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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）が企画・編集す
る旅行情報誌『関東・東北じゃらん』（編集長：西 尚子）は、関東・甲信越・静岡在住2,066人を対象に関
東エリアの観光地に関するアンケートを実施しましたので、その結果をご報告します。
※結果の一部は、2020年7月1日（水）発売の『関東・東北じゃらん』8月号でも紹介します。
※お出かけの際には、自治体のホームページなどで最新の情報をご確認ください。また、新型コロナウイル
ス感染症拡大の防止に十分ご配慮いただくようお願いいたします。

●宿泊旅行で行って良かった観光地ランキング
～2019年に宿泊旅行で訪れたことがある、「行って良かった」観光地～

第1位 「草津」（群馬県）
第2位 「箱根」（神奈川県）
第3位 「舞浜・浦安」（千葉県）
…宿泊旅行は「観光地」×「温泉地」が人気です。

●宿泊旅行で行った観光地ランキング
～ 2019年に宿泊旅行で訪れたことがある観光地～

第1位 「箱根」（神奈川県）
第2位 「横浜（みなとみらい・ベイエリア含む）」（神奈川県）
第3位 「舞浜・浦安」（千葉県）
…首都圏からアクセス良好なエリアが上位にランクインしました。

●日帰り旅行で行って良かった観光地ランキング
～ 2019年に日帰りで訪れたことがある、「行って良かった」観光地～

第1位 「舞浜・浦安」（千葉県）
第2位 「草津」（群馬県）
第3位 「日光」（栃木県）
…満足度の高い日帰り観光地は、ちょっと足を延ばして行く観光地に。

●日帰り旅行で行った観光地ランキング
～ 2019年に日帰りで訪れたことがある観光地～

第1位 「横浜（みなとみらい・ベイエリア含む）」（神奈川県）
第2位 「箱根」（神奈川県）
第3位 「鎌倉・湘南」（神奈川県）
…日帰りで訪れる観光地は「近場」がキーワードです。

●今年行きたい観光地ランキング
～2020年に旅行で行きたいと思う観光地～

第1位 「箱根」（神奈川県）
第2位 「草津」（群馬県）
第3位 「日光」（栃木県）
…一度は訪れたことのある観光地でも、何度もリピートしたい魅力があります。

2020年7月1日

関東・甲信越・静岡在住者2,066人の声をもとに決定！

「『関東・東北じゃらん』人気観光地ランキング2020」
関東エリア調査結果発表

宿泊旅行で行って良かった観光地、1位は「草津」2位「箱根」3位「舞浜・浦安」

結果要約

【本件に関するお問い合わせ先】
https://www.recruit-lifestyle.co.jp/support/press
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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 ：【事前調査】 2020年1月27日（月）～ 1月28日（火）

【本調査】 2020年1月30日（木） ～2月1日（土）

◎調査対象 ：マクロミルモニター 20歳～69歳の男女

◎調査方法 ：インターネットリサーチ

◎有効回答数： 2,066人（関東・甲信越・静岡在住者）

◎対象観光地：茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、

長野県、静岡県の1都10県から、計196の観光地を選択肢として設定（対象観光地名は6ページ参照）

■性別×年齢

■職業

■居住地

■ライフステージ

※±0.1は許容差
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※来訪者数が60人未満の観光地は除外

（各観光地に宿泊で訪れた人ベース） （宿泊旅行実施者ｎ=1,765人／複数回答）

宿泊旅行の結果

順位 観光地名 %

1 草津 群馬県 80.3

2 箱根 神奈川県 78.9

3 舞浜・浦安 千葉県 74.2

4 伊香保 群馬県 72.0

４ 日光 栃木県 72.0

6 那須 栃木県 71.4

7 みなかみ 群馬県 67.7

8 鬼怒川 栃木県 67.4

9 鴨川 千葉県 67.1

10 軽井沢 長野県 66.7

11 熱海（駅前周辺・温泉街を含む） 静岡県 66.5

12 大洗・ひたちなか 茨城県 65.6

13 鎌倉・湘南 神奈川県 64.8

14 秩父 埼玉県 64.4

15 宇都宮 栃木県 63.9

16 上諏訪・下諏訪 長野県 63.3

17
横浜（みなとみらい・ベイエリア
含む）

神奈川県 60.7

18 伊東・宇佐美・川奈 静岡県 59.4

19 下田・白浜 静岡県 59.0

20 八ヶ岳 山梨県 58.0

順位 観光地名 %

1 箱根 神奈川県 19.1

2
横浜（みなとみらい・ベイエリア
含む）

神奈川県 11.7

3 舞浜・浦安 千葉県 11.2

4 日光 栃木県 10.3

5 軽井沢 長野県 10.2

6 熱海（駅前周辺・温泉街を含む） 静岡県 10.0

7 那須 栃木県 9.1

7 伊東・宇佐美・川奈 静岡県 9.1

9 鎌倉・湘南 神奈川県 8.0

10 草津 群馬県 7.5

10 お台場・汐留 東京都 7.5

12 鬼怒川 栃木県 7.3

13 伊豆高原 静岡県 7.1

14 新宿 東京都 6.9

15 河口湖 山梨県 6.8

16 甲府 山梨県 6.5

17 小田原 神奈川県 6.4

18 松本 長野県 6.2

19 宇都宮 栃木県 6.1

20 山中湖・忍野 山梨県 5.8

宿泊旅行で行って良かった観光地

～2019年に宿泊旅行で訪れたことがある、

「行って良かった」観光地～

宿泊旅行で行った観光地
～2019年に宿泊旅行で

訪れたことがある観光地～

■『関東・東北じゃらん』編集部が解説

首都圏からの「アクセスの良さ」が決め手

宿泊旅行で訪れた観光地は、首都圏からの交通ア
クセスの良さが選択の決め手に。「箱根」「横浜
（みなとみらい・ベイエリアを含む）」、「舞
浜・浦安」「日光」など、公共交通機関の利用で
も移動時間にストレスを感じない観光地が上位を
占める結果となりました。
1位の「箱根」（神奈川県）は、観光地として広
大で、何度訪れても違う楽しみ方ができるエリア
として不動の人気観光地と言えそうです。

■『関東・東北じゃらん』編集部が解説

宿泊旅行は「観光地」×「温泉地」が人気

2019年に宿泊旅行で訪れたことがある「行って
良かった」観光地を聞いたところ、「草津」（群
馬県）が1位、2位に「箱根」（神奈川県）、3位
に「舞浜・浦安」（千葉県）がランクイン。
1位、2位の「草津」「箱根」は、『 じゃらん人
気温泉地ランキング2020』でもトップ２に選ば
れたエリアです。首都圏からの交通アクセスの良
さはもちろん、温泉地としての魅力にあふれてい
ることも幅広い層から支持される結果に。
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日帰り旅行の結果

日帰り旅行で行って良かった観光地

～2019年に日帰りで訪れたことがある、

「行って良かった」観光地～

日帰り旅行で行った観光地
～2019年に日帰りで

訪れたことがある観光地～

■『関東・東北じゃらん』編集部が解説

日帰りで訪れる観光地は「近場」

日帰りで訪れたことがある観光地ランキングでは、
首都圏からアクセスの良い人気観光地が中心とな
りますが、都内の人気エリアが20位中の3分の１
ほどを占めています。神奈川県の「横浜（みなと
みらい・ベイエリア含む）」「鎌倉・湘南」を含
めると約半分。近場に数多くの人気エリアがある
関東圏ならではの結果といえます。

■『関東・東北じゃらん』編集部が解説

満足した日帰り観光地は「ちょっと遠方」

2019年に日帰りで訪れたことがある「行って良
かった」観光地を聞いたところ、「舞浜・浦安」
（千葉県）が1位、2位に「草津」（群馬県)、3位
に「日光」（栃木県）がランクイン。
それぞれ個性的な人気観光地であり、温泉や歴史
的建造物など魅力にあふれています。特に宿泊旅
行で1位の「草津」はSNS映えスポットが充実し、
豊富なイベント、新しいアクティビティ開発など、
進化が止まらない大注目エリアです。

（各観光地に日帰りで訪れた人ベース） （日帰り旅行実施者 ｎ=1,618人／複数回答）

順位 観光地名 %

1 舞浜・浦安 千葉県 70.9

2 草津 群馬県 64.4

3 日光 栃木県 62.4

4 那須 栃木県 61.1

5 伊香保 群馬県 60.2

6 鎌倉・湘南 神奈川県 59.9

7 宇都宮 栃木県 59.7

8 軽井沢 長野県 58.7

9 佐野・足利 栃木県 58.0

10 秩父 埼玉県 57.7

11 箱根 神奈川県 57.6

12
横浜（みなとみらい・ベイエリア
含む）

神奈川県 54.7

13 三浦半島 神奈川県 54.0

14 大洗・ひたちなか 茨城県 53.9

15 木更津・君津 千葉県 53.1

16 富士・富士宮 静岡県 52.8

17 館山・南房総 千葉県 51.9

18 江東（東京スカイツリー含む） 東京都 50.6

18 沼津 静岡県 50.6

20 小田原 神奈川県 50.4

順位 観光地名 %

1
横浜（みなとみらい・ベイエリア
含む）

神奈川県 18.3

2 箱根 神奈川県 15.8

3 鎌倉・湘南 神奈川県 12.8

4 舞浜・浦安 千葉県 12.1

5 日光 栃木県 10.5

6 お台場・汐留 東京都 8.8

6 新宿 東京都 8.8

8 軽井沢 長野県 8.5

9 宇都宮 栃木県 8.3

10 銀座 東京都 8.2

11 上野 東京都 7.7

11 浅草 東京都 7.7

11 熱海（駅前周辺・温泉街を含む） 静岡県 7.7

14 小田原 神奈川県 7.5

15 東京駅周辺（丸の内・八重洲） 東京都 7.4

16 渋谷 東京都 7.2

16 御殿場 静岡県 7.2

18 大洗・ひたちなか 茨城県 7.1

20 河口湖 山梨県 6.9

20 秩父 埼玉県 6.9

※来訪者数が60人未満の観光地は除外
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2020年に行きたい観光地について

今年行きたい観光地

～2020年に旅行で行きたいと思う観光地～

■『関東・東北じゃらん』編集部が解説

やはり有名観光地は外せない！

2020年に旅行で行きたいと思う観光地は、宿泊旅行
でも日帰り旅行でも上位にあがる有名観光地がずら
りと並びました。来訪経験値が高いエリアであるも
のの、一度で遊びきれない充実した観光コンテンツ
や常に新しい魅力が増えていることが、何度も行き
たいと思わせるのだと考えられます。

（全体 ｎ=2,066人／複数回答）

順位 観光地名 %

1 箱根 神奈川県 37.9

2 草津 群馬県 32.4

3 日光 栃木県 24.8

4 鎌倉・湘南 神奈川県 24.0

5 軽井沢 長野県 21.3

6
横浜（みなとみらい・ベイエリア
含む）

神奈川県 18.8

7 熱海（駅前周辺・温泉街を含む） 静岡県 18.2

8 鬼怒川 栃木県 17.7

9 那須 栃木県 17.1

10 舞浜・浦安 千葉県 16.1

10 秩父 埼玉県 16.1

12 伊香保 群馬県 15.8

13 伊豆高原 静岡県 14.3

14 河口湖 山梨県 13.4

15 伊東・宇佐美・川奈 静岡県 12.3

16 安曇野・穂高 長野県 12.0

16 湯河原・真鶴 神奈川県 12.0

18 山中湖・忍野 山梨県 11.9

18 お台場・汐留 東京都 11.9

20 下田・白浜 静岡県 11.6
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■調査対象の観光地一覧（関東・甲信越・静岡の196スポット）

【群馬県】
草津
万座
伊香保
四万
みなかみ
尾瀬・片品
老神
赤城
伊勢崎
館林
高崎・榛名
前橋
富岡
嬬恋・北軽井沢
玉原・沼田

【千葉県】
舞浜・浦安
九十九里・銚子
成田
鴨川
館山・南房総
木更津・君津
富浦・白浜・千倉
勝浦・御宿
市原
船橋
幕張
富津・鋸南
佐原

【栃木県】
宇都宮
益子
塩原
那須
板室
日光
霧降高原
鬼怒川
湯西川
佐野・足利
中禅寺湖
茂木
真岡
大田原

【神奈川県】
箱根
小田原
湯河原・真鶴
鎌倉・湘南
逗子
横浜（みなとみらい・ベイ
エリア含む）
三浦半島
海老名・厚木
横須賀
藤沢・茅ヶ崎
平塚・大磯
丹沢
相模原（高尾山・相模湖）

【茨城県】
つくば
牛久
水戸
大洗・ひたちなか
鹿島
潮来
霞ヶ浦
笠間
久慈・袋田
日立

【長野県】
安曇野・穂高
大町
阿智・昼神・下伊那
駒ヶ根
高遠
天竜峡
軽井沢
佐久・小諸
戸倉上山田・千曲
湯田中・渋
志賀高原
北志賀・竜王・奥志賀
塩尻
松本
浅間・美ヶ原
上高地
乗鞍
白骨
上諏訪・下諏訪
霧ヶ峰・美ヶ原高原
上田・別所
小布施
菅平・峰の原
長野・飯綱・戸隠
栂池・小谷
白馬
原村・富士見
野辺山・小海
信濃町・黒姫
斑尾・飯山
奈良井・薮原
南木曽・妻籠・馬籠（一部
岐阜県）
木曽・御岳
秋山郷
木島平
野沢
女神湖・姫木平・東白樺湖
蓼科・白樺湖・車山

【埼玉県】
秩父
川越・所沢
草加・春日部
久喜
長瀞
飯能
熊谷・深谷

【東京都】
お台場・汐留
品川
伊豆七島・小笠原
葛飾・江戸川
江東（東京スカイツリー
を含む）
蒲田
羽田周辺
銀座
築地
日本橋
渋谷
上野
浅草
墨田・両国
新宿
奥多摩
青梅
池袋
六本木・麻布
立川・八王子・多摩
赤坂・溜池
芝（東京タワーとその周
辺）
後楽園周辺
東京駅周辺（丸の内・八
重洲）
青山
中野・杉並
吉祥寺・三鷹・武蔵野
恵比寿

【山梨県】
清里
八ヶ岳
南アルプス
河口湖
山中湖・忍野
精進湖
本栖湖
西湖
勝沼
甲府
小渕沢
下部
湯村
富士吉田
石和
白州

【新潟県】
燕・三条
岩室温泉・弥彦
佐渡
糸魚川
上越・妙高
鵜の浜
月岡
阿賀野川・五頭・麒麟山
瀬波・村上
湯沢
苗場・かぐら
十日町・津南
松之山
南魚沼（塩沢・六日町）
魚沼（湯之谷・奥只見）
長岡・寺泊
柏崎

【静岡県】
伊東・宇佐美・川奈
伊豆高原
下田・白浜
御殿場
裾野
富士・富士宮
朝霧高原
三島
沼津
御前崎・牧之原
焼津
戸田・土肥
松崎・雲見
堂ヶ島・宇久須
大井川・寸又峡・川根
伊豆長岡・大仁・韮山
修善寺・天城湯ヶ島・中伊豆
稲取
河津・今井浜
大川・北川・熱川
片瀬・白田
下賀茂・弓ヶ浜
石廊崎
南熱海・多賀・網代
熱海（駅前周辺・温泉街を含
む）


