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「じゃらん人気温泉地ランキング2017」投票結果報告
○「もう一度行ってみたい」温泉地 、全国1位は11年連続「箱根温泉」
○最近1年間の来訪経験数でも「箱根温泉」が1位を獲得
○総合満足度1位は「高湯温泉」、秘湯部門1位は「龍神温泉」

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：淺野 健)に設置された観光に関する調査・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。本調査は本年度で11回目の実施となります。なお、2017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。

●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11年連続1位。1位から9位まで前年と順位に変動なし。
1位 箱根温泉（神奈川県） 2,038票（前年1位）
2位 草津温泉（群馬県） 1,980票（前年2位）
3位 由布院温泉（大分県） 1,711票（前年3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）

1位の「由布院温泉」が11年連続1位。2位に「乳頭温泉郷」。上位の顔ぶれにほとんど変化は見られず。
1位 由布院温泉（大分県） 2,726票（前年1位）
2位 乳頭温泉郷（秋田県） 1,983票（前年2位※）
3位 草津温泉（群馬県） 1,624票（前年3位）

●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）

「箱根温泉」が前年に続き1位、3位に「草津温泉」が前年から1ランクアップ。
1位 箱根温泉（神奈川県） 1,488票（前年1位）
2位 別府温泉郷（大分県） 974票（前年2位）
3位 草津温泉（群馬県） 919票（前年4位）

●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1位は「高湯温泉」が獲得。
秘湯部門1位は「龍神温泉」。2位、3位は九州勢が占めた。
○総合ランキング【1年間の訪問者50人以上】
1位 高湯温泉（福島県） 96.8％
2位 乳頭温泉郷（秋田県） 95.8％
3位 白骨温泉（長野県） 95.7％

○秘湯部門【1年間の訪問者50人以上100人未満】

1位 龍神温泉（和歌山県） 94.9％
2位 九重“夢”温泉郷（大分県） 93.9％
3位 小田・田の原・満願寺温泉（熊本県） 91.8％

－主な調査結果－

1

【本件に関するお問い合わせ先】
https://www.recruit-lifestyle.co.jp/support/press

※前年は「乳頭温泉郷・水沢温泉郷・田沢湖高原温泉」として聴取



【調査概要】

◎調査時期 ：2016年8月16日（火）～ 2016年8月31日（水）

◎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 ：11,713人

◎有効回答数 ：11,713人

◎対象温泉 ：計331の温泉地を選択肢として設定

【回答者プロフィール】 （ｎ＝11,713）

調査概要とプロフィール

■ライフステージ

■年代
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■性別 ■居住地
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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

●1位は11年連続「箱根温泉」。2位「草津温泉」、3位「由布院温泉」。9位までの順位に前年からの変化なし
今年も「箱根温泉」が1位を獲得した。上位9位までは順位が前年と全く変わらず、温泉地のブランド力に変化がないことがうかがえ
る。順位を大きく上げた温泉地としては、19位の「白骨温泉」（＋4ランク）、27位の「万座温泉」（＋4ランク）、42位の「銀山
温泉」（＋4ランク）など。

【性別ランキング】
●男性は前年に引き続き「草津温泉」が1位。男女ともベスト5の顔ぶれは変わらず
男性は「草津温泉」、女性は「箱根温泉」が1位。女性は10位に「下呂温泉」がランクインしている。
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順位 都道府県 温泉地 票数
前年

順位

31 北海道 層雲峡温泉 451 (29)

32 長崎県 雲仙温泉 445 (30)

33 佐賀県 嬉野温泉 442 (33)

34 岐阜県 飛騨高山温泉 431 (33)

35 長野県 野沢温泉 362 (35)

36 宮城県 鳴子温泉郷 360 (39)

37 北海道 ニセコ温泉郷 351 (36)

38 静岡県 修善寺温泉 347 (38)

39 栃木県 那須温泉 329 (41)

40 神奈川県 湯河原温泉 322 (40)

41 青森県
十和田湖温泉郷・十和

田湖畔温泉
321 (37)

42 山形県 銀山温泉 314 (46)

43 岩手県 花巻温泉郷 310 (44)

44 栃木県 日光湯元温泉 308 (47)

45 北海道 十勝川温泉 290 (43)

46 群馬県 四万温泉 283 (41)

47 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）

281 (49)

48 富山県 宇奈月温泉 278 (45)

49 山梨県 富士河口湖温泉郷 275 (48)

50 鳥取県 三朝温泉 265 (50)

●女性（n=5,255)

順位 都道府県 温泉地 票数
前年

順位

1 神奈川県 箱根温泉 942 (1)

2 大分県 由布院温泉 835 (2)

3 群馬県 草津温泉 806 (3)

4 大分県 別府温泉郷 788 (4)

5 北海道 登別温泉 603 (5)

6 愛媛県 道後温泉 538 (7)

7 熊本県 黒川温泉 526 (6)

8 兵庫県 有馬温泉 514 (8)

9 鹿児島県 指宿温泉 505 (9)

10 岐阜県 下呂温泉 417 (11)

●男性（n=6,458）

順位 都道府県 温泉地 票数
前年

順位

1 群馬県 草津温泉 1174 (1)

2 神奈川県 箱根温泉 1096 (2)

北海道 登別温泉 (4)

大分県 由布院温泉 (3)

5 大分県 別府温泉郷 858 (5)

6 愛媛県 道後温泉 786 (6)

7 鹿児島県 指宿温泉 631 (7)

8 熊本県 黒川温泉 571 (8)

9 秋田県 乳頭温泉郷※ 550 (9)

10 岐阜県 奥飛騨温泉郷 497 (10)

3 876

※前年は「乳頭温泉郷・水沢温泉郷・田沢湖高原温泉」として聴取

※前年は「乳頭温泉郷・水沢温泉郷・田沢湖高原温泉」として聴取

●全国（n=11,713)

順位 都道府県 温泉地 票数
前年

順位

1 神奈川県 箱根温泉 2,038 (1)

2 群馬県 草津温泉 1,980 (2)

3 大分県 由布院温泉 1,711 (3)

4 大分県 別府温泉郷 1,646 (4)

5 北海道 登別温泉 1,479 (5)

6 愛媛県 道後温泉 1,324 (6)

7 鹿児島県 指宿温泉 1,136 (7)

8 熊本県 黒川温泉 1,097 (8)

9 兵庫県 有馬温泉 990 (9)

10 岐阜県 下呂温泉 867 (11)

11 秋田県 乳頭温泉郷※ 856 (10)

12 兵庫県 城崎温泉 827 (12)

13 静岡県 熱海温泉 789 (13)

14 岐阜県 奥飛騨温泉郷 782 (14)

15 石川県 和倉温泉 707 (16)

山形県 蔵王温泉 (18)

鹿児島県 霧島温泉 (17)

18 栃木県 鬼怒川温泉 637 (15)

19 長野県 白骨温泉 607 (23)

20 北海道 洞爺湖温泉 567 (19)

21 石川県 加賀温泉郷 552 (22)

22 和歌山県 白浜温泉 536 (20)

23 島根県 玉造温泉 524 (25)

24 北海道 湯の川温泉 507 (24)

25 北海道 阿寒湖温泉 504 (26)

26 北海道 定山渓温泉 502 (21)

27 群馬県 万座温泉 478 (31)

28 群馬県 伊香保温泉 462 (27)

29 青森県
八甲田温泉・酸ヶ湯温

泉
459 (32)

30 宮城県 秋保温泉 456 (28)

16 703



全国人気温泉地ランキング 上位温泉地の順位変動と選択理由

●2012以降、上位5温泉地の顔ぶれは変わらず
「もう一度行ってみたい」温泉地の上位5温泉地について、これまでの順位変動をみたものが以下である。1位は11年連続「箱根
温泉」。2012以降はベスト5の顔ぶれが変わらず、前年からは順位も変化が見られず安定している。
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■「もう一度行ってみたい」上位5温泉地の順位変動（2007～2017）

■「もう一度行ってみたい」上位3温泉地の選択理由 時系列比較
（各温泉地選択者／5つまでの複数回答／主要7項目のみ）

●1位「箱根温泉」が選ばれた理由としては「交通」「街の雰囲気」「自然」。「手頃な料金」「効能や泉質」も評価が高くバラ
ンス型
●2位の「草津温泉」は、「効能や泉質」が上昇し、「街の雰囲気」を上回る
「もう一度行ってみたい」温泉地上位3温泉地の選択理由および2012からの時系列変化を以下に示した。1位の「箱根温泉」は
「交通の便が良いから」（59.4％）、 「街の雰囲気が好きだから」（51.6％）、「自然に囲まれているから」 （45.7％）、「手
頃な料金で行けるから」（30.8％）、「効能や泉質」（28.7％）が上位5項目。「手頃」「温泉以外」「観光スポット」「交通」が
前年比で微減傾向にある。
2位の「草津温泉」は「効能や泉質」（68.3％）が約3ポイント増加し、「街の雰囲気」（65.4％）を上回った。3位の「由布院
温泉」は「街の雰囲気」（76.7％）が最も高く、「自然」（49.7％）が続くが、いずれの項目も減少している。

※「由布院温泉」は、2007～2009までは「由布院・湯平温泉」、2010は「湯布院温泉」、2011以降は「由布院温泉」として聴取

（％）

質問項目

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



＜前年データ＞

居住地別 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） ＊複数回答5つまで

●中国・四国居住者で1位「由布院温泉」と2位「別府温泉郷」が前年から入れ代わり
中国・四国居住者で1位と2位の入れ代わりはあったが、他地域ではいずれも前年と1位は変わらず。東北居住者では5位
に「草津温泉」、関東・甲信越居住者では5位に「登別温泉」、北陸・近畿居住者では5位に「道後温泉」、中国・四国居
住者では5位に「玉造温泉」が新たにランクインした。
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●北海道居住者（n=796)

順位 都道府県 温泉地 票数

1 北海道 登別温泉 361

2 北海道 湯の川温泉 179

3 北海道 阿寒湖温泉 165

4 北海道 洞爺湖温泉 164

5 北海道 定山渓温泉 155

●東北居住者（n=699)

順位 都道府県 温泉地 票数

1 宮城県 秋保温泉 136

2 秋田県 乳頭温泉郷 129

3 岩手県 花巻温泉郷 112

4 宮城県 鳴子温泉郷 99

5 群馬県 草津温泉 90

●東海居住者（n=1,302)

順位 都道府県 温泉地 票数

1 岐阜県 下呂温泉 294

2 群馬県 草津温泉 236

3 岐阜県 奥飛騨温泉郷 225

4 神奈川県 箱根温泉 218

5 北海道 登別温泉 160

●北陸・近畿居住者（n=2,119)

順位 都道府県 温泉地 票数

1 兵庫県 城崎温泉 406

2 兵庫県 有馬温泉 378

3 大分県 由布院温泉 329

4 大分県 別府温泉郷 289

5 愛媛県 道後温泉 288

●中国・四国居住者（n=911)

順位 都道府県 温泉地 票数

1 大分県 由布院温泉 245

2 大分県 別府温泉郷 236

3 愛媛県 道後温泉 219

4 熊本県 黒川温泉 151

5 島根県 玉造温泉 135

●九州・沖縄居住者（n=1,283)

順位 都道府県 温泉地 票数

1 大分県 由布院温泉 423

2 熊本県 黒川温泉 406

3 大分県 別府温泉郷 401

4 鹿児島県 霧島温泉 296

5 鹿児島県 指宿温泉 264

●北海道居住者（n=878）

順位 都道府県 温泉地名 票数

1 北海道 登別温泉 398

2 北海道 洞爺湖温泉 191

3 北海道 湯の川温泉 190

4 北海道 定山渓温泉 187

5 北海道 阿寒湖温泉 172

●東北居住者（n=758）

順位 都道府県 温泉地名 票数

1 宮城県 秋保温泉 165

2 秋田県
乳頭温泉郷・水沢温泉

郷・田沢湖高原温泉
147

岩手県 花巻温泉郷

宮城県 鳴子温泉郷

5 北海道 湯の川温泉 88

3 114

●北陸・関西居住者（n=2,131）

順位 都道府県 温泉地名 票数

1 兵庫県 城崎温泉 412

2 兵庫県 有馬温泉 411

3 大分県 由布院温泉 323

4 大分県 別府温泉郷 304

5 和歌山県 白浜温泉 285

●東海居住者（n=1,327）

順位 都道府県 温泉地名 票数

1 岐阜県 下呂温泉 271

2 岐阜県 奥飛騨温泉郷 240

3 神奈川県 箱根温泉 221

4 群馬県 草津温泉 207

5 北海道 登別温泉 153

●中国・四国居住者（n=917）

順位 都道府県 温泉地名 票数

1 大分県 別府温泉郷 252

2 大分県 由布院温泉 242

3 愛媛県 道後温泉 212

4 兵庫県 有馬温泉 154

5 熊本県 黒川温泉 150

●九州・沖縄居住者（n=1,364）

順位 都道府県 温泉地名 票数

1 大分県 由布院温泉 459

2 熊本県 黒川温泉 434

3 大分県 別府温泉郷 395

4 鹿児島県 霧島温泉 287

5 鹿児島県 指宿温泉 275

●関東・甲信越居住者（n=4,603）

順位 都道府県 温泉地 票数

1 神奈川県 箱根温泉 1,262

2 群馬県 草津温泉 1,253

3 大分県 由布院温泉 470

4 静岡県 熱海温泉 454

5 北海道 登別温泉 446

●関東・甲信越居住者（n=4,687）

順位 都道府県 温泉地名 票数

1 神奈川県 箱根温泉 1,291

2 群馬県 草津温泉 1,173

3 大分県 由布院温泉 505

4 静岡県 熱海温泉 441

5 秋田県
乳頭温泉郷・水沢温泉

郷・田沢湖高原温泉
434



年代別 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） ＊複数回答5つまで

●40代、60代で「草津温泉」が1位を獲得
前年まではいずれの年代でも「箱根温泉」が1位だったが、今年は40代と60代で1位が「草津温泉」となった。特に40代では2ラン
クのアップ。ただしいずれの年代においてもベスト5の顔ぶれは変化がなかった。

●60代 (n=720)
順位 温泉地名 都道府県 票数

1 箱根温泉 神奈川 141

2 草津温泉 群馬 127

3 登別温泉 北海道 121

4 由布院温泉 大分 116

5 別府温泉郷 大分 102

＜前年データ＞
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●20代（n=492)

順位 都道府県 温泉地 票数

1 神奈川県 箱根温泉 116

2 群馬県 草津温泉 83

大分県 別府温泉郷

大分県 由布院温泉

5 静岡県 熱海温泉 61

3 66

●30代（n=1,685)

順位 都道府県 温泉地 票数

1 神奈川県 箱根温泉 351

2 大分県 由布院温泉 275

3 群馬県 草津温泉 267

4 大分県 別府温泉郷 249

5 熊本県 黒川温泉 177

●40代（n=3,221)

順位 都道府県 温泉地 票数

1 群馬県 草津温泉 553

2 神奈川県 箱根温泉 532

3 大分県 由布院温泉 523

4 大分県 別府温泉郷 455

5 北海道 登別温泉 384

●50代（n=3,720)

順位 都道府県 温泉地 票数

1 神奈川県 箱根温泉 656

2 群馬県 草津温泉 605

3 大分県 別府温泉郷 551

4 北海道 登別温泉 539

5 大分県 由布院温泉 514

●60代（n=2,217)

順位 都道府県 温泉地 票数

1 群馬県 草津温泉 396

2 北海道 登別温泉 335

3 神奈川県 箱根温泉 334

4 大分県 由布院温泉 287

5 大分県 別府温泉郷 279

●20代（n=744）

順位 都道府県 温泉地名 票数

1 神奈川県 箱根温泉 166

2 群馬県 草津温泉 117

3 大分県 由布院温泉 92

4 大分県 別府温泉郷 90

5 静岡県 熱海温泉 73

●30代（n=1,950）

順位 都道府県 温泉地名 票数

1 神奈川県 箱根温泉 374

2 群馬県 草津温泉 313

3 大分県 由布院温泉 300

4 大分県 別府温泉郷 271

5 熊本県 黒川温泉 196

●40代（n=3,416）

順位 都道府県 温泉地名 票数

1 神奈川県 箱根温泉 558

2 大分県 由布院温泉 523

3 群馬県 草津温泉 482

4 大分県 別府温泉郷 480

5 北海道 登別温泉 387

●50代（n=3,642）

順位 都道府県 温泉地名 票数

1 神奈川県 箱根温泉 557

2 群馬県 草津温泉 548

3 北海道 登別温泉 536

4 大分県 由布院温泉 534

5 大分県 別府温泉郷 507

●60代（n=1,961）

順位 都道府県 温泉地名 票数

1 神奈川県 箱根温泉 327

2 群馬県 草津温泉 312

3 大分県 由布院温泉 311

4 北海道 登別温泉 298

5 大分県 別府温泉郷 256



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

●1位は11年連続「由布院温泉」。2位「乳頭温泉郷」、3位「草津温泉」
1位は「由布院温泉」で11年連続。2位に「乳頭温泉郷」、3位に「草津温泉」が入った。大きく順位を上げたものとしては、29位
の「浅虫温泉」（＋4ランク）、37位の「鳴子温泉郷」（＋6ランク）、47位の「上高地温泉」（＋10ランク）、「三朝温泉」
（＋4ランク）など。
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＜参考＞あこがれ温泉地 その理由（上位5温泉地各選択者）＊複数回答5つまで

●全国（n=11,713)

順位 都道府県 温泉地 票数
前年

順位

1 大分県 由布院温泉 2,726 (1)

2 秋田県 乳頭温泉郷※ 1,983 (2)

3 群馬県 草津温泉 1,624 (3)

4 鹿児島県 指宿温泉 1,574 (4)

5 大分県 別府温泉郷 1,458 (5)

6 愛媛県 道後温泉 1,403 (6)

7 北海道 登別温泉 1,358 (7)

8 熊本県 黒川温泉 1,266 (8)

9 兵庫県 有馬温泉 1,150 (10)

10 岐阜県 下呂温泉 1,065 (9)

11 神奈川県 箱根温泉 923 (11)

12 静岡県 熱海温泉 857 (12)

13 山形県 銀山温泉 848 (13)

14 長野県 白骨温泉 749 (14)

15 青森県
八甲田温泉・酸ヶ湯温

泉
737 (15)

16 栃木県 鬼怒川温泉 678 (17)

17 石川県 加賀温泉郷 620 (18)

18 北海道 洞爺湖温泉 598 (16)

19 石川県 和倉温泉 583 (20)

20 山形県 蔵王温泉 540 (19)

21 群馬県 伊香保温泉 497 (21)

22 鹿児島県 霧島温泉 447 (23)

23 富山県 黒部峡谷温泉群 423 (22)

24 北海道 ニセコ温泉郷 412 (25)

25 富山県 宇奈月温泉 410 (24)

26 兵庫県 城崎温泉 385 (26)

27 青森県
十和田湖温泉郷・十和

田湖畔温泉
365 (28)

28 島根県 玉造温泉 348 (29)

29 青森県 浅虫温泉 315 (33)

30 北海道 阿寒湖温泉 314 (31)

※前年は「乳頭温泉郷・水沢温泉郷・田沢湖高原温泉」として聴取

（％）

順位 都道府県 温泉地 票数
前年

順位

31 和歌山県 白浜温泉 311 (27)

32 岐阜県 奥飛騨温泉郷 309 (30)

33 宮城県 秋保温泉 299 (32)

34 群馬県 四万温泉 270 (36)

静岡県 修善寺温泉 (34)

長崎県 雲仙温泉 (35)

37 宮城県 鳴子温泉郷 248 (43)

38 岐阜県 飛騨高山温泉 246 (37)

39 栃木県 日光温泉 241 (42)

40 北海道 定山渓温泉 235 (38)

41 岩手県 花巻温泉郷 234 (39)

42 北海道 層雲峡温泉 230 (40)

43 佐賀県 嬉野温泉 228 (41)

44 群馬県 万座温泉 221 (45)

45 神奈川県 湯河原温泉 218 (48)

46 北海道 ウトロ温泉 193 (44)

長野県 上高地温泉 (57)

鳥取県 三朝温泉 (51)

49 和歌山県 龍神温泉 153 (47)

50 京都府 嵐山温泉 149 (46)

47 157

35 260



全国温泉地1年間の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」、2位「別府温泉郷」は前年から順
位をキープ
1位は「箱根温泉」、2位は「別府温泉郷」で前年と変わら
ず。3位の「草津温泉」は1ランクアップし、「熱海温泉」と入
れ代わった。大きく順位を上げたのは14位「白浜温泉」
（＋4ランク）、18位「石和温泉」（＋11ランク）、23
位「あわら温泉」（＋12位）。

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）

●「高湯温泉」が総合満足度1位を獲得
●秘湯部門は1位「龍神温泉」、2位「九重“夢”温泉郷」、
3位「小田・田の原・満願寺温泉」
前年まで秘湯部門だった「高湯温泉」が、来訪者増により
総合部門での1位獲得。2位に「乳頭温泉郷」、3位に
「白骨温泉」が入った。訪問者を100人未満とした[秘湯
部門]では、総合でも4位に入った和歌山県の「龍神温
泉」が1位。新潟県、静岡県から2温泉地がベスト10入り。

● 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

● 最近1年間の訪問者50人以上の温泉地は238
● 上記のうち、訪問者100人未満の79の温泉地を秘湯とした
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＊最近1年間＝2015年8月ごろ～2016年8月ごろまでを指す

●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 温泉地名
満足度

（％）

集計

対象数

1 和歌山県 龍神温泉 94.9 99

2 大分県 九重“夢”温泉郷 93.9 99

3 熊本県
小田・田の原・満願寺温

泉
91.8 98

4 秋田県 秋田八幡平温泉郷 89.4 85

5 長野県 穂高温泉郷 89.2 74

6 新潟県 瀬波温泉 89.0 91

7 新潟県 松之山温泉 88.7 53

8 静岡県 寸又峡温泉 86.5 52

9 静岡県 雲見温泉 86.3 51

10 北海道 十勝岳温泉 86.2 58

●全国（n=11,713)

順位 都道府県 温泉地 票数
前年

順位

1 神奈川県 箱根温泉 1,488 (1)

2 大分県 別府温泉郷 974 (2)

3 群馬県 草津温泉 919 (4)

4 静岡県 熱海温泉 880 (3)

5 兵庫県 有馬温泉 734 (5)

6 愛媛県 道後温泉 724 (7)

7 栃木県 鬼怒川温泉 708 (6)

8 大分県 由布院温泉 659 (8)

9 岐阜県 下呂温泉 606 (11)

10 栃木県 那須温泉 605 (12)

11 群馬県 伊香保温泉 564 (10)

12 北海道 登別温泉 537 (13)

13 静岡県 伊東温泉・宇佐美温泉 522 (16)

14 和歌山県 白浜温泉 521 (18)

15 石川県 加賀温泉郷 511 (14)

16 神奈川県 湯河原温泉 505 (15)

17 北海道 定山渓温泉 497 (9)

18 山梨県 石和温泉 448 (29)

19 宮城県 秋保温泉 437 (17)

20 岐阜県 奥飛騨温泉郷 420 (23)

21 鹿児島県 霧島温泉 416 (19)

22 兵庫県 城崎温泉 410 (20)

23 福井県 あわら温泉 403 (35)

栃木県 塩原温泉 (27)

熊本県 黒川温泉 (24)

鹿児島県 指宿温泉 (21)

27 佐賀県 嬉野温泉 397 (28)

28 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）

384 (26)

29 岐阜県 飛騨高山温泉 378 (32)

30 北海道 洞爺湖温泉 367 (25)

24 398

●全国　総合満足度（1年間の訪問者50人以上）

順位 都道府県 温泉地名
満足度

（％）

集計

対象数

1 福島県 高湯温泉 96.8 125

2 秋田県 乳頭温泉郷 95.8 239

3 長野県 白骨温泉 95.7 188

4 和歌山県 龍神温泉 94.9 99

5 群馬県 万座温泉 94.6 276

6 岐阜県 奥飛騨温泉郷 94.0 420

7 大分県 九重“夢”温泉郷 93.9 99

8 鹿児島県 霧島温泉 93.5 416

9 熊本県 わいた温泉郷 93.1 116

10 熊本県
小田・田の原・満願寺温

泉
91.8 98

11 熊本県 黒川温泉 91.7 398

群馬県 草津温泉 919

熊本県 南阿蘇温泉郷 263

14 北海道 登別温泉 91.2 537

大分県 久住温泉 170

大分県 長湯温泉 160

17 鹿児島県 指宿温泉 90.5 398

18 山形県 蔵王温泉 90.4 363

兵庫県 城崎温泉 410

大分県 由布院温泉 659

21 青森県
八甲田温泉・酸ヶ湯温

泉
89.7 155

22 秋田県 秋田八幡平温泉郷 89.4 85

岩手県 八幡平温泉郷 177

熊本県 山鹿・平山温泉 224

大分県 別府温泉郷 974

26 長野県 穂高温泉郷 89.2 74

27 新潟県 瀬波温泉 89.0 91

28 岐阜県 飛騨高山温泉 88.9 378

29 新潟県 松之山温泉 88.7 53

神奈川県 箱根温泉 1,488

新潟県 月岡温泉 121

23 89.3

30 88.4

12 91.6

15 90.6

19 89.8



調査対象の331温泉地一覧①
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＊※は名称変更した温泉地名 前年「乳頭温泉郷・水沢温泉郷・田沢湖高原温泉」
＊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

[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

▼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

十和田湖温泉郷・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

▼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

[甲信越]

▼新潟県

赤倉温泉

池ノ平温泉

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

[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
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[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

形原温泉（蒲郡温泉郷）

蒲郡温泉（蒲郡温泉郷）　

西浦温泉（蒲郡温泉郷）

三谷温泉（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

榊原温泉

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

＊※は名称変更した温泉地名 前年「恵那温泉郷」「鳥羽の温泉」「夕日ヶ浦温泉郷」
＊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

[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・南淡路温泉郷・

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

[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

有福温泉

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

[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


