
トリップアドバイザーの利用傾向
から見るナイトライフ観光 

トリップアドバイザー株式会社 

代表取締役 牧野友衛 



トリップアドバイザーの基本データ 
世界最大の旅行口コミサイト 

4.55億 
平均月間訪問者数 ** 

49 
世界の国と地域 

5.7億 
口コミ情報 

4.2億+ 
ダウンロード 

*Source: comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide, July 2017 

** Source: TripAdvisor log files, Q3 2017 

730万+ 
宿泊施設、レストラン、観光 



アジア 

オセアニア 

ヨーロッパ 北中米 

日本と東京への世界からのアクセス分布 

Source: TripAdvisor Destination cube data. 日本を除いた国と地域における、日本国内ページセッション数の割合。2017年。 



日本と東京へのアクセス上位国と地域 
東京はアメリカ、オーストラリア、シンガポールが上位 



外国人に人気の観光スポット(日没後) 

ナイトスポットなど施設 

ロボットレストラン 

時間帯：19:50-23:00(夜の部) 

料金例：¥7,500~  

マジックバー 

時間帯：19:00-25:00  

料金例：¥3,000 ~ ¥4,000   

コメディショー 

時間帯：20:30-23:00  

料金例：¥1,000 ~ ¥2,000 



外国人に人気のアクティビティ(日没後) 
街そのものを観光資源として活用するシティツアー 

カート 

時間帯：-22:00  

料金例：¥9,000 ~ ¥15,000   

フードツアー 

時間帯：17:00-20:30  

料金例：¥9,500 ~ 

パブ（居酒屋）ツアー 

時間帯：19:00-23:45 

料金例：¥2,000 ~ ¥5,000 



着地型ツアー、アクティビティや入場券の世界最大のプラットフォーム 

125,000以上 

3,000以上 

目的地 

4.55億以上 

平均月間訪問者数 

460万以上 

アプリダウンロード 

口コミ情報 

6.3億以上  

t 言語  
ヵ国の通貨 

28 

14 に対応 

3,500以上 

アフィリエイトパ
ートナー 

2014年一員に 

ツアー＆アクティビティ 



アメリカのユーザーが見ている海外の人気都市 

都市(国) 

1 パリ(フランス） 

2 ロンドン(イギリス) 

3 ローマ(イタリア) 

4 バルセロナ(スペイン) 

5 バンコク(タイ) 

6 アムステルダム(オランダ) 

7 フィレンツェ(イタリア) 

8 ダブリン(アイルランド) 

9 ヴェネチア(イタリア) 

10 ドバイ(アラブ首長国連邦) 

都市(国) 

11 マドリード(スペイン） 

12 レイキャヴィーク(アイスランド) 

13 東京(日本) 

14 香港(中国) 

15 プラハ(チェコ) 



アトラクションチケット(展望台など) 

海外で人気のアクティビティ 
展望台などのチケットやクルーズが夜間のアクティビティとして人気 

クルーズ 



展望台：東京とニューヨークの比較 

展望台 営業時間 料金 オンライン販売 

東京スカイツリー  8:00 - 22:00 ¥2,060  ☓ 

東京シティビュー 
10:00 - 23:00 

(25:00 金・土・休前日) 
¥1,800 ☓ 

東京タワー 9:00 - 23:00 ¥900 ☓ 

エンパイアステートビル 8:00 -  26:00 $36(約¥4,000) ◯ 

トップオブザロック 8:00 - 24:30 $34(約¥3,800) ◯ 

ワン ワールド 8:00 - 21:00 $39(約¥4,300) ◯ 

東京は料金が安く、またオンライン販売がされていない 

http://www.tokyo-skytree.jp/ticket/individual/
https://art-view.roppongihills.com/jp/info/index.html#tickets
https://www.tokyotower.co.jp/price/index.html
http://www.esbnyc.com/buy-tickets
https://jp.viator.com/tours/New-York-City/Top-of-the-Rock-Observation-Deck-New-York/d687-3784TOPROCK
https://www.topoftherocknyc.com/buy-tickets/top-of-the-rock/
https://jp.viator.com/tours/New-York-City/One-World-Observatory-Admission/d687-8747ONEWORLD
https://jp.viator.com/tours/New-York-City/One-World-Observatory-Admission/d687-8747ONEWORLD
https://jp.viator.com/tours/New-York-City/One-World-Observatory-Admission/d687-8747ONEWORLD
https://oneworldobservatory.com/en/buy-tickets?keyword=Guest Admission


美術館：東京と世界の美術館/博物館の比較 

美術館 営業時間 料金 オンライン販売 

東京国立博物館 9:30 - 17:00 (21:00 金土) ¥620 ☓ 

江戸東京博物館 
9:30 - 17:30  

(19:30 土 /夏季期間 金 21:00) 
¥600 ☓ 

東京都庭園美術館  
10:00 -18:00 

(夏季期間 金 21:00 ) 
¥1,200(企画展) ☓ 

ルーブル美術館 
9:00 - 18:00 (月木土日) 

9:00 - 21:45 (水金) 
17€(約¥2,200) ◯ 

大英博物館 10:00 - 17:30 無料 ー 

メトロポリタン美術館 
10:00 - 17:30 (日 - 木) 

10:00 - 21:00 (金土) 
$25(約¥2,800) ◯ 

東京は料金が安く、またオンライン販売がされていない 

https://www.ticketlouvre.fr/louvre/b2c/index.cfm/home
https://rsecure.metmuseum.org/admissions


ナイト＆ディナークルーズ 
東京とロンドンは提供されているクルーズの数が少ない 



販売アクティビティ/チケットの比較 

東京は各都市の半数以下のオンライン販売での商品数 

東京   

   
ニューヨーク 

ロンドン 

パリ 

出典: Viator上で2018年7月現在で販売されているアクテビティ/チケットの数。単位は100。 



日没時間の各都市の違い 

18:46 20:11 20:49 21:29 

東京は主要観光都市の中でも日没が早い 

パリ ロンドン ニューヨーク 東京 

6:24 5:24 5:53 4:49 

パリ ロンドン ニューヨーク 東京 



朝の時間の活用 

”Mornings at MoMA” 79ドル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

”EmptyMet Tour at The Metropolitan 

Museum of Art” 175ドル 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

通常営業時間前に特別なツアーを高価格で実施 

開館前に行う1時間のVIPツアー。 

25人限定。 

開館前に行う1時間半のVIPツアー。 

25人限定。 

 



エリア面積の都市比較 

東京 

(23区) 

619km² 

ロンドン 
(インナーロンドン) 

319km² 

パリ 

105.4km² 

ニューヨーク 
(マンハッタン) 

59.1km² 



● 訪日外国人のニーズを理解して必要
なコンテンツの拡充を行う 

 
● 営業時間外の有効活用として朝の時
間の利用も促進する 

 
● オンライン販売の対応を行い、適切
なプロモーション＆販売チャネルの
活用をする 

 
 

まとめ トリップアドバイザーの 

チケット販売の流れ 




