温泉（和歌山県） 93.2％
２位 奥蓼科温泉（長野県） 89.7％
３位 高湯温泉（福島県） 89.6％

【本件に関するお問い合わせ先】
https://www.recruit.jp/form/inquiry_press.php

https://www.recruit.jp/form/inquiry_press.php�
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調査概要と回答者プロフィール

【調査概要】

◎調査時期 ： 2011年9月1日(木)～9月7日(水)

◎調査対象 ： 『じゃらんnet』会員または『じゃらんnet』予約者

◎調査方法 ： インターネット上でのアンケートを実施

①会員向けページ(マイページ）および、会員向けメールマガジンでの告知

②宿泊予約完了後の画面および、予約者に配信されるメールでの告知

◎回収数 ： 11,031人

◎有効回答数： 11,031人

◎対象温泉 ： 計331の温泉地を選択肢として設定 ※P9～10参照

【回答者プロフィール】

男性

49.7%
女性

50.3%

[未既婚]
(ｎ=11,031)

[年代]
(ｎ=11,031)

[居住地域]
(ｎ=11,031)

[性別]
(ｎ=11,031)
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●女性(n=5547)

順位 温泉地名 エリア・都道府県 票数
(参考）
昨年
順位

1 箱根温泉 【関東甲信越／神奈川】 1104 (1)

2 由布院温泉 【九州／大分】 919 (2)

3 草津温泉 【関東甲信越／群馬】 737 (3)

4 登別温泉 【北海道】 675 (4)

5 別府温泉郷 【九州／大分】 631 (6)

6 黒川温泉 【九州／熊本】 578 (5)

7 道後温泉 【中国･四国／愛媛】 506 (7)

8 指宿温泉 【九州／鹿児島】 476 (9)

9 城崎温泉 【北陸・近畿／兵庫】 454 (10)

10 下呂温泉 【東海／岐阜】 429 (8)

●男性(n=5484)

順位 温泉地名 エリア・都道府県 票数
(参考）
昨年
順位

1 箱根温泉 【関東甲信越／神奈川】 937 (1)

2 草津温泉 【関東甲信越／群馬】 839 (2)

3 登別温泉 【北海道】 789 (4)

4 由布院温泉 【九州／大分】 763 (2)

5 別府温泉郷 【九州／大分】 686 (6)

6 道後温泉 【中国･四国／愛媛】 591 (5)

7 指宿温泉 【九州／鹿児島】 468 (7)

8 城崎温泉 【北陸・近畿／兵庫】 446 (12)

9 下呂温泉 【東海／岐阜】 437 (8)

10 黒川温泉 【九州／熊本】 414 (9)

順位 温泉地名 エリア・都道府県 票数
(参考）
昨年
順位

31 嬉野温泉 【九州／佐賀】 389 (26)

32 八甲田温泉・酸ヶ湯温泉 【東北／青森】 387 (28)

33 野沢温泉 【関東甲信越／長野】 370 (33)

34 修善寺温泉 【東海／静岡】 352 (34)

35 万座温泉 【関東甲信越／群馬】 346 (40)

36 鳴子温泉郷 【東北／宮城】 340 (37)

37 湯河原温泉 【関東甲信越／神奈川】 333 (35)

38 十勝川温泉 【北海道】 329 (44)

39 十和田湖温泉郷・十和田湖湖畔温泉 【東北／青森】 325 (38)

40 四万温泉 【関東甲信越／群馬】 307 (41)

41 玉造温泉 【中国･四国／島根】 301 (39)

42 那須温泉 【関東甲信越／栃木】 284 (41)

43 山中温泉 【北陸・近畿／石川】 276 (41)

44 花巻温泉郷 【東北／岩手】 275 (36)

45 伊東温泉・宇佐美温泉 【東海／静岡】 253 (44)

46 富士河口湖温泉郷 【関東甲信越／山梨】 252 (48)

47 勝浦・串本・すさみの温泉 【北陸・近畿／和歌山】 243 (48)

48 ウトロ温泉 【北海道】 240 (51)

49 下田温泉 【東海／静岡】 235 (47)

50 三朝温泉 【中国･四国／鳥取】 229 (54)

順位 温泉地名 エリア・都道府県 票数
(参考）
昨年
順位

1 箱根温泉 【関東甲信越／神奈川】 2041 (1)
2 由布院温泉 【九州／大分】 1682 (2)
3 草津温泉 【関東甲信越／群馬】 1576 (3)
4 登別温泉 【北海道】 1464 (4)

5 別府温泉郷 【九州／大分】 1317 (6)

6 道後温泉 【中国･四国／愛媛】 1097 (5)

7 黒川温泉 【九州／熊本】 992 (7)

8 指宿温泉 【九州／鹿児島】 944 (8)

9 城崎温泉 【北陸・近畿／兵庫】 900 (10)

10 下呂温泉 【東海／岐阜】 866 (9)

11 有馬温泉 【北陸・近畿／兵庫】 782 (15)

12 奥飛騨温泉郷 【東海／岐阜】 700 (12)

13 乳頭温泉郷・田沢湖温泉 【東北／秋田】 692 (11)

14 熱海温泉 【東海／静岡】 628 (18)

15 洞爺湖温泉 【北海道】 616 (13)

16 霧島温泉 【九州／鹿児島】 606 (17)

17 定山渓温泉 【北海道】 600 (14)

18 鬼怒川温泉 【関東甲信越／栃木】 565 (16)

19 和倉温泉 【北陸・近畿／石川】 556 (20)

20 白浜温泉 【北陸・近畿／和歌山】 539 (21)

21 山形蔵王温泉 【東北／山形】 488 (30)

22 伊香保温泉 【関東甲信越／群馬】 487 (24)

23 湯の川温泉（北海道） 【北海道】 481 (23)

24 白骨温泉 【関東甲信越／長野】 460 (22)

25 層雲峡温泉 【北海道】 456 (19)

26 雲仙温泉 【九州／長崎】 413 (24)

27 ニセコ温泉郷 【北海道】 409 (29)

28 秋保温泉 【東北／宮城】 405 (31)

29 飛騨高山温泉 【東海／岐阜】 400 (27)

30 阿寒湖温泉 【北海道】 390 (31)

【Ⅰー①】 じゃらん全国人気温泉地（もう一度行ってみたい温泉地）ランキング
（これまでに行ったことがある温泉地のうち、「もう一度行ってみたい」温泉地）

東北の上位温泉地に大きな変動なし。
第１位に「箱根温泉(神奈川)」。第２位は「由布院

温泉(大分)」、第3位に「草津温泉(群馬)」。選ばれ
た理由（Ｐ4参照）では、1位「箱根温泉」は「交通の
便が良いから」（58.7％）、「街の雰囲気が好きだか
ら」（53.3％） 、「自然に囲まれているから」（49.3％）
などが上位に挙がっている。

震災後の9月調査であったが、上位50温泉地で
は、東北地方の順位は昨年参考順位と比べて大
きな変動はなかった。もう一度行きたい理由では、
「復興に貢献したい」「被災時期に避難所として利
用させていただいたので」（ともに福島県・飯坂温
泉へのコメント）など、震災関連のコメントが少なか
らず見られる。

(複数回答５つまで)

【性別ランキング】・・・男性は２位に「草津温泉」、３位は「登別温泉」。
男性では１位の「箱根温泉」に続き、２位に「草津温泉」、３位に「登別温泉」がランクイン。一方女性は１位「箱根温泉」、２位

「由布院温泉」、３位「草津温泉」、４位「登別温泉」、５位「別府温泉郷」とトップ５が全体ランキングとまったく同一である。男女で
若干の順位の差はあるが、全体トップ１０の顔ぶれが男女別でもすべてトップ１０という結果であった。

※（参考）昨年順位は、じゃらんネットで予約した会員および、非会員のみを対象にしたインターネット調査で、

調査手法は同一ながら、対象者が異なるため、前年データとして単純比較はできない。
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６位：道後温泉（愛媛）

21.0 
21.9 

59.0 
24.6 18.1 

9.0 

55.4 

0 

20 

40 

60 

80 

手頃な料金

交通の便

街の雰囲気

自然周辺の観光

温泉以外

効能や泉質

５位：別府温泉郷（大分県）
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１位：箱根温泉（神奈川）

【Ⅰー②】 じゃらん全国人気温泉地（もう一度行ってみたい温泉地） 上位６温泉地の選択理由

（％） （％）

（％） （％）

（％） （％）

▽上位６温泉地の代表的な選択理由結果

【もう一度行ってみたい温泉地　その理由】（各温泉地選択者）　*複数回答５つまで

手頃な料
金で行け
るから

交通の便
が良いか
ら

街の雰囲
気が好き
だから

自然に囲
まれてい
るから

周辺の観
光スポッ
トが充実
している
から

温泉以外
も楽しめ
るから

温泉の効
能や泉質
が気に
入ってい
るから

お気に入
りの宿泊
施設があ
るから

泊まって
みたい宿
泊施設が
あるから

お料理が
美味しい
から

お気に入
りの特産
品がある
から

その他

箱根温泉（神奈川）　（n=2041） 35.7% 58.7% 53.3% 49.3% 20.4% 11.6% 26.8% 6.2% 4.2% 2.8% 1.5% 4.5%
由布院温泉（大分）　（n=1682） 11.8% 16.0% 78.7% 54.5% 12.9% 12.1% 35.9% 7.8% 5.4% 7.2% 1.5% 6.3%
草津温泉（群馬）　   （n=1576） 23.2% 19.9% 68.1% 34.5% 9.6% 10.9% 67.1% 5.6% 2.7% 1.7% 1.0% 4.9%
登別温泉（北海道）　（n=1464） 23.0% 19.6% 35.9% 51.6% 9.2% 7.3% 55.9% 8.7% 4.4% 8.3% 0.6% 6.5%
別府温泉郷（大分）　（n=1317） 21.0% 21.9% 59.0% 24.6% 18.1% 9.0% 55.4% 5.7% 2.8% 7.0% 1.1% 9.1%
道後温泉（愛媛）   　（n=1097） 16.5% 18.8% 80.9% 11.3% 13.7% 9.8% 35.5% 4.7% 1.7% 4.5% 2.0% 9.4%
※　　30％を超えるもの
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●北海道居住者（n=867）
順位 温泉地名 都道府県 票数
1 登別温泉 北海道 458
2 定山渓温泉 北海道 238
3 洞爺湖温泉 北海道 223
4 湯の川温泉（北海道） 北海道 208
5 十勝川温泉 北海道 175

●東北居住者（n=617）
順位 温泉地名 都道府県 票数
1 乳頭温泉郷・田沢湖温泉 秋田 131
2 秋保温泉 宮城 118

花巻温泉郷 岩手 94
鳴子温泉郷 宮城 94

5 箱根温泉 神奈川 90

●関東甲信越居住者（n=4,210）
順位 温泉地名 都道府県 票数
1 箱根温泉 神奈川 1276
2 草津温泉 群馬 1025
3 由布院温泉 大分 442
4 登別温泉 北海道 385
5 熱海温泉 静岡 384

●東海居住者（n=1,301）
順位 温泉地名 都道府県 票数
1 下呂温泉 岐阜 317
2 箱根温泉 神奈川 233
3 奥飛騨温泉郷 岐阜 225
4 草津温泉 群馬 179
5 登別温泉 北海道 153

●北陸・近畿居住者（n=2,105）
順位 温泉地名 都道府県 票数
1 城崎温泉 兵庫 482
2 有馬温泉 兵庫 388
3 由布院温泉 大分 329
4 白浜温泉 和歌山 310
5 別府温泉郷 大分 278

●中国・四国居住者（n=867）
順位 温泉地名 都道府県 票数
1 由布院温泉 大分 243
2 道後温泉 愛媛 217
3 別府温泉郷 大分 199
4 城崎温泉 兵庫 158
5 黒川温泉 熊本 133

●九州・沖縄居住者（n=1,064）
順位 温泉地名 都道府県 票数
1 由布院温泉 大分 428
2 黒川温泉 熊本 362
3 別府温泉郷 大分 318
4 霧島温泉 鹿児島 260
5 指宿温泉 鹿児島 243

3

【Ⅰ－③】 居住地別 じゃらん全国人気温泉地（もう一度行ってみたい温泉地）ランキング

東北居住者では「乳頭温泉郷・田沢湖温泉」が第１位に。

東北在住者で第1位が「花巻温泉郷」から「乳頭温泉郷・田沢湖温泉」に入れ替わった。どの地域も居住地エリア
の温泉を選ぶ傾向は強いが、居住地以外でベスト5にランクインしている温泉では、東北居住者で「箱根温泉」が
昨年11位から5位にランクアップし、北陸・関西居住者では「別府温泉郷」が昨年8位から5位にランクアップした。

【参考：昨年データ】(複数回答５つまで)

(複数回答５つまで)
●北海道居住者（n=280）

順位 温泉地名 都道府県 票数

1 登別温泉 北海道 138

2 定山渓温泉 北海道 79

3 洞爺湖温泉 北海道 73

4 湯の川温泉 北海道 65

阿寒湖温泉 北海道

十勝川温泉 北海道
5 50

●東北居住者（n=223）

順位 温泉地名 都道府県 票数

1 花巻温泉郷 岩手 48

2 乳頭温泉郷・田沢湖温泉 秋田 42

3 秋保温泉 宮城 41

4 鳴子温泉郷 宮城 39

5 湯の川温泉 北海道 26

●九州・沖縄（n=377）

順位 温泉地名 都道府県 票数

1 由布院温泉 大分 169

2 黒川温泉 熊本 143

3 別府温泉郷 大分 94

4 霧島 鹿児島 83

5 指宿温泉 鹿児島 76

●東海居住者（n=411）

順位 温泉地名 都道府県 票数

1 下呂温泉 岐阜 94

2 箱根温泉 神奈川 80

3 奥飛騨温泉郷 岐阜 79

4 草津温泉 群馬 55

5 由布院温泉 大分 48

※（参考）昨年順位は、じゃらんネットで予約した会員および、非会
員のみを対象にしたインターネット調査で、調査手法は同一ながら、
対象者が異なるため、前年データとして単純比較はできない。

●北陸・近畿居住者（n=625）

順位 温泉地名 都道府県 票数

1 城崎温泉 兵庫 129

2 有馬温泉 兵庫 101

3 由布院温泉 大分 95

4 白浜温泉 和歌山 92

5 道後温泉 愛媛 81

●中国・四国居住者（n=288）

順位 温泉地名 都道府県 票数

1 由布院温泉 大分 88

2 道後温泉 愛媛 76

3 別府温泉郷 大分 63

4 黒川温泉 熊本 39

5 玉造温泉 島根 38

●関東甲信越居住者（n=1,401）

順位 温泉地名 都道府県 票数

1 箱根温泉 神奈川 428

2 草津温泉 群馬 356

3 鬼怒川温泉 栃木 141

4 由布院温泉 大分 138

5 登別温泉 北海道 136
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●20代（n=1､682）
順位 温泉地名 都道府県 票数
1 箱根温泉 神奈川 350
2 由布院温泉 大分 241
3 草津温泉 群馬 193
4 別府温泉郷 大分 191
5 下呂温泉 岐阜 167

●30代（n=3,211）
順位 温泉地名 都道府県 票数
1 箱根温泉 神奈川 585
2 由布院温泉 大分 536
3 草津温泉 群馬 441
4 黒川温泉 熊本 389
5 別府温泉郷 大分 384

●40代（n=3,026）
順位 温泉地名 都道府県 票数
1 箱根温泉 神奈川 527
2 草津温泉 群馬 454
3 登別温泉 北海道 444
4 由布院温泉 大分 439
5 別府温泉郷 大分 393

●50代（n=2,123）
順位 温泉地名 都道府県 票数
1 箱根温泉 神奈川 394
2 由布院温泉 大分 341
3 登別温泉 北海道 334
4 草津温泉 群馬 332
5 別府温泉郷 大分 243

●60代（n=823）
順位 温泉地名 都道府県 票数
1 箱根温泉 神奈川 160
2 登別温泉 北海道 133
3 草津温泉 群馬 130
4 指宿温泉 鹿児島 109
5 由布院温泉 大分 103

●20代（n=613）

順位 温泉地名 都道府県 票数

1 箱根温泉 神奈川 130

2 由布院温泉 大分 91

3 草津温泉 群馬 89

4 道後温泉 愛媛 56

5 別府温泉郷 大分 50

【年代別】
全年代で「箱根温泉」が第1位。
40代2位は「草津温泉」、60代2位は「登別温泉」。それぞれ全体2位の「湯布院温泉」を上回った。

全体のトップ5圏外で年代別でトップ5入りは20代の「下呂温泉」（5位）、30代の「黒川温泉」（4位）、60代の「指宿温
泉」（4位）がそれぞれランクアップした。

参考：属性別 じゃらん全国人気温泉地（もう一度行ってみたい温泉地）ランキング

(複数回答５つまで)

●60代（n=294）

順位 温泉地名 都道府県 票数

1 草津温泉 群馬 59

2 箱根温泉 神奈川 54

3 登別温泉 北海道 48

4 道後温泉 愛媛 35

5 乳頭温泉郷・田沢湖温泉 秋田 33

●40代（n=898）

順位 温泉地名 都道府県 票数

1 箱根温泉 神奈川 159

2 由布院温泉 大分 152

3 草津温泉 群馬 135

4 登別温泉 北海道 132

5 別府温泉郷 大分 92

【参考：昨年データ】
(複数回答５つまで)

●50代（n=740）

順位 温泉地名 都道府県 票数

1 箱根温泉 神奈川 137

2 由布院温泉 大分 129

3 登別温泉 北海道 112

4 草津温泉 群馬 101

5 指宿温泉 鹿児島 78

●30代（n=1,001）

順位 温泉地名 都道府県 票数

1 箱根温泉 神奈川 165

2 由布院温泉 大分 162

3 草津温泉 群馬 143

4 別府温泉郷 大分 109

5 道後温泉 愛媛 107

※（参考）昨年順位は、じゃらんネットで予約した会員および、非会
員のみを対象にしたインターネット調査で、調査手法は同一ながら、
対象者が異なるため、前年データとして単純比較はできない。
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順位 温泉地名 エリア・都道府県 票数
（参考）
昨年
順位

31 雲仙温泉 【九州／長崎】 271 (29)
32 山形蔵王温泉 【東北／山形】 270 (28)

秋保温泉 【東北／宮城】 256 (26)
玉造温泉 【中国･四国／島根】 256 (32)

35 阿寒湖温泉 【北海道】 254 (42)
36 層雲峡温泉 【北海道】 253 (39)

定山渓温泉 【北海道】 246 (35)
飛騨高山温泉 【東海／岐阜】 246 (35)

39 四万温泉 【関東甲信越／群馬】 239 (24)
40 花巻温泉郷 【東北／岩手】 222 (31)
41 鳴子温泉郷 【東北／宮城】 218 (41)
42 カルルス温泉 【北海道】 213 (34)
43 嬉野温泉 【九州／佐賀】 207 (44)
44 ウトロ温泉 【北海道】 184 (49)

万座温泉 【関東甲信越／群馬】 172 (45)
湯河原温泉 【関東甲信越／神奈川】 172 (45)
軽井沢の温泉 【関東甲信越／長野】 172 (43)

48 龍神温泉 【北陸・近畿／和歌山】 159 (47)
49 富士河口湖温泉郷 【関東甲信越／山梨】 147 (54)
50 上高地温泉 【関東甲信越／長野】 146 (63)

45

37

33

順位 温泉地名 エリア・都道府県 票数
（参考）
昨年
順位

1 由布院温泉 【九州／大分】 2728 (1)
2 草津温泉 【関東甲信越／群馬】 1532 (2)
3 登別温泉 【北海道】 1516 (3)
4 乳頭温泉郷・田沢湖温泉 【東北／秋田】 1445 (4)
5 別府温泉郷 【九州／大分】 1389 (5)
6 指宿温泉 【九州／鹿児島】 1316 (6)
7 道後温泉 【中国･四国／愛媛】 1211 (8)
8 黒川温泉 【九州／熊本】 1196 (10)
9 下呂温泉 【東海／岐阜】 1072 (9)
10 箱根温泉 【関東甲信越／神奈川】 1046 (7)
11 有馬温泉 【北陸・近畿／兵庫】 938 (11)
12 白骨温泉 【関東甲信越／長野】 859 (13)
13 熱海温泉 【東海／静岡】 822 (12)
14 洞爺湖温泉 【北海道】 716 (15)
15 銀山温泉 【東北／山形】 677 (16)
16 鬼怒川温泉 【関東甲信越／栃木】 673 (14)
17 伊香保温泉 【関東甲信越／群馬】 527 (17)
18 八甲田温泉・酸ヶ湯温泉 【東北／青森】 515 (18)
19 霧島温泉 【九州／鹿児島】 468 (20)
20 ニセコ温泉郷 【北海道】 464 (21)
21 十和田湖温泉郷・十和田湖湖畔温泉 【東北／青森】 420 (19)
22 和倉温泉 【北陸・近畿／石川】 399 (23)
23 黒部峡谷温泉群 【北陸・近畿／富山】 365 (22)
24 奥飛騨温泉郷 【東海／岐阜】 360 (25)
25 修善寺温泉 【東海／静岡】 324 (29)
26 浅虫温泉 【東北／青森】 308 (40)
27 白浜温泉 【北陸・近畿／和歌山】 294 (37)

宇奈月温泉 【北陸・近畿／富山】 292 (32)
城崎温泉 【北陸・近畿／兵庫】 292 (38)

30 日光温泉 【関東甲信越／栃木】 291 (27)

28

(複数回答５つまで)

東北温泉地に「支援票」も。

第１位は「由布院温泉(大分)」で、２位以下に大
きな差をつけている。第２位は「草津温泉(群馬)」
で、以下3位登別温泉、4位乳頭温泉郷・田沢湖
温泉、5位別府温泉郷と続く。

トップ50圏外で東北では、大きくランクを下げた
温泉地もあったが、逆に「復興でがんばっている
（福島県・いわき湯本温泉）」「応援したい地域で
ある（福島県・岳温泉）」など、あこがれ理由に“復
興の願い”を込めるコメントも多数見られた。

【Ⅱ】全国あこがれ温泉地ランキング
（まだ行ったことはないが、一度は行ってみたい温泉地）

※（参考）昨年順位は、じゃらんネットで予約した会員および、非会員のみを対象にしたインターネット調査で、調査手法は同一ながら、
対象者が異なるため、前年データとして単純比較はできない。
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順位 温泉地名 エリア・都道府県
集計数
（件）

満足者
割合
（％）

1 龍神温泉 【北陸・近畿／和歌山】 74 93.2
2 奥蓼科温泉 【関東甲信越／長野】 58 89.7
3 高湯温泉 【東北／福島】 67 89.6

4
壁湯・川底・寒の地獄・長
者原温泉

【九州／大分】 64 87.5

5 温根湯温泉 【北海道】 60 86.7
6 寸又峡温泉 【東海／静岡】 51 86.3
7 雲見温泉 【東海／静岡】 50 86.0
8 湯平温泉 【九州／大分】 61 85.2
9 安比温泉 【東北／岩手】 60 83.3
10 黒部峡谷温泉群 【北陸・近畿／富山】 71 83.1

順位 温泉地名 エリア・都道府県
集計数
（件）

満足者
割合
（％）

1 霧島温泉 【九州／鹿児島】 368 95.7
2 万座温泉 【関東甲信越／群馬】 189 95.2
3 乳頭温泉郷・田沢湖温泉 【東北／秋田】 199 94.0
4 山鹿・平山温泉 【九州／熊本】 182 93.4
5 乗鞍高原温泉 【関東甲信越／長野】 105 93.3
6 龍神温泉 【北陸・近畿／和歌山】 74 93.2
7 奥飛騨温泉郷 【東海／岐阜】 422 93.1

野沢温泉 【関東甲信越／長野】 141 92.9
小田・田の原・満願寺温泉 【九州／熊本】 84 92.9
登別温泉 【北海道】 529 92.4
城崎温泉 【北陸・近畿／兵庫】 434 92.4
ニセコ温泉郷 【北海道】 272 91.9
由布院温泉 【九州／大分】 653 91.9

14 指宿温泉 【九州／鹿児島】 317 91.8
15 南阿蘇温泉郷 【九州／熊本】 228 91.2
16 草津温泉 【関東甲信越／群馬】 719 91.1
17 旭岳温泉 【北海道】 100 91.0
18 別府温泉郷 【九州／大分】 711 90.9
19 黒川温泉 【九州／熊本】 363 90.6
20 ウトロ温泉 【北海道】 144 90.3
21 奥蓼科温泉 【関東甲信越／長野】 58 89.7

高湯温泉 【東北／福島】 67 89.6
日光湯元温泉 【関東甲信越／栃木】 182 89.6
上高地温泉 【関東甲信越／長野】 96 89.6

25 わいた温泉郷 【九州／熊本】 86 89.5
26 長湯温泉 【九州／大分】 113 89.4
27 四万温泉 【関東甲信越／群馬】 176 89.2

箱根温泉 【関東甲信越／神奈川】 1454 89.1
雲仙温泉 【九州／長崎】 247 89.1

30 玉造温泉 【中国･四国／島根】 241 88.8

28

8

10

12

22

順位 温泉地名 エリア・都道府県 票数
（参考）
昨年
順位

1 箱根温泉 【関東甲信越／神奈川】 1454 (1)
2 草津温泉 【関東甲信越／群馬】 719 (2)
3 別府温泉郷 【九州／大分】 711 (4)
4 熱海温泉 【東海／静岡】 663 (3)
5 由布院温泉 【九州／大分】 653 (5)
6 定山渓温泉 【北海道】 596 (6)
7 有馬温泉 【北陸・近畿／兵庫】 592 (7)
8 道後温泉 【中国･四国／愛媛】 589 (9)
9 下呂温泉 【東海／岐阜】 572 (13)
10 登別温泉 【北海道】 529 (11)
11 伊香保温泉 【関東甲信越／群馬】 486 (12)
12 鬼怒川温泉 【関東甲信越／栃木】 485 (7)
13 那須温泉 【関東甲信越／栃木】 454 (10)
14 伊東温泉・宇佐美温泉 【東海／静岡】 453 (14)
15 白浜温泉 【北陸・近畿／和歌山】 449 (15)
16 城崎温泉 【北陸・近畿／兵庫】 434 (17)
17 奥飛騨温泉郷 【東海／岐阜】 422 (19)
18 富士河口湖温泉郷 【関東甲信越／山梨】 377 (19)
19 洞爺湖温泉 【北海道】 374 (18)
20 霧島温泉 【九州／鹿児島】 368 (16)
21 黒川温泉 【九州／熊本】 363 (22)
22 湯河原温泉 【関東甲信越／神奈川】 353 (23)
23 飛騨高山温泉 【東海／岐阜】 351 (30)
24 鳥羽の温泉 【東海／三重】 348 (41)
25 秋保温泉 【東北／宮城】 331 (26)
26 嬉野温泉 【九州／佐賀】 328 (30)
27 指宿温泉 【九州／鹿児島】 317 (19)
28 湯の川温泉（北海道） 【北海道】 313 (25)
29 石和温泉 【関東甲信越／山梨】 290 (46)
30 層雲峡温泉 【北海道】 289 (34)

最近１年間で最も訪問者が多かったのは
「箱根温泉」。2位「草津温泉」の約2倍の訪問数。

１位は「箱根温泉(神奈川)」。２位には「草津温泉（群馬）」
が入り、３位は「別府温泉郷（大分）。エリア別のベスト30入
り温泉数は北海道5、東北1、関東甲信越8、東海6、北陸・
近畿3、中国・四国1、九州6温泉地であった。

(複数回答)

※満足＝「とても満足」「やや満足」「普通」「やや不満」「不満」のうち、「とても満足」「やや満足」と答えた人の割合を合わせて算出

※最近１年間の訪問者50人以上の温泉地は210、そのうち訪問者75人未満の温泉地は44

満足度第１位は「霧島温泉」、
秘湯部門は 「龍神温泉」が１位。

第１位に「霧島温泉（鹿児島）」。２位に「万座温泉（群
馬）」、３位に「乳頭温泉郷・田沢湖温泉（秋田）」が入っ
た。霧島温泉は新燃岳噴火と口蹄疫の影響により訪問
経験では前年比で順位を落としたが、訪問者の満足度
では1位となった。訪問者75名未満の秘湯部門では「龍
神温泉（和歌山）」が１位。２位に「奥蓼科温泉（長野）」、
３位に「高湯温泉（福島）」が入った。

【Ⅲ】全国温泉地訪問経験ランキング
（最近１年間に、行ったことがある温泉地）

【Ⅳ】全国温泉地満足度ランキング
（最近１年間に、行ったことがある温泉地のうち、「満足した」温泉地）

●総合満足度ランキング【訪問者50人以上】

●満足度ランキング（秘湯部門）
【上記のうち訪問者75人未満】

●全国温泉地訪問経験ランキング

※（参考）昨年順位は、じゃらんネットで予約した会員および、非会
員のみを対象にしたインターネット調査で、調査手法は同一ながら、
対象者が異なるため、前年データとして単純比較はできない。
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◆調査対象の温泉地一覧

【北海道】 【山形県】 【群馬県】 【富山県】
阿寒湖温泉 赤湯温泉 赤城温泉 宇奈月温泉
旭岳温泉 あつみ温泉 伊香保温泉 黒部峡谷温泉群
朝里川温泉 小野川温泉 磯部温泉 庄川温泉郷
網走湖畔温泉郷 月山志津温泉 老神温泉 富山温泉
ウトロ温泉 かみのやま温泉 片品温泉郷 能登半島国定公園　氷見温泉郷
温根湯温泉 銀山温泉 川原湯温泉
川湯温泉（北海道） 寒河江温泉 草津温泉 【石川県】
カルルス温泉 さくらんぼ東根温泉 猿ヶ京温泉 粟津温泉
北湯沢温泉 白布温泉 四万温泉 片山津温泉
支笏湖温泉 瀬見温泉・赤倉温泉 尻焼温泉 小松温泉
定山渓温泉 天童温泉 宝川温泉 白峰温泉
白金温泉 山形蔵王温泉 梨木温泉 辰口温泉
層雲峡温泉 湯田川温泉 藤岡温泉 白山一里野温泉
天人峡温泉 湯野浜温泉 法師温泉 山代温泉
洞爺湖温泉 万座温泉 山中温泉
十勝川温泉 【福島県】 水上温泉郷 湯涌温泉
十勝岳温泉 会津芦ノ牧温泉 薬師温泉 和倉温泉
ニセコ温泉郷 会津東山温泉 輪島温泉郷
ぬかびら源泉郷 会津湯野上温泉 【埼玉県】
登別温泉 熱塩温泉 小鹿野温泉大竜寺源泉 【福井県】
湯の川温泉 穴原温泉 柴原温泉 あわら温泉

飯坂温泉 和銅鉱泉 越前玉川温泉
【青森県】 猪苗代温泉 勝山温泉

浅虫温泉 いわき湯本温泉 【千葉県】 三国温泉
大鰐温泉 表磐梯温泉 安房温泉
下風呂・薬研温泉 高湯温泉 犬吠埼温泉 【山梨県】
十和田湖温泉郷・十和田湖湖畔温泉 岳温泉 岩井湯元温泉 石和温泉
八甲田温泉・酸ヶ湯温泉 土湯温泉 鴨川温泉 下部温泉

羽鳥湖温泉 小湊温泉 積翠寺温泉
【岩手県】 磐梯熱海温泉 白子温泉 富士河口湖温泉郷

安比温泉 たてやま温泉郷 真木温泉
夏油高原温泉郷 【茨城県】 千倉温泉郷 山中湖温泉
繋温泉・鶯宿温泉 磯原温泉 長生温泉 湯村温泉（山梨）
八幡平温泉郷 五浦温泉 南房総白浜温泉郷
花巻温泉郷 奥久慈温泉郷 養老渓谷温泉 【長野県】
湯田温泉峡 筑波温泉 秋山郷

平潟港温泉 【神奈川県】 浅間温泉
【宮城県】 中川温泉 美ヶ原温泉

青根温泉 【栃木県】 七沢温泉 美ヶ原高原温泉
秋保温泉 板室温泉 箱根温泉 大町温泉郷
鎌先温泉・小原温泉 大田原温泉 湯河原温泉 奥蓼科温泉
作並温泉 川治温泉 鹿教湯温泉
遠刈田温泉 川俣温泉 【新潟県】 上高地温泉
鳴子温泉郷 喜連川温泉 赤倉温泉 上諏訪温泉

鬼怒川温泉 池ノ平温泉 軽井沢の温泉
【秋田県】 塩原温泉 糸魚川温泉 志賀高原の温泉

秋田八幡平温泉郷 那須温泉 岩室温泉 下諏訪温泉
男鹿温泉郷 日光温泉 鵜の浜温泉 白樺湖温泉
小安峡温泉・秋の宮温泉 日光湯元温泉 越後湯沢温泉 白骨温泉
乳頭温泉郷・田沢湖温泉 湯西川温泉 大湯温泉 蓼科温泉
湯瀬温泉・大湯温泉 貝掛温泉 戸狩温泉

麒麟山温泉 戸倉上山田温泉
グリーンピア津南温泉 扉温泉
五頭温泉郷 野沢温泉
佐渡加茂湖温泉 乗鞍高原温泉
瀬波温泉 昼神温泉
月岡温泉 別所温泉
燕温泉 穂高温泉郷
栃尾又温泉 南木曽温泉郷
舞子温泉 湯田中渋温泉郷
松之山温泉
妙高温泉
六日町温泉
弥彦温泉
湯田上温泉
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【岐阜県】 【滋賀県】 【鳥取県】 【福岡県】
恵那温泉郷 おごと温泉 皆生温泉 原鶴・筑後川温泉
奥飛騨温泉郷 * 鳥取いなば温泉郷 二日市温泉
下呂温泉 【京都府】 はわい・東郷温泉 船小屋温泉
長良川温泉 浅茂川浦島温泉 三朝温泉 脇田温泉
濁河温泉 天橋立温泉
飛騨高山温泉 嵐山温泉 【島根県】 【佐賀県】

大原温泉 有福温泉 嬉野温泉
【静岡県】 木津温泉 玉造温泉 武雄温泉

網代温泉 久美の浜温泉郷 松江しんじ湖温泉 たら竹崎・太良嶽温泉
熱川温泉 丹後温泉 ★湯の川温泉（島根） 古湯･熊の川温泉
熱海温泉 鳴き砂温泉
天城湯ヶ島温泉郷 夕日ヶ浦温泉郷 【岡山県】 【長崎県】
伊豆長岡温泉 湯の花温泉 奥津温泉 壱岐・湯ノ本温泉
伊東温泉・宇佐美温泉 るり渓温泉 湯郷温泉 雲仙温泉
稲取温泉 湯原温泉郷 小浜温泉
片瀬温泉・白田温泉 【大阪府】 島原温泉
河津温泉 犬鳴山温泉 【広島県】 平戸の温泉
舘山寺温泉 能勢温泉 鞆の浦温泉
雲見温泉 伏尾温泉 湯来温泉 【熊本県】
下賀茂温泉 阿蘇内牧温泉
下田温泉 【兵庫県】 【山口県】 天草・松島・下田温泉
修善寺温泉 赤穂温泉 川棚温泉 植木温泉
寸又峡温泉 有馬温泉 長門湯本温泉 小田・田の原・満願寺温泉
土肥温泉 淡路島の温泉 萩温泉郷 菊池温泉
堂ヶ島温泉 　（洲本温泉・南淡路温泉郷・岩屋温泉） 湯田温泉 黒川温泉
弓ヶ浜温泉 香住温泉郷 玉名温泉

城崎温泉 【徳島県】 杖立温泉
【愛知県】 塩田温泉 大歩危・祖谷周辺の温泉 人吉温泉

犬山温泉 宝塚・武田尾温泉 南阿蘇温泉郷
蒲郡温泉郷 ハチ北温泉 【香川県】 山鹿・平山温泉
笹戸温泉 浜坂温泉郷 こんぴら温泉郷 湯の児温泉
猿投温泉 湯村温泉（兵庫） 塩江温泉 わいた温泉郷
南知多温泉郷 小豆島の温泉
湯谷温泉 【奈良県】 【大分県】

大峯山洞川温泉 【愛媛県】 天ヶ瀬温泉
【三重県】 十津川温泉 道後温泉 壁湯・川底・寒の地獄・長者原温泉

伊勢二見の温泉 吉野山温泉 鈍川温泉 長湯温泉
榊原温泉 湯ノ浦温泉　 日田温泉
志摩の温泉 【和歌山県】 別府温泉郷
長島温泉 加太・和歌浦・有田の温泉 【高知県】 宝泉寺・筋湯・湯坪温泉
鳥羽の温泉 勝浦・串本・すさみの温泉 あしずり温泉郷 湯平温泉
湯の山温泉 川湯温泉（和歌山） 由布院温泉

白浜温泉
湯の峰温泉 【宮崎県】
龍神温泉 青島温泉
渡瀬温泉 北郷温泉

宮崎リゾート温泉

【鹿児島県】
指宿温泉
霧島温泉

※以上、合計331の温泉地を選択肢として設定した

※温泉地名は調査時のものであり、一部の温泉地名で呼称が異なる場合がある

※「★」＝本年度調査にて新規で追加された温泉地名

※「* 」＝本年度調査にて名称変更した温泉地名
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