
Press Release

「じゃらん人気温泉地ランキング2022」投票結果報告

2021年12月8日

○もう一度行ってみたい温泉地は調査開始から初めてトップが入れ替わり「草津温泉」が1位獲得

○あこがれ温泉地は3年連続1位で「乳頭温泉郷」

〇新設部門ひとり旅で行きたい温泉地の1位は「箱根温泉」

1

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：北村 吉弘）の観光に関する調査・研究、地

域振興機関『じゃらんリサーチセンター』（センター長：沢登 次彦）は、旅行サイト『じゃらんnet』会員1

万3,961人を対象に、温泉地利用に関するアンケートを実施しましたので、結果をご報告いたします。「じゃ

らん人気温泉地ランキング2022」は本年度で16回目の実施となります。今回から新型コロナウイルス感染症

の影響で、密を避けた少人数の旅行スタイルも注目されていることから、ひとり旅で行きたい温泉地ランキ

ング を新設しました。なお、2022年2月号の『じゃらん』（北海道版、関東・東北版、東海版、関西・中

国・四国版、九州版）において、本結果をもとに周辺のおすすめスポットなどと併せて紹介する編集記事を

掲載予定です。

＜主な調査結果＞

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）

（→P4）

 調査開始16年目で初めてトップが入れ替わり「草津温泉」が1位を獲得

1位：草津温泉（群馬県） 2,565票（前年2位）

2位：箱根温泉（神奈川県）2,485票（前年1位）

3位：登別温泉（北海道）1,748票（前年3位）

4位：道後温泉（愛媛県）1,668票（前年4位）

5位：別府温泉郷（大分県）1,395票（前年5位）

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）（→P8）

 3年連続で「乳頭温泉郷」が1位を獲得。「別府温泉郷」が2ランクアップしてベスト10入りへ

1位：乳頭温泉郷（秋田県）2,413票（前年1位）

2位：草津温泉（群馬県）1,956票（前年2位）

3位：由布院温泉（大分県）1,778票（前年3位）

【新設部門】全国ひとり旅で行き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「ひとり旅で行ってみたい」温泉地）（→P10）

 新設部門の1位は「箱根温泉」。「静かな環境でゆっくり過ごせるから」「公共交通機関や送迎付きで

行けるから」の理由が多い。

1位：箱根温泉（神奈川県）1,292票

2位：草津温泉（群馬県） 814票

3位：道後温泉（愛媛県）782票

本件に関する
お問い合わせ先

https://www.recruit.co.jp/support/form/

草津温泉

乳頭温泉郷

箱根温泉

https://www.recruit.co.jp/support/form/


調査概要と回答者プロフィール / 調査対象の327温泉地一覧①

・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
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【調査概要】

◎調査時期 ：2021年8月23日（月）～ 2021年8月31日（火）
◎調査対象 ：『じゃらんnet』会員
◎調査方法 ：インターネット上でのアンケートを実施
◎回収数 ：1万3,961人
◎有効回答数 ：1万3,961人
◎対象温泉 ：全国の327温泉地（除く東京都・沖縄県）を調査対象として設定

【回答者プロフィール】 （ｎ＝13,961）
(%)

(%)

性別 ％

男性 49.8

女性 50.2 

居住地域 ％

北海道 6.3 

東北 5.1 

関東・甲信越 39.8 

東海 11.9 

北陸・関西 19.0 

中国・四国 5.9 

九州・沖縄 11.9 

年代 調査数 10代以下 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上

全体 13,961 0.3 7.1 11.7 23.0 32.3 20.8 4.9 

性別
男性 6,951 0.2 4.4 8.4 19.7 31.9 27.5 7.9 

女性 7,010 0.4 9.8 14.9 26.3 32.6 14.1 1.9 

ライフステージ 調査数 未婚
既婚

（子供なし）
既婚

（子供あり）

全体 13,961 24.2 18.9 56.9 

性別
男性 6,951 19.0 19.3 61.7 

女性 7,010 29.3 18.4 52.3 

【調査対象温泉地一覧】

[北海道]

阿寒湖温泉

旭岳温泉・天人峡温泉

朝里川温泉

網走湖畔温泉郷

ウトロ温泉

温根湯温泉

カルルス温泉

川湯温泉

北湯沢温泉

支笏湖温泉

定山渓温泉

白金温泉

層雲峡温泉

洞爺湖温泉

十勝川温泉

十勝岳温泉

ニセコ温泉郷

ぬかびら源泉郷

登別温泉

湯の川温泉

▼山形県

赤湯温泉

あつみ温泉

小野川温泉

月山志津温泉

かみのやま温泉

銀山温泉

蔵王温泉

寒河江温泉

さくらんぼ東根温泉

白布温泉

瀬見温泉・赤倉温泉

天童温泉

湯田川温泉

湯野浜温泉

▼福島県

会津芦ノ牧温泉

会津東山温泉

会津湯野上温泉

熱塩温泉

穴原温泉

飯坂温泉

猪苗代温泉

いわき湯本温泉

表磐梯温泉

高湯温泉

岳温泉

土湯温泉

羽鳥湖温泉

磐梯熱海温泉

▼埼玉県

小鹿野温泉大竜寺源泉

柴原温泉

和銅鉱泉

▼千葉県

安房温泉

犬吠埼温泉

岩井湯元温泉

鴨川温泉

小湊温泉

白子温泉

たてやま温泉郷

千倉温泉郷

長生温泉

南房総白浜温泉郷

養老渓谷温泉

▼神奈川県

中川温泉

七沢温泉

箱根温泉

湯河原温泉

[東北]

▼青森県

浅虫温泉

大鰐温泉

下風呂・薬研温泉

奥入瀬渓流温泉・十和

田湖畔温泉

八甲田温泉・酸ヶ湯温

泉

▼岩手県

夏油高原温泉郷

つなぎ温泉・鶯宿温泉

八幡平温泉郷

花巻温泉郷

湯田温泉峡

▼宮城県

青根温泉

秋保温泉

鎌先温泉・小原温泉

作並温泉

遠刈田温泉

鳴子温泉郷

▼秋田県

秋田八幡平温泉郷

男鹿温泉郷

小安峡温泉・秋の宮温

泉

乳頭温泉郷

湯瀬温泉・大湯温泉

[関東]

▼茨城県

磯原温泉

五浦温泉

奥久慈温泉郷

筑波温泉

平潟港温泉

▼栃木県

板室温泉

大田原温泉

川治温泉

川俣温泉

喜連川温泉

鬼怒川温泉

塩原温泉

那須温泉

日光温泉

日光湯元温泉

湯西川温泉

▼群馬県

赤城温泉

伊香保温泉

磯部温泉

上野村温泉郷

老神温泉

片品温泉郷

川原湯温泉

草津温泉

四万温泉

尻焼温泉

藤岡温泉

万座温泉

みなかみ18湯（旧水上

温泉郷・猿ケ京温泉・

法師温泉・宝川温泉）

薬師温泉



調査対象の327温泉地一覧②
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・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

[甲信越]

▼新潟県

赤倉温泉

池の平温泉

糸魚川温泉

岩室温泉

鵜の浜温泉

越後湯沢温泉

大湯温泉

貝掛温泉

麒麟山温泉

五頭温泉郷

咲花温泉

佐渡加茂湖温泉

瀬波温泉

月岡温泉

燕温泉

栃尾又温泉

舞子温泉

松之山温泉

妙高温泉

六日町温泉

弥彦温泉

湯田上温泉

▼山梨県

石和温泉

下部温泉

積翠寺温泉

富士河口湖温泉郷

真木温泉

山中湖温泉

湯村温泉

▼長野県

秋山郷

浅間温泉

美ヶ原温泉

美ヶ原高原温泉

大町温泉郷

奥蓼科温泉

鹿教湯温泉

上高地温泉

上諏訪温泉

軽井沢の温泉

志賀高原の温泉

下諏訪温泉

白樺湖温泉

白骨温泉

蓼科温泉

戸狩温泉

戸倉上山田温泉

扉温泉

野沢温泉

乗鞍高原温泉

昼神温泉

別所温泉

穂高温泉郷

南木曽温泉郷

湯田中渋温泉郷

[東海]

▼岐阜県

恵那峡温泉

奥飛騨温泉郷

下呂温泉

長良川温泉

濁河温泉

飛騨高山温泉

▼静岡県

網代温泉

熱川温泉

熱海温泉

天城湯ヶ島温泉郷

伊豆長岡温泉

伊東温泉・宇佐美温泉

稲取温泉

片瀬温泉・白田温泉

河津温泉

舘山寺温泉

雲見温泉

下賀茂温泉

下田温泉

修善寺温泉

寸又峡温泉

土肥温泉

堂ヶ島温泉

三ヶ日温泉

雄踏温泉

弓ヶ浜温泉

▼愛知県

犬山温泉

蒲郡温泉郷

笹戸温泉

猿投温泉

南知多温泉郷

湯谷温泉

▼三重県

伊勢二見の温泉

志摩の温泉

鳥羽温泉郷

中伊勢温泉郷

長島温泉

湯の山温泉

[九州]

▼福岡県

原鶴・筑後川温泉

二日市温泉

船小屋温泉郷

脇田温泉

▼佐賀県

嬉野温泉

武雄温泉

たら竹崎温泉

古湯･熊の川温泉

▼長崎県

壱岐・湯ノ本温泉

雲仙温泉

小浜温泉

島原温泉

平戸温泉

▼熊本県

阿蘇内牧温泉

植木温泉

小田・田の原・満願寺

温泉

上天草温泉郷・下田温

泉

菊池温泉

黒川温泉

玉名温泉

杖立温泉

人吉温泉

南阿蘇温泉郷

山鹿・平山温泉

湯の児温泉

わいた温泉郷

▼大分県

天ヶ瀬温泉

久住温泉

九重“夢”温泉郷

長湯温泉

日田温泉

別府温泉郷

湯平温泉

由布院温泉

▼宮崎県

青島温泉

北郷温泉

宮崎リゾート温泉

▼鹿児島県

指宿温泉

霧島温泉（霧島温泉

郷、霧島神宮温泉郷、

妙見・安楽温泉郷、日

当山温泉郷）

[中国]

▼鳥取県

皆生温泉

鳥取いなば温泉郷

はわい・東郷温泉

三朝温泉

▼島根県

旭温泉

玉造温泉

松江しんじ湖温泉

湯の川温泉

温泉津温泉

▼岡山県

奥津温泉

湯郷温泉

湯原温泉郷

▼広島県

鞆の浦温泉

宮島・宮浜の温泉

湯来温泉

▼山口県

川棚温泉

長門湯本温泉

萩温泉郷

湯田温泉

[四国]

▼徳島県

大歩危・祖谷周辺の温

泉

▼香川県

こんぴら温泉郷

塩江温泉

小豆島の温泉

▼愛媛県

道後温泉

鈍川温泉

湯ノ浦温泉

▼高知県

あしずり温泉郷

[北陸]

▼富山県

宇奈月温泉

黒部峡谷温泉群

庄川温泉郷

富山温泉

能登半島国定公園

氷見温泉郷

▼石川県

加賀温泉郷

小松温泉

白峰温泉

辰口温泉

白山一里野温泉

湯涌温泉

和倉温泉

輪島温泉郷

▼福井県

あわら温泉

越前温泉

勝山温泉

三国温泉

[関西]

▼滋賀県

おごと温泉

▼京都府

浅茂川浦島温泉

天橋立温泉

嵐山温泉

大原温泉

木津温泉

久美の浜温泉郷

丹後温泉

鳴き砂温泉

夕日ヶ浦温泉

湯の花温泉

るり渓温泉

▼大阪府

犬鳴山温泉

能勢温泉

伏尾温泉

▼兵庫県

赤穂温泉

有馬温泉

淡路島の温泉（洲本温

泉・南あわじ温泉郷・

岩屋温泉）

香住温泉郷

城崎温泉

塩田温泉

宝塚・武田尾温泉

ハチ北温泉

浜坂温泉郷

湯村温泉

▼奈良県

大峯山洞川温泉

十津川温泉

吉野山温泉

▼和歌山県

加太・和歌浦・有田の

温泉

勝浦・串本・すさみの

温泉

川湯温泉

白浜温泉

湯の峰温泉

龍神温泉

渡瀬温泉



全国人気温泉地ランキング（もう一度行ってみたい温泉地）

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 （複数回答５つまで）
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調査開始16年目で初めてトップが入れ替わり「草津温泉」が1位を獲得

トップ10のラインアップは前年と同じとなり、前年から1ランクアップしたのは6位の「有馬温泉」と8位

の「熱海温泉」。上位50位までで順位を上げた温泉地としては、35位の「湯河原温泉」（＋6ランク）、

19位の「伊香保温泉」（＋5ランク）、16位の「蔵王温泉」（＋3ランク）など。

●全国（n=13,848）

順
位

都道府県 温泉地 票数
前年
順位

1 群馬県 草津温泉 2565 (2)

2 神奈川県 箱根温泉 2485 (1)

3 北海道 登別温泉 1748 (3)

4 愛媛県 道後温泉 1668 (4)

5 大分県 別府温泉郷 1395 (5)

6 兵庫県 有馬温泉 1373 (7)

7 熊本県 黒川温泉 1279 (6)

8 静岡県 熱海温泉 1228 (9)

9 大分県 由布院温泉 1199 (8)

10 岐阜県 下呂温泉 1191 (10)

11 兵庫県 城崎温泉 1109 (10)

12 秋田県 乳頭温泉郷 994 (12)

13 栃木県 鬼怒川温泉 902 (15)

14 岐阜県 奥飛騨温泉郷 895 (13)

15 鹿児島県 指宿温泉 883 (14)

16 山形県 蔵王温泉 808 (19)

17 石川県 和倉温泉 800 (17)

18 北海道 洞爺湖温泉 778 (16)

19 青森県
奥入瀬渓流温泉・十和田
湖畔温泉

708 (21)

19 群馬県 伊香保温泉 708 (24)

21 石川県 加賀温泉郷 701 (20)

22 北海道 定山渓温泉 695 (18)

23 北海道 阿寒湖温泉 681 (22)

24 島根県 玉造温泉 651 (25)

25 佐賀県 嬉野温泉 647 (23)

順
位

都道府県 温泉地 票数
前年
順位

26 北海道 湯の川温泉 590 (25)

27 群馬県 万座温泉 587 (27)

28 長崎県 雲仙温泉 583 (28)

29 鹿児島県
霧島温泉（霧島温泉郷、霧

島神宮温泉郷、妙見・安楽
温泉郷、日当山温泉郷）

556 (29)

30 青森県 八甲田温泉・酸ヶ湯温泉 543 (32)

31 宮城県 秋保温泉 530 (30)

32 北海道 層雲峡温泉 491 (33)

33 山形県 銀山温泉 489 (34)

34 岐阜県 飛騨高山温泉 480 (31)

35 神奈川県 湯河原温泉 460 (41)

36 宮城県 鳴子温泉郷 445 (35)

37 栃木県 那須温泉 438 (37)

38 和歌山県 白浜温泉 427 (36)

39  群馬県 四万温泉 424 (39)

40 静岡県 修善寺温泉 416 (43)

41 長野県 白骨温泉 411 (42)

42 北海道 ニセコ温泉郷 387 (38)

43 兵庫県
淡路島の温泉（洲本温泉・

南あわじ温泉郷・岩屋温
泉）

382 (45)

44 北海道 十勝川温泉 373 (40)

45 岩手県 花巻温泉郷 370 (44)

46 鳥取県 三朝温泉 351 (46)

47 富山県 宇奈月温泉 329 (49)

48 福井県 あわら温泉 325 (48)

49 静岡県 伊東温泉・宇佐美温泉 306 (47)

50 鳥取県 皆生温泉 305 (52)

 全国人気温泉地ランキング（もう一度行ってみたい温泉地）



全国人気温泉地ランキング（もう一度行ってみたい温泉地の上位温泉地の順位変動と選択理由）

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 （複数回答５つまで）

5

上位５つの温泉地の顔ぶれは4年連続で変動はなし

16年目の調査で初めて1位が「草津温泉」となったが、5位までの顔ぶれは2019年から変わりなし。調査

発表開始以来の順位変動を見たものが以下となる。選択理由では、1位の「草津温泉」は「街の雰囲気」

「効能や泉質」が高く、2位の 「箱根温泉」は「交通」「街の雰囲気」「自然」などの多彩な魅力を持つ

バランス型。3位の「登別温泉」は「効能や泉質」と「自然」を評価、４位の「道後温泉」は「街の雰囲

気」が突出して高い。

2007
年

2008
年

2009
年

2010
年

2011
年

2012
年

2013
年

2014
年

2015
年

2016
年

2017
年

2018
年

2019
年

2020
年

2021
年

2022
年

草津温泉 3位 3位 3位 3位 3位 3位 3位 2位 3位 2位 2位 2位 2位 2位 2位 1位

箱根温泉 1位 1位 1位 1位 1位 1位 1位 1位 1位 1位 1位 1位 1位 1位 1位 2位

登別温泉 4位 4位 4位 4位 4位 4位 4位 5位 5位 5位 5位 5位 3位 3位 3位 3位

道後温泉 7位 6位 6位 6位 5位 6位 7位 6位 6位 6位 6位 6位 4位 4位 4位 4位

別府温泉郷 5位 5位 5位 5位 6位 5位 5位 4位 4位 4位 4位 3位 5位 5位 5位 5位

 「もう一度行ってみたい」上位5温泉地の順位変動（2007年～2022年）

 「もう一度行ってみたい」上位５温泉地の選択理由 （上位５温泉地各選択者：複数回答５つまで）
（％）

選択項目

手頃 手頃な料金で行けるから

効能や泉質
温泉の効能や泉質が気に入っ
ているから

温泉以外 温泉以外も楽しめるから

観光
スポット

周辺の観光スポットが充実し
ているから

自然 自然に囲まれているから

街の雰囲気 街の雰囲気が好きだから

交通 交通の便が良いから

1位 草津温泉（n=2,565） 2位 箱根温泉（n=2,485） 3位 登別温泉（n=1,748）

4位 道後温泉（n=1,668） 5位 別府温泉郷（n=1,395）



居住地別 全国人気温泉地ランキング（もう一度行ってみたい温泉地）

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 （複数回答５つまで）

6

関東・甲信越居住者の1位「草津温泉」は2年ぶりの返り咲き

関東・甲信越以外の居住エリアでは前年とトップは変わらず。東海居住者では「有馬温泉」、北陸・関

西居住者では「登別温泉」、中国・四国居住者では「玉造温泉」が新たにランクインした。

☆=今年から5位以内に新たにランクインした温泉地

☆

●北海道居住者（n=883）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 北海道 登別温泉 423 

2  北海道 洞爺湖温泉 257 

3 北海道 湯の川温泉 231 

4 北海道 阿寒湖温泉 224 

4 北海道 定山渓温泉 224 

●東北居住者（n=713）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 宮城県 秋保温泉 155 

2 宮城県 鳴子温泉郷 141 

3 秋田県 乳頭温泉郷 137 

4 岩手県 花巻温泉郷 122 

5 山形県 銀山温泉 94 

●関東・甲信越居住者（n=5,523）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 群馬県 草津温泉 1638 

2 神奈川県 箱根温泉 1562 

3 静岡県 熱海温泉 743 

4 栃木県 鬼怒川温泉 591 

5 北海道 登別温泉 566 

●東海居住者（n=1,646）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 岐阜県 下呂温泉 414 

2 群馬県 草津温泉 310 

3 岐阜県 奥飛騨温泉郷 303 

4 神奈川県 箱根温泉 282 

5 兵庫県 有馬温泉 207 

●北陸・関西居住者（n=2,642）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 兵庫県 城崎温泉 591 

2 兵庫県 有馬温泉 558 

3 愛媛県 道後温泉 397 

4 岐阜県 下呂温泉 313 

5 北海道 登別温泉 303 

●中国・四国居住者（n=817）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 愛媛県 道後温泉 235 

2 大分県 別府温泉郷 149 

3 兵庫県 有馬温泉 146 

4 島根県 玉造温泉 128 

5 大分県 由布院温泉 126 

●九州・沖縄居住者（n=1,624）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 熊本県 黒川温泉 505 

2 佐賀県 嬉野温泉 381 

3 大分県 別府温泉郷 311 

4 大分県 由布院温泉 290 

5 長崎県 雲仙温泉 265 

☆

●北海道居住者（n=1,068）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 北海道 登別温泉 526 

2  北海道 洞爺湖温泉 312 

3 北海道 定山渓温泉 288 

4 北海道 湯の川温泉 268 

5 北海道 阿寒湖温泉 260 

●東北居住者（n=726）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 宮城県 秋保温泉 163 

2 秋田県 乳頭温泉郷 160 

3 宮城県 鳴子温泉郷 135 

4 山形県 銀山温泉 115 

5 岩手県 花巻温泉郷 106 

●関東・甲信越居住者（n=4,961）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 神奈川県 箱根温泉 1490 

2 群馬県 草津温泉 1472 

3 静岡県 熱海温泉 636 

4 北海道 登別温泉 537 

5 栃木県 鬼怒川温泉 519 

●東海居住者（n=1,583）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 岐阜県 下呂温泉 378 

2 神奈川県 箱根温泉 341 

3 群馬県 草津温泉 313 

4 岐阜県 奥飛騨温泉郷 302 

5 愛媛県 道後温泉 208 

●北陸・関西居住者（n=2,502）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 兵庫県 城崎温泉 548 

2 兵庫県 有馬温泉 509 

3 愛媛県 道後温泉 430 

4 岐阜県 奥飛騨温泉郷 304 

5 岐阜県 下呂温泉 296 

●中国・四国居住者（n=907）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 愛媛県 道後温泉 223 

2 兵庫県 有馬温泉 176 

3 大分県 別府温泉郷 170 

4 兵庫県 城崎温泉 157 

5 大分県 由布院温泉 151 

●九州・沖縄居住者（n=1,513）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 熊本県 黒川温泉 475 

2 佐賀県 嬉野温泉 385 

3 大分県 由布院温泉 300 

4 大分県 別府温泉郷 287 

5 長崎県 雲仙温泉 244 

＜前年データ＞

☆

 居住地別 全国人気温泉地ランキング（もう一度行ってみたい温泉地）



年代別 全国人気温泉地ランキング（もう一度行ってみたい温泉地）

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 （複数回答５つまで）

7

1位は20・30代が「箱根温泉」、40～60代は「草津温泉」と年代で分かれる結果に

40代の1位が入れ替わり、「草津温泉」が40代の1位にランクアップ。新たにランクインした温泉地が

あったのは30代のみとなり、「熱海温泉」と「黒川温泉」が30代のトップ５に新たに加わった。

☆

●20代（n=952）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 神奈川県 箱根温泉 252 

2 群馬県 草津温泉 206 

3 静岡県 熱海温泉 162 

4 栃木県 鬼怒川温泉 112 

4 岐阜県 下呂温泉 112 

●30代（n=1,600）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 神奈川県 箱根温泉 344 

2 群馬県 草津温泉 317 

3 愛媛県 道後温泉 200 

4 静岡県 熱海温泉 192 

5 熊本県 黒川温泉 177 

●40代（n=3,190）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 群馬県 草津温泉 530 

2 神奈川県 箱根温泉 521 

3 愛媛県 道後温泉 396 

4 北海道 登別温泉 370 

5 熊本県 黒川温泉 315 

●50代（n=4,493）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 群馬県 草津温泉 835 

2 神奈川県 箱根温泉 788 

3 北海道 登別温泉 634 

4 愛媛県 道後温泉 553 

5 大分県 別府温泉郷 463 

●60代（n=2,900）

順位 都道府県 温泉地 票数

1  群馬県 草津温泉 546 

2 神奈川県 箱根温泉 479 

3 北海道 登別温泉 427 

4 愛媛県 道後温泉 365 

5 大分県 別府温泉郷 337 

☆=今年から5位以内に新たにランクインした温泉地

●20代（n=712）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 神奈川県 箱根温泉 199 

2 群馬県 草津温泉 143 

3 静岡県 熱海温泉 126 

4 岐阜県 下呂温泉 97 

5 栃木県 鬼怒川温泉 90 

●30代（n=1,469）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 神奈川県 箱根温泉 357 

2 群馬県 草津温泉 315 

3 愛媛県 道後温泉 180 

4 岐阜県 下呂温泉 152 

5 兵庫県 有馬温泉 149 

●40代（n=3,218）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 神奈川県 箱根温泉 609 

2 群馬県 草津温泉 531 

3 北海道 登別温泉 426 

4 愛媛県 道後温泉 392 

5 熊本県 黒川温泉 336 

●50代（n=4,426）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 群馬県 草津温泉 852 

2 神奈川県 箱根温泉 790 

3 北海道 登別温泉 676 

4 愛媛県 道後温泉 598 

5 大分県 別府温泉郷 481 

●60代（n=2,744）

順位 都道府県 温泉地 票数

1  群馬県 草津温泉 474 

2 神奈川県 箱根温泉 470 

3 北海道 登別温泉 435 

4 愛媛県 道後温泉 362 

5 大分県 別府温泉郷 311 

 年代別 全国人気温泉地ランキング（もう一度行ってみたい温泉地）

＜前年データ＞

☆



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（複数回答５つまで）

｝｝

8

3年連続で「乳頭温泉郷」があこがれ温泉地1位を獲得

「別府温泉郷」が2ランクアップしてベスト10入りへ。順位の上昇が目立った温泉地は、48位の「大歩

危・祖谷周辺の温泉」（＋6ランク）、42位の「ウトロ温泉」 （＋5ランク） 、20位の「ニセコ温泉

郷」（＋3ランク）、33位の「嬉野温泉」（＋3ランク）、49位の「カルルス温泉」（＋3ランク）。

＜参考＞あこがれ温泉地 その理由トップ3（上位５温泉地各選択者：複数回答５つまで）

●全国（n=13,957）

順位 都道府県 温泉地 票数
前年
順位

1 秋田県 乳頭温泉郷 2413 (1)

2 群馬県 草津温泉 1956 (2)

3 大分県 由布院温泉 1778 (3)

4 山形県 銀山温泉 1773 (5)

5 愛媛県 道後温泉 1673 (4)

6 北海道 登別温泉 1574 (6)

7 岐阜県 下呂温泉 1388 (8)

8 兵庫県 有馬温泉 1311 (7)

9 神奈川県 箱根温泉 1272 (9)

10 大分県 別府温泉郷 1266 (12)

11 鹿児島県 指宿温泉 1197 (10)

12 熊本県 黒川温泉 1194 (13)

13 静岡県 熱海温泉 1056 (11)

14 青森県 八甲田温泉・酸ヶ湯温泉 1006 (14)

15 栃木県 鬼怒川温泉 854 (15)

16 石川県 加賀温泉郷 718 (17)

17 北海道 洞爺湖温泉 713 (19)

18 青森県
奥入瀬渓流温泉・十和田
湖畔温泉

700 (16)

19 山形県 蔵王温泉 663 (18)

20 北海道 ニセコ温泉郷 652 (23)

21 群馬県 伊香保温泉 615 (20)

22 石川県 和倉温泉 603 (21)

23 兵庫県 城崎温泉 497 (23)

24 長野県 白骨温泉 478 (22)

25 北海道 阿寒湖温泉 442 (27)

順位 都道府県 温泉地 票数
前年
順位

26 富山県 黒部峡谷温泉群 441 (26)

27 長崎県 雲仙温泉 437 (29)

28 富山県 宇奈月温泉 413 (28)

29 群馬県 四万温泉 395 (30)

30 島根県 玉造温泉 380 (25)

31 宮城県 秋保温泉 357 (31)

32 栃木県 日光温泉 349 (32)

33 青森県 浅虫温泉 336 (35)

33 佐賀県 嬉野温泉 336 (36)

33 鹿児島県
霧島温泉（霧島温泉郷、

霧島神宮温泉郷、妙見・安
楽温泉郷、日当山温泉郷）

336 (33)

36 岐阜県 奥飛騨温泉郷 302 (34)

37 岐阜県 飛騨高山温泉 297 (38)

38 北海道 定山渓温泉 285 (38)

39 岩手県 花巻温泉郷 283 (37)

40 静岡県 修善寺温泉 268 (40)

41 京都府 嵐山温泉 262 (42)

42 北海道 ウトロ温泉 249 (47)

43 宮城県 鳴子温泉郷 243 (44)

43 群馬県 万座温泉 243 (41)

45 神奈川県 湯河原温泉 227 (45)

46 北海道 層雲峡温泉 218 (46)

47 和歌山県 白浜温泉 207 (43)

48 徳島県 大歩危・祖谷周辺の温泉 194 (54)

49 北海道 カルルス温泉 184 (52)

50 北海道 支笏湖温泉 181 (50)

1位 2位 3位

1位 乳頭温泉郷
（n=2,413）

温泉の効能や泉質に興味がある
から（61.3%）

自然に囲まれているから
（45.9%）

有名なので（40.4%）

2位 草津温泉
（n=1,956）

有名なので（61.0%）
街の雰囲気が良さそうだから
（48.8%）

温泉の効能や泉質に興味がある
から（42.1%）

3位 由布院温泉
（n=1,778)

有名なので（67.7%）
街の雰囲気が良さそうだから
（48.1%）

温泉の効能や泉質に興味がある
から（39.3%）

4位 銀山温泉
（n=1,773）

街の雰囲気が良さそうだから
（80.3%）

有名なので（42.4%）
自然に囲まれているから
（30.2%）

5位 道後温泉
（n=1,673）

有名なので（67.5%）
街の雰囲気が良さそうだから
（54.1%）

温泉の効能や泉質に興味がある
から（33.6%）

 全国あこがれ温泉地ランキング



全国温泉地１年間の訪問経験ランキング ※1 ／全国温泉地満足度ランキング ※2

※1 最近１年間に「行ったことがある」温泉地（最近１年間は2020年8月ごろ～2021年8月ごろまでを指す）

9

訪問経験ランキングで「那須温泉」「伊東温泉・宇佐美温泉」が新しくトップ10入り

訪問経験ランキングの上位30位までで大きく順位を上げたのは、 28位「伊豆長岡温泉」（＋8ランク）、

30位「みなかみ18湯（旧水上温泉郷・猿ケ京温泉・法師温泉・宝川温泉）」（＋7ランク）、 25位「白

浜温泉」（＋6ランク）。満足度ランキングは、総合部門で「霧島温泉（霧島温泉郷、霧島神宮温泉郷、

妙見・安楽温泉郷、日当山温泉郷）」、秘湯部門では「小田・田の原・満願寺温泉」が各1位を獲得。

●全国 満足度【秘湯部門】
（1年間の訪問者50人以上100人未満）

順位 都道府県 温泉地
満足度
（％）

集計
対象数

1 熊本県 小田・田の原・満願寺温泉 97.2 72 

2 大分県 久住温泉 95.5 88 

3 北海道 十勝岳温泉 95.3 64 

4 秋田県 秋田八幡平温泉郷 95.1 82 

5 長野県 乗鞍高原温泉 94.4 71 

6 長野県 別所温泉 94.0 50 

7 熊本県 わいた温泉郷 93.8 97 

8 秋田県 小安峡温泉・秋の宮温泉 93.3 60 

9 大分県 九重“夢”温泉郷 92.2 51 

10 新潟県 赤倉温泉 90.1 71 

●全国（n=13,848）

順位 都道府県 温泉地 票数
前年
順位

1 神奈川県 箱根温泉 1444 (1)

2 静岡県 熱海温泉 964 (2)

3 群馬県 草津温泉 856 (3)

4 栃木県 鬼怒川温泉 627 (5)

5 岐阜県 下呂温泉 608 (6)

6 栃木県 那須温泉 589 (11)

7 兵庫県 有馬温泉 575 (4)

8 群馬県 伊香保温泉 562 (8)

9 大分県 別府温泉郷 529 (10)

10 静岡県 伊東温泉・宇佐美温泉 514 (13)

11 神奈川県 湯河原温泉 511 (14)

12 愛媛県 道後温泉 503 (7)

13 北海道 登別温泉 472 (12)

14 北海道 定山渓温泉 459 (9)

15 岐阜県 奥飛騨温泉郷 446 (19)

16 北海道 洞爺湖温泉 405 (18)

17 兵庫県
淡路島の温泉（洲本温

泉・南あわじ温泉郷・岩屋
温泉）

404 (20)

18 栃木県 塩原温泉 396 (22)

19 兵庫県 城崎温泉 392 (17)

20 佐賀県 嬉野温泉 387 (16)

21 石川県 加賀温泉郷 386 (15)

22 三重県 鳥羽温泉郷 379 (25)

23 宮城県 秋保温泉 373 (21)

24 岐阜県 飛騨高山温泉 357 (23)

25 和歌山県 白浜温泉 326 (31)

26 大分県 由布院温泉 322 (24)

27 熊本県 黒川温泉 319 (27)

28 静岡県 伊豆長岡温泉 314 (36)

29 群馬県 四万温泉 306 (34)

30 群馬県
みなかみ18湯（旧水上温

泉郷・猿ケ京温泉・法師温
泉・宝川温泉）

302 (37)

●全国 満足度【総合部門】（1年間の訪問者100人以上）

順位 都道府県 温泉地
満足度
（％）

集計
対象数

1 鹿児島県
霧島温泉（霧島温泉郷、霧島

神宮温泉郷、妙見・安楽温泉
郷、日当山温泉郷）

95.7 253 

2 長野県 白骨温泉 95.5 110 

3 岩手県 八幡平温泉郷 95.3 149 

4 熊本県 黒川温泉 95.0 319 

5 秋田県 乳頭温泉郷 94.5 182 

6 山形県 蔵王温泉 93.9 296 

6 岐阜県 奥飛騨温泉郷 93.9 446 

8 群馬県 万座温泉 93.8 242 

8 大分県 別府温泉郷 93.8 529 

10 群馬県 草津温泉 92.9 856 

11 新潟県 瀬波温泉 92.7 109 

12 北海道 旭岳温泉・天人峡温泉 92.4 119 

13 北海道 ウトロ温泉 92.2 141 

13 大分県 由布院温泉 92.2 322 

15 北海道 登別温泉 91.9 472 

15 栃木県 那須温泉 91.9 589 

17 青森県 八甲田温泉・酸ヶ湯温泉 91.6 131 

18 長野県 上諏訪温泉 91.5 106 

18 静岡県 稲取温泉 91.5 189 

20 熊本県 山鹿・平山温泉 91.4 221 

21 神奈川県 箱根温泉 91.3 1444 

21 兵庫県 香住温泉郷 91.3 103 

21 長崎県 雲仙温泉 91.3 254 

24 富山県 宇奈月温泉 90.9 175 

25 兵庫県 城崎温泉 90.8 392 

25 鹿児島県 指宿温泉 90.8 217 

27 青森県
奥入瀬渓流温泉・十和田湖
畔温泉

90.7 215 

28 福島県 高湯温泉 90.2 133 

28 和歌山県 白浜温泉 90.2 326 

30 栃木県 日光湯元温泉 90.0 249 

 全国温泉地1年間の訪問経験ランキング  全国温泉地満足度ランキング

※2 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

注：満足＝「とても満足」「やや満足」「普通」「やや不

満」「とても不満」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

注：最近１年間の訪問者100人以上の温泉地は133

注：訪問者50人以上100人未満の81の温泉地を秘湯とした



全国ひとり旅で行きたい温泉地ランキング
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リクルートグループについて

1960年の創業以来、リクルートグループは、就職・結婚・進学・住宅・自動車・旅行・飲食・美容などの領域において、一人

一人のライフスタイルに応じたより最適な選択肢を提供してきました。現在、HRテクノロジー、メディア&ソリューション、

人材派遣の3事業を軸に、4万6,000人以上の従業員とともに、60を超える国・地域で事業を展開しています。2020年度の売上

収益は2兆2,693億円、海外売上比率は約45％になります。リクルートグループは、新しい価値の創造を通じ、社会からの期待

に応え、一人一人が輝く豊かな世界の実現に向けて、より多くの『まだ、ここにない、出会い。』を提供していきます。

詳しくはこちらをご覧ください。

リクルートグループ：https://recruit-holdings.com/ja/ リクルート：https://www.recruit.co.jp/

*「じゃらん宿泊旅行調査 2021」（2021年7月）

今回調査から開始した新設部門のひとり旅で行きたい温泉地1位は「箱根温泉」

2020年度に実施された宿泊旅行の同行形態では、「ひとり旅」は第2位の17.8%を占める* 。新型コロナ

ウイルス感染症の影響で、密を避けた少人数の旅行スタイルも注目されていることから新たな部門を新

設。トップの「箱根温泉」に次いで2位は「草津温泉」、3位は「道後温泉」と続いている。

 全国ひとり旅で行きたい温泉地ランキング（2022年版から新設部門）

＜参考＞ひとり旅で行きたい温泉地 その理由トップ3（上位５温泉地各選択者：複数回答５つまで）

1位 2位 3位

1位 箱根温泉
（n=1,292）

静かな環境でゆっくり過ごせる
から（59.9%）

公共交通機関や送迎付きで行け
るから（41.4%）

1人でもお得に利用できるから
（27.8%）

2位 草津温泉
（n=814）

静かな環境でゆっくり過ごせる
から（57.5%）

温泉が広々としているから
（44.3%）

1人でもお得に利用できるから
（23.0%）

3位 道後温泉
（n=782)

静かな環境でゆっくり過ごせる
から（50.0%）

温泉が広々としているから
（33.5%）

公共交通機関や送迎付きで行け
るから（26.2%）

4位 熱海温泉
（n=644）

公共交通機関や送迎付きで行け
るから（45.7%）

静かな環境でゆっくり過ごせる
から（42.1%）

1人でもお得に利用できるから
（39.0%）

5位 有馬温泉
（n=607）

静かな環境でゆっくり過ごせる
から（51.6%）

公共交通機関や送迎付きで行け
るから（38.9%）

温泉が広々としているから
（27.0%）

●全国（n=13,848）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 神奈川県 箱根温泉 1292 

2 群馬県 草津温泉 814 

3 愛媛県 道後温泉 782 

4 静岡県 熱海温泉 644 

5 兵庫県 有馬温泉 607 

6 大分県 別府温泉郷 526 

7 北海道 登別温泉 520 

8 熊本県 黒川温泉 508 

9 大分県 由布院温泉 468 

10 岐阜県 下呂温泉 450 

11 秋田県 乳頭温泉郷 446 

12 兵庫県 城崎温泉 426 

13 岐阜県 奥飛騨温泉郷 418 

14 栃木県 鬼怒川温泉 355 

15 神奈川県 湯河原温泉 347 

順位 都道府県 温泉地 票数

16 群馬県 伊香保温泉 334 

17 青森県
奥入瀬渓流温泉・十和田
湖畔温泉

331 

18 北海道 湯の川温泉 326 

19 石川県 加賀温泉郷 325 

20 鹿児島県 指宿温泉 318 

21 岐阜県 飛騨高山温泉 310 

22 青森県 八甲田温泉・酸ヶ湯温泉 297 

23 北海道 定山渓温泉 290 

24 石川県 和倉温泉 283 

25 山形県 蔵王温泉 278 

26 北海道 洞爺湖温泉 265 

27 北海道 阿寒湖温泉 259 

28 佐賀県 嬉野温泉 254 

29 島根県 玉造温泉 245 

30 静岡県 修善寺温泉 243 

これまでに行ったことがある温泉地のうち「ひとり旅で行ってみたい」温泉地（複数回答５つまで）


