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● トリップアドバイザーについて
● ユーザーの最近の検索動向



トリップアドバイザーは、世界最大の旅行サイト
49の国と地域、28言語でサービスを展開



月間ユニークユーザー数  投稿された口コミの総数 

 

1分間に投稿される口コミ 

   4.6億     8.6億      247件 

世界中で毎月４億６千万人が利用 
口コミは８億６千万件以上集

Source: TripAdvisor 2020, Internal data
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地域
（デスティネーション）

宿泊 飲食店 観光スポット
アクティビテイ

「泊まる、食べる、遊ぶ」を網羅するオンラインの旅行ガイド



Tripadvisor 6

52% 男性 / 
48% 女性

年齢55-64

Source: Global Web Index ; Q2’20 Global((46 countries, 700K online users, 40K+ Profiling data points) 

年齢25-34

年齢35-44

年齢16-24

年齢45-54

57%
既婚

28%

26%

17%

17%

12%

ユーザープロフィール（Global ALL）

215 Index
世帯年収  20万ドル以上指数＊

231 Index
学位修士号以上の指数＊

＊調査対象となったオンラインサイト全体における平均（ 100）に対する指数



Source: 2019 ‘Power of Review’ by TripAdvisor, in partnership with Ipsos MORI

トリップアドバイザーの利用理由 
 

閲覧時には

平均９件
の口コミを読む



SOURCE: OXFORD ECONOMICS GLOBAL TRAVEL MARKET STUDY 

59兆円+
旅行件数 

4.3億+
世界中の旅行支出に影響 

10.3%
観光旅行支出のうち 

トリップアドバイザーが世界の旅行支出に与える影響  
 



パンデミックのビジネスインパクト　(2020 Q2 4-6月期) 

Source: Q2 2020 Investor Presentation August 6, 2020

-86%
-67%

サイト利用者数 (月間)　　　　　　　　　　　　売上 (4-6月期)

昨年比

昨年比
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Source: Tripadvisor Internal Data;  Data through 8/10

8/2週時点で+231%
（4/5週との比較）  

検索アクセスの推移
（トリップアドバイザー　グローバル全体）

4月以降13週連続で
徐々に増加

旅行意欲や需要は全体
として回復傾向



63%の旅行者は

コロナ禍においても
次の旅行のことを考えている

Source: COVID-19 Global Sentiment Survey. WaveⅨ Qualtrics. Jul 27-Aug 4

アンケート調査結果より
（トリップアドバイザー　グローバル全体）



70% 
次の旅行を計画する際
これまで以上に念入り
に調べる

Source: COVID-19 Global Sentiment Survey. Qualtrics. Wave 11(31 Aug - 2 Sep)　

アンケート調査結果より
（トリップアドバイザー　グローバル全体）



デジタルを活用した
海外DMOの情報発信事例
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アイデア探し、
候補地の認知

特定の場所へ
の興味・関心

比較・検討

予約（購入）

訪問・経験

口コミやソー
シャルで体験
を共有

１．2020年上期に展開され

たデスティネーションキャン

ペーン



Tripadvisor

”Dream Now. Experience Later.” 南アフリカ観光局
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世界中で不安や、移動に対す
る迷いが広がった時期

希望を与える明るいメッセージ
とともに、今は家にいようと呼び
かけるキャンペーン
（３月～）

※スクリーンのみ



Tripadvisor 16

国内、近隣域内旅行のプロモーション 

南太平洋、ヨーロッパ、北米の
DMOは、近隣域内旅行を積極
的に発信（7月～）

キーワード
● アウトドア
● ローカル再発見／ステイケー

ション
● ウェルネス
● ワーケーション
● ウェルカム

オーストラリア政府観光局
ニューサウスウェールズ観光局

※スクリーンのみ



Tripadvisor

観光先進都市やランドマークから広がった
家から楽しむバーチャル旅行体験
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ニューヨーク市観光局　バーチャル NYC 北京 故宮博物院  ３６０°VR動画



Tripadvisor 18

自然風景やダイビングなどにおいても、
バーチャル体験できる映像は人気



Tripadvisor

最適なターゲットに拡散するため、
トリップアドバイザーの広告サービスを活用
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記事タイアップ広告 ビデオ広告 バナー広告



Tripadvisor

高度にデータを活用する大規模なキャンペーンも
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トリップアドバイザーの新データプラットフォーム
「Navigator 」を導入し、グローバルキャンペーンを展開す
ることを発表（アブダビ政府観光局）

透明性の高いユーザーデータを、十分なプライ
バシー配慮のもと安全に運用

第三者のcookieデータではなく、自社サイト
のリアルタイムアクションをもとにターゲティン
グ

認知、計画、購入フェイズにいるユーザー行
動を追跡し、広告の影響を分析



Tripadvisor 21

● 旅行できるようになってからでは遅い

●  売込みではなく、インスピレーションを

●  一貫したウェルカムのメッセージ
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アイデア探し、
候補地の認知

特定の場所へ
の興味・関心

比較・検討

予約（購入）

訪問・経験

口コミやソー
シャルで体験
を共有

「安心、安全」が
重要な基準に

２．選ばれるデスティネーション
になるために



旅行中に人混みを避けることができる/避けられる場所があること

新型コロナウイルス感染者数（陽性者数または死亡者数）の低下

地域で個人の衛生管理および公衆衛生に大規模に取り組んでいること

夜間外出自粛、ソーシャルディスタンス、マスク着用などの

政府の規制が行われていること

十分な対人距離をとる文化があること

公共交通機関の利用時間が短いこと

最新設備のある病院へ安全かつ容易にアクセスできること

非接触型決済が広く普及していること

短距離フライトで行けること

飛行機の欠航が少ないこと

（６か国比較）

旅行先を決める上で今後重要になることは？

日本 アメリカ イギリス シンガポール オーストラリア イタリア

Source: COVID-19 Global Sentiment Survey - Wave VI. Qualtrics. Jun 10-15, 2020
Q: 旅行の目的地を選ぶ際は、次のうちどれが重要ですか？ 当てはまるものをすべてお選びください。 
調査対象者：過去12ヶ月に旅行を経験した、旅行の意思決定者（意思決定にほとんど関わらない人を除く）
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地域ぐるみの積極的な取組み、歓迎をアピール



Source: COVID-19 Global Sentiment Survey - Wave VI. Qualtrics. Jun 10-15, 2020
Q: 新型コロナウイルス流行中、そのホテルに滞在するかどうかを決める前に、健康と安全に関する次のどの対策が取られているかを知りたいと思いま
すか？（当てはまるものをすべてお選びください）
調査対象者：過去12ヶ月に旅行を経験した、旅行の意思決定者（意思決定にほとんど関わらない人を除く）

（６か国比較）

宿泊施設を決める上で今後重要になることは？

日本 アメリカ イギリス シンガポール オーストラリア イタリア

ゲストおよびスタッフ用に手指消毒剤が用意されている

スタッフは定期的に手洗いを行うことを義務付けられている

共用エリアではスタッフはマスクの着用が義務付けられている

共用エリアではゲストはマスクの着用が義務付けられている

スタッフの体温チェックを定期的に行っている

シーツなどのリネン類はすべて高温洗浄で殺菌されている

通行の多いエリアを定期的に消毒する

ダイニングテーブルと待合エリアのソーシャルディスタンスを確保する

アメニティが個別包装されている

床にソーシャルディスタンスの間隔を示すマークが付けられている

非接触型のチェックインが可能である

症状のあるスタッフに有給での自宅待機ポリシーがある

非接触型のチェックアウトが可能である

非接触型決済が可能である

客室を次のゲストのチェックインまで最低 24時間以上空室とする

ゲストおよびスタッフ用に除菌シートが用意されている

医師が毎日24時間待機している



トリップアドバイザーの、宿泊施設・
飲食店オーナー向けに追加された
表示機能（トラベルセーフ）

● 新型コロナウイルス感染症に対する、
対応状況をわかりやすく表示すること
ができる新機能

● オーナーは無料で利用可能

● 管理ページから、チェックリストに回答
するだけ。独自の対応については追
記してアピールを



● 安全対策をしている施設を絞
りこみ検索ができるように

● 口コミ投稿時には、現場での
対策状況がどうだったかチェッ
ク形式で評価できるようになっ
た

トリップアドバイザー 三井ガーデンホテル銀座プレミア

ユーザー向けに追加された
「安全対策」フィルター



Source: COVID-19 Global Sentiment Survey - Wave VI. Qualtrics. Jun 10-15, 2020
Q: 新型コロナウイルスによる旅行制限が解除され旅行のことを考えられるようになったら、どのような体験に最も魅力を感じますか？当てはまるものを
すべてお選びください
調査対象者：過去12ヶ月に旅行を経験した、旅行の意思決定者（意思決定にほとんど関わらない人を除く）

（６か国比較）

今後の体験やアクティビティで魅力に感じるものは？

日本 アメリカ イギリス シンガポール オーストラリア イタリア

プライベートツアー（知っている人と行く少人数での)

プライベートツアー（知らない人と行く少人数での)

団体ツアー（知らない人と行く大人数での)

通常の営業時間中に一般入場できるチケット制のアクティビティ

通常の営業時間前に早期入場できるチケット制のアクティビティ

オーディオツアー（オーディオガイドを利用したプライベートツアー）

バーチャル体験（オンライン）




