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2013年に九州・山口各地へお出かけした人の声をもとに決定！ 

『じゃらん九州・山口人気観光地ランキング』第17回調査結果発表！ 
 

人気観光地1位は、2年連続で「ハウステンボス」！  
2位「わいた温泉郷（はげの湯・岳の湯・山川温泉）」、3位「由布院温泉」が返り咲き。 

株式会社リクルートライフスタイル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：北村吉弘）が企画・編集を行う国内旅行情報
誌『九州じゃらん』(九州支社：福岡県福岡市、編集長：長田佳子)では、『九州じゃらん』2014年3月号～5月号の読者を対
象に九州・山口の観光地に関するアンケートを実施しました。その結果をご報告いたします。 
なお結果の一部は、7月1日発売の『九州じゃらん』8月号「行ってよかった観光地ランキング」でも紹介いたします。 

 投票結果の要約 

 
人気観光地(満足度が高い観光地)ランキング 
～2013年に宿泊もしくは日帰りで訪れたことがあり「行ってよかった」観光地 

 
 第1位（昨年1位） 「ハウステンボス 」(長崎県)68.6％ 
 第2位（昨年7位） 「わいた温泉郷（はげの湯・岳の湯・山川温泉） 」(熊本県)67.4％ 
 第3位（昨年8位） 「由布院温泉」(大分県)62.2％ 
 …昨年1位の「ハウステンボス」が、2年連続1位という結果に。「わいた温泉郷（はげの湯・岳の湯・山川温
  泉）」「由布院温泉」の2温泉地が昨年から大幅に順位アップし、トップ3内にランクイン。 
     （「わいた温泉郷（はげの湯・岳の湯・山川温泉）」は前々回の1位、「由布院温泉」は前々回の3位）。 
 
     ハウステンボスは、昨年に引き続き、いつ行っても新しい楽しみを提供していることが今回も高満足度を得た背
 景と考えられる。夏には「水の王国」にウォータースライダーや直径20ｍのプールが登場。また、「新・夏の光
 の王国」としてライトアップが実施された。すでに圧倒的な人気を誇る冬のライトアップ「光の王国」では、動
 きに合わせて映像が変わるスケートリンク「リンクファンタジア」、音と光と３Dプロジェクションマッピング
 「TFMスーパーイルミネーションショー３D」など、国内でも最先端の技術が導入されている。キッズからシニ
 ア層まで一日中楽しめるコンテンツが充実。 
  
 
●2013年に行った観光地ランキング ～2013年に宿泊もしくは日帰りで訪れたことがある観光地 
 

 第1位（昨年1位） 「博多（博多駅周辺）」(福岡県)1135人  

 第2位（昨年2位） 「別府（別府八湯）」(大分県)1110人 

 第3位（昨年3位） 「天神・大名」(福岡県)817人 
 …昨年同様、福岡市の2大ショッピングエリア、JR博多駅周辺と天神・大名の集客力は今年も衰えず。 

 
●2013年に宿泊した観光地ランキング ～2013年に宿泊で訪れたことがある観光地 
 
 

 第1位（昨年1位） 「別府(別府八湯)」(大分県)631人 
 
 第2位（昨年２位） 「博多（博多駅周辺）」(福岡県)441人 
 
 第3位（昨年３位） 「由布院温泉」(大分県)410人 
 
    …10年連続で「別府（別府八湯）」が1位。2大温泉地に「博多（博多駅周辺）」が挟まれる結果に。 
 
●今年泊まりで行きたい観光地ランキング  ～2014年1月から12月の間で1泊以上で行ってみたい観光地 

 
 第1位（昨年2位） 「黒川温泉」(熊本県)622人  
  
 第2位（昨年1位） 「由布院温泉」(大分県)547人 
 
 第3位（昨年3位） 「ハウステンボス」(長崎県）541人 
 
 …上位3エリアの顔ぶれは変わらないが、昨年2位の「黒川温泉」が今年は1位に。 

－ １－ 

 
【本件に関するお問い合わせ先】  

https://www.recruit-lifestyle.co.jp/support/press/ 



調査概要と回答者プロフィール 

【調査概要】 

 ◎調査時期 ： 2014年2月1日～2014年４月30日 

 ◎調査対象 ： 『九州じゃらん』の読者 

 ◎調査方法 ： 下記発売号にアンケートを掲載、Webよりアンケートに回答 

         『九州じゃらん』2014年3月号(2/1発売)・4月号(3/1発売)、5月号（4/1発売） 

          ※いずれも宿泊券を賞品としたクローズド懸賞として公募 

 ◎有効回答数 ：  2125人 

 ◎対象観光地 ：  福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、山口県 
          の8県から、計102の観光地を選択肢として設定した。 

－ ２－ 

　■居住地

件数
福岡県

（福岡市内）

福岡県
（福岡市外）

佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 山口県 その他

全体 2125（人） 237 666 185 163 180 255 160 143 91 45

100（％） 11.2 31.3 8.7 7.7 8.5 12.0 7.5 6.7 4.3 2.1

11.2％ 31.3 8.7 7.7 8.5 12.0 7.5 6.7 4.3 2.1

福岡県

（福岡市内）

福岡県

（福岡市外）

佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 山口県 その他

　■2013年1月～12月に1泊以上の国内旅行（帰省・出張除く）に行った回数

件数 年間5回以上
年間3～4回

程度
年間2回程度

年間１回

程度

年間１回未

満（数年に

1回など）

国内旅行には

行かない

全体 2125（人） 503 680 457 287 170 28

100（％） 23.7 32.0 21.5 13.5 8.0 1.3

23.7％ 32.0 21.5 13.5 8.0 1.3

年間5回以上 年間3～4回程度 年間2回程度 年間１回

程度

年間１回未満（数年に

1回など）

国内旅行には行かない

　■2013年1月～12月に1泊以上の九州・山口旅行（帰省・出張除く）に行った回数

件数 年間5回以上
年間3～4回

程度
年間2回程度

年間１回

程度

年間１回未

満（数年に

1回など）

九州・山口旅

行には行かな

い

全体 2125（人） 333 553 539 414 214 72

100（％） 15.7 26.0 25.4 19.5 10.1 3.4

15.7％ 26.0 25.4 19.5 10.1 3.4

年間5回以上 年間3～4回程度 年間2回程度 年間１回

程度

年間１回未満（数年に

1回など）

九州・山口旅行には行かない



【Ⅰ】人気観光地(満足度が高い観光地) 

                           ランキング 
 

 ～2013年に宿泊もしくは日帰りで訪れたこと 

    があり、「行ってよかった」観光地 

【Ⅱ】2013年に行った観光地 
           ランキング 

 ～2013年に宿泊もしくは日帰りで 

    訪れたことがある観光地 

 上位4位は昨年と同様の順位に。2大ショッピングエ
リア「博多（博多駅周辺）」（福岡県）、「天神・大
名」（福岡県）と２大温泉地「別府（別府八湯）」
（大分県）、「由布院温泉」（大分県）の集客力は不
動の結果となった。 

 人気観光地ランキング1位の「ハウステンボス」（長
崎県）は、来訪順位（来訪人数）が大幅にアップ。阿
蘇エリアは「阿蘇市（内牧温泉）・産山村」（熊本
県）、「南阿蘇」（南阿蘇村・西原村・高森町」（熊
本県）両エリアともに安定的な人気。絶景、グルメ、
温泉、すべてが揃う九州人の定番お出かけ先と言える。 

 20位以内の顔ぶれに大きな変動はないものの、昨年
24位の「黒川温泉」（熊本県）が16位に、昨年27位
の「雲仙温泉」（長崎県）が20位にランクインし、温
泉地も再び活況を呈した一年となったようだ。 

(複数回答) (複数回答) 

※「満足率」は来訪人数100人以上の観光地を対象に、
それぞれの訪問者のうち「よかった」と評価した割合 

 「ハウステンボス」（長崎県）が2年連続の1位に。背
景には、続々と登場する新アトラクション、ビッグス
ケールの季節イベントに圧倒的な支持がある。今年も1月
に「ハウステンボス歌劇団」のエンターテインメント
ショーの開始や芝桜、バラ、アジサイなど花イベントの
充実などがあり、ますます来訪者が増えそうだ。 

 昨年7位の「わいた温泉郷（はげの湯・岳の湯・山川温
泉）」（熊本県）は、前々回まで2年連続人気観光地ラン
キング1位の実力で再び2位に返り咲き。同様に「由布院
温泉」（大分県）も前回8位から前々回3位と同位に返り
咲いた。「わいた温泉郷（はげの湯・岳の湯・山川温
泉）」 （熊本県）は名物コインタイマー式24時間の貸切
湯、「由布院温泉」 （大分県）は温泉に加え、飲食店や
カフェなどが次々とオープンし、何度行っても毎回違っ
た楽しみ方ができる点が評価された。 

 昨年はランキング対象外だった「小田温泉・田の原温
泉・満願寺温泉」 （熊本県）がランクイン。黒川温泉近
くにありながら、静かで穴場という評価だった。 

－ ３－ 

順位 観光地名
満足率

(%)

昨年

順位

1 ハウステンボス 長崎県 68.6 1

2 わいた温泉郷（はげの湯・岳の湯・山川温泉） 熊本県 67.4 7

3 由布院温泉 大分県 62.2 8

4 霧島温泉 鹿児島県 61.8 2

5 別府（別府八湯） 大分県 60.8 4

6 指宿温泉 鹿児島県 60.0 12

7 南阿蘇（南阿蘇村・西原村・高森町） 熊本県 59.2 6

8 黒川温泉 熊本県 58.1 5

9 平山温泉 熊本県 57.2 3

10 高千穂・五ヶ瀬 宮崎県 55.8 15

11 雲仙温泉 長崎県 55.1 17

11 久住高原 大分県 55.1 10

13 糸島・志摩 福岡県 54.3 9

13 天草 熊本県 54.3 11

15 小田温泉・田の原温泉・満願寺温泉 熊本県 52.7 -

16 阿蘇市（内牧温泉）・産山村 熊本県 51.7 18

17 九重“夢”温泉郷（宝泉寺・筋湯・九酔渓温泉） 大分県 48.6 22

18 日南海岸 宮崎県 48.0 22

19 長崎市 長崎県 47.9 28

20 太良（たら竹崎温泉） 佐賀県 47.7 14

順位
来訪人数

(人)

昨年

順位

1 博多（博多駅周辺） 福岡県 1135 1

2 別府（別府八湯） 大分県 1110 2

3 天神・大名 福岡県 817 3

4 由布院温泉 大分県 812 4

5 ハウステンボス 長崎県 700 9

6 阿蘇市（内牧温泉）・産山村 熊本県 665 7

7 南阿蘇（南阿蘇村・西原村・高森町） 熊本県 659 5

8 太宰府 福岡県 612 6

9 門司港レトロ 福岡県 611 11

10 熊本市 熊本県 589 8

11 海の中道・志賀島 福岡県 558 14

12 糸島・志摩 福岡県 552 15

13 嬉野温泉 佐賀県 540 13

14 呼子 佐賀県 539 16

15 長崎市 長崎県 520 10

16 黒川温泉 熊本県 475 24

17 百道・姪浜 福岡県 461 12

18 佐世保市内 長崎県 428 21

19 下関・長府 山口県 402 19

20 中洲・川端 福岡県 392 22

20 雲仙温泉 長崎県 392 27

観光地名



【Ⅲ】2013年に宿泊した観光地ランキング 

  ～2013年に宿泊で訪れたことがある観光地 

 

【Ⅳ】今年泊まりで行きたい観光地 
                             ランキング 
   ～2014年1月から12月の間で、 

     1泊以上で行ってみたい観光地 

(複数回答) (複数回答) 

 1位から3位の順位は動かず。「別府（別府八湯）」
（大分県）は10年連続１位で不動。５位までの顔ぶれは
「別府（別府八湯）」（大分県）、「由布院温泉」（大
分県）の２大温泉地、「天神・大名」（福岡県）の２大
ショッピングエリア、「ハウステンボス」（長崎県）と
なった。 

 昨年20位圏外だった「呼子」（佐賀県）が18位と躍進。
名物「イカ」の圧倒的な存在に加え、秋に開催された名
護屋城博物館のイベント、ご当地グルメの開発など話題
が多かった。 

 1位と2位が入れ替わったものの、 1位「黒川温泉」
（熊本県） 、2位「由布院温泉」（大分県）は不動の憧
れ温泉地。3位には「ハウステンボス」（長崎県）が入
り、今年も施設の進化とともに来訪者が期待できそうだ。 

 昨年14位から9位にランクインの「天草」（熊本県）
は、絶景、グルメなどはもちろん、観光列車、イルカウ
オッチングなど他エリアにないアクティビティ、魅力的
な宿泊施設などに期待が高まっているようだ。 

－ ４－ 

順位
宿泊人数

(人)

昨年

順位

1 別府（別府八湯） 大分県 631 1

2 博多（博多駅周辺） 福岡県 441 2

3 由布院温泉 大分県 410 3

4 ハウステンボス 長崎県 366 5

5 天神・大名 福岡県 305 7

6 阿蘇市（内牧温泉）・産山村 熊本県 286 9

7 熊本市 熊本県 266 8

8 南阿蘇（南阿蘇村・西原村・高森町） 熊本県 265 6

9 嬉野温泉 佐賀県 259 11

10 長崎市 長崎県 256 4

11 黒川温泉 熊本県 254 13

12 雲仙温泉 長崎県 220 14

13 霧島温泉 鹿児島県 208 12

14 門司港レトロ 福岡県 207 22

15 鹿児島市 鹿児島県 200 10

16 佐世保市内 長崎県 197 17

17 指宿温泉 鹿児島県 172 19

18 呼子 佐賀県 169 43

19 海の中道・志賀島 福岡県 168 27

20 天草 熊本県 161 23

観光地名 順位
予定人数

(人)

昨年

順位

1 黒川温泉 熊本県 622 2

2 由布院温泉 大分県 547 1

3 ハウステンボス 長崎県 541 3

4 別府（別府八湯） 大分県 463 5

5 指宿温泉 鹿児島県 434 4

6 霧島温泉 鹿児島県 385 6

7 雲仙温泉 長崎県 293 8

8 嬉野温泉 佐賀県 290 7

9 天草 熊本県 268 14

10 南阿蘇（南阿蘇村・西原村・高森町） 熊本県 225 9

11 阿蘇市（内牧温泉）・産山村 熊本県 212 13

12 高千穂・五ヶ瀬 宮崎県 174 11

13 種子島・屋久島・奄美 鹿児島県 152 10

14 呼子 佐賀県 147 16

15 わいた温泉郷（はげの湯・岳の湯・山川温泉） 熊本県 137 16

16 太良（たら竹崎温泉） 佐賀県 132 12

16 壱岐・対馬 長崎県 132 21

18 博多（博多駅周辺） 福岡県 130 25

18 長崎市 長崎県 130 19

20 門司港レトロ 福岡県 127 15

観光地名



■調査対象の観光地一覧（九州・山口102エリア） 

博多（博多駅周辺） 
中洲・川端 
海の中道・志賀島 
天神・大名 
百道・姪浜 
太宰府 
二日市温泉 
玄海・津屋崎・芦屋 
糸島・志摩 
久留米 
甘木・秋月 
原鶴・筑後川温泉 
柳川 
八女・筑後・大牟田 
星野村 
添田（英彦山） 
小倉・八幡 
門司港レトロ 

佐賀市(三瀬・古湯温泉・熊の
川温泉の地域を除く市内) 

三瀬・古湯温泉・熊の川温
泉 
脊振・吉野ヶ里 
七山・相知 
太良（たら竹崎温泉） 
唐津・虹の松原 
呼子 
嬉野温泉 
武雄温泉 
有田 
伊万里 

長崎市 
諫早・大村 
平戸・松浦 
佐世保市内 
九十九島 
ハウステンボス 
西海市 
島原温泉 
雲仙温泉 
小浜温泉 
壱岐・対馬 
五島列島 

熊本市 
山鹿温泉 
平山温泉 
植木温泉 
玉名温泉 
菊池温泉 
荒尾・南関 
杖立温泉 
小田温泉・田の原温泉・満願寺温
泉 
黒川温泉 
わいた温泉郷（はげの湯・岳の
湯・山川温泉） 
南阿蘇（南阿蘇村・西原村・高森
町） 
阿蘇市（内牧温泉）、産山村 
八代（日奈久温泉） 
水俣（湯の児温泉・湯の鶴温泉） 
人吉温泉 
天草 

大分市 
別府（別府八湯） 
由布院温泉 
湯平温泉 
耶馬溪 
宇佐・中津 
国東・豊後高田 
日田温泉 
天ヶ瀬温泉 
九重“夢”温泉郷（宝泉寺・筋湯・
九酔渓温泉） 
長湯温泉 
久住高原 
竹田市（岡城跡周辺） 
臼杵・佐伯・津久見 

宮崎市（宮崎リゾート温泉など。青島を除く市内） 
青島 
日南海岸 
高千穂・五ヶ瀬 
日向 
綾 
えびの高原・生駒高原 
都井岬 

[福岡県] 

[佐賀県] 

[長崎県] 

[熊本県] 

[大分県] 

[宮崎県] 

鹿児島市(桜島を除く市内) 

桜島 
霧島温泉 
妙見温泉 
知覧 
指宿温泉 
開聞・山川 
出水・阿久根 
串木野・さつま川内（宮之城温
泉） 
吹上・笠沙 
枕崎・坊津 
種子島・屋久島・奄美 

山口市 
湯田温泉 
岩国・錦帯橋 
秋吉台・秋芳洞 
宇部・阿知須 
萩 
長門湯本温泉 
西長門海岸 
下関・長府 
川棚温泉（下関市） 

[鹿児島県] 

[山口県] 

※今回の調査エリアに新しく加えた、もしくは、統合した、名称変更した観光地名 

統合：なし 

追加：なし 

 

－ ５－ 


