
ユーザー発信時代の、
口コミ投稿型サイトの活用法
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2

• 80％の旅行者は旅行の計画を
始める時にオンラインを利用
する

• 50%は検索エンジンを利用す
るが、それ以外にも口コミサ
イトやソーシャルメディア、
オンラインサービスを利用

旅の計画はオンラインから

Source: The Connected Consumer Survey 2014 / 2015, “How digitally-savvy are people?”



口コミによるランキング
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ランキングの重要性



• 本社所在地： 400 First Ave, 
Needham, Massachusetts 02494

• 代表取締役社長兼CEO：Stephen 
Kaufer

• 創業：2000年 2月

• 従業員数：約3,400名

TripAdvisor, Inc.



トリップアドバイザー
世界最大の旅行口コミサイト

4.55億
平均月間訪問者数 **

49
世界の国と地域

5.7億
口コミ情報

730万+
宿泊施設、レストラン、観光

*Source: comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide, July 2017

** Source: TripAdvisor log files, Q3 2017
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• 旅行アプリで世界で最もダウンロード
されている

• 現在地検索やダウンロードコンテンツ
など旅行中に現地で利用出来るサービ
スを提供

世界で4.2億+ ダウンロード



口コミは旅行の選択に影響
旅行者は口コミを参考にしている
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宿泊施設

96% 81% 
観光施設

87% 
レストラン

*¹：Source: 2015 ‘Custom Survey Research Engagement’ conducted by Phocuswright on behalf of TripAdvisor.



• 2008年に8カ国目として日本語版トリップ
アドバイザー(www.tripadvisor.jp）の開始

• 75万＋の国内施設（ホテル、レストラン
、観光施設）を掲載

トリップアドバイザー日本

about:blank


Source: TripAdvisor Destination cube data. 2017年1-9月。
国別に日本国内ページのセッション数の割合をもとにして算出

トリップアドバイザー上の
日本の情報へのアクセス

海外から日本国内
から
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国内旅行での利用率が増加

海外旅行先
閲覧者の割合

国内旅行先
閲覧者の割合
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日本向け製品の開発と充実化
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国内での利用促進

国内ランキングの発表



15の美術館・博物館がランクイン

国内での利用促進

TOKYO100
東京のおすすめの100のスポット

https://www.tripadvisor.jp/TripNews-a_ctr.Tokyo100JP

https://www.tripadvisor.jp/TripNews-a_ctr.Tokyo100JP


コンテンツAPIの提供パートナーの拡大

三菱一号館美術館内「Cafe1894」
東京芸術劇場２F「アルテア
トロ AL TEATRO」



世界と日本の美術館・博物館について



毎年、世界中の旅行者からの口コミや評価を元に発表

トラベラーズチョイス
美術館・博物館 人気ランキング



世界の美術館・博物館の利用状況
施設名（世界） オーナー登

録
エクセレンス認証 トラベラーズチョイス

美術館・博物館授賞
Ticket (Viator)

ルーブル美術館 YES YES 世界13位、欧州 8位、フランス 2位 〇

メトロポリタン美術館 YES YES 世界1位、アメリカ 1位 〇

大英博物館 YES YES 欧州13位、イギリス3位 〇

ナショナル・ギャラリー YES YES 世界11位、欧州 6位、フランス 2位 〇

バチカン美術館 YES YES 欧州20位、イタリア5位 〇

テート・モダン YES YES N/A 〇

国立故宮博物院 NO YES アジア7位、台湾1位 ×

ナショナル・ギャラリー・オブ・
アート

YES YES アメリカ7位 〇

エルミタージュ美術館 NO YES 世界5位、欧州 2位、ロシア1位 ×

ソフィア王妃芸術センター NO YES スペイン5位 ×



日本の美術館・博物館の利用状況
施設名（日本） 施設登録 エクセレンス

認証
Ticket (Viator) トラベラーズチョイス

美術館・博物館授賞

東京都庭園美術館 YES YES - -

東京都江戸東京博物館 NO YES - 日本4

江戸東京たてもの園 NO YES - -

東京都写真美術館 NO NO - -

東京都現代美術館 NO YES - -

トーキョーアーツアンドスペース NO NO - -

東京都美術館 NO NO - -

東京国立博物館 YES YES - -

国立西洋美術館 YES YES - -

国立新美術館 NO YES - -



Viatorにて販売している入場、ツアーチケット

チケットの事前購入



世界の美術館・博物館の広告利用
ゲティ美術館ナショナル・ギャラリー・シンガポール



トリップアドバイザーの活用



ユーザーの評価には全ての口コミを加味

• 口コミの数

• 口コミの評価

• 口コミの投稿日

ユーザーの評価によるランキング
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ランキング



口コミは最重視されている
欧米の小規模宿泊オーナーは口コミサイトをマーケティングとして重要視
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Source: Phocuswright and h2c’s Independent Lodging Market: Marketing, Distribution and Technology Strategies For Non-Branded 
Properties, 2015.



活用した施設は高いパフォーマンスを実現
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• Source: “Using Guest Reviews to Pave the Path To Greater Engagement,” Atmosphere Research Group, September 2015

+25%
公式ホームページへ
の月間クリック数が

上昇

+32%
OTAへの平均月間ク
リック数が上昇

+40%
施設ページの月間平均
ページビューが上昇
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• 自施設のオーナー登録を行う

• 施設管理者からの写真を10枚以上投稿
する

• 口コミを積極的に集める

• 最低でも25%の口コミに対して返信す
る

• 口コミのパフォーマンスを確認する

上手な活用に共通する特徴



自施設の登録を確認する
口コミ掲載の前提となる自社施設の登録状況を確認

27https://www.tripadvisor.jp/Owner

s



自施設のオーナー登録
施設ページの「オーナー様ですか？」から登録
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自施設のオーナー登録
オーナー管理ページのトップページ
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施設管理者からの写真を投稿する
写真の追加と優先表示の設定を活用
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76% 
施設を決定する際に
写真を参考にする



施設管理者からの写真を投稿する
管理者投稿の写真をメインの写真に設定可能（掲載例）
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口コミを集める
オンライン、オフラインで活用できる無料のツールが利用可能
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口コミを集める
その他の取り組み：口コミ募集カード、ポスター、POPなど
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口コミを集める
ツールを活用することで月間30-40%口コミが増加
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ツールを活用 自然増



口コミに返信する
口コミに返信することが可能。機械翻訳にも対応。
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65% 
施設からの返信を
参考にする



口コミのパフォーマンスを確認する
管理ページから口コミ数や順位を確認可能。
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口コミの投稿は「共有したい」から
良かった経験の共有やコミュニティへの「お返し」に口コミを書く
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73% 5点中 4点 70% 
のトリップアドバイザー
ユーザーは、口コミを元
に良い経験をしたので、
自分でも口コミを投稿し

ている

のトリップアドバイザー
のユーザーは、良い経験
を共有したいと思い、口
コミを書いている。

トリップアドバイザー
上での平均のバブルレ

ート



エクセレンス認証の取得と活用
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• 2011年開始。今年7回目。

• 認定基準
⁃ 12ヶ月以上掲載されている施設

⁃ 一定数の口コミ数を獲得
⁃ 評価が平均4以上

• 2017年全世界194ヶ国595,323施
設が認定

エクセレンス認証



“It’s a direct way to capitalize on TripAdvisor traffic. Signing up 
was a no-brainer – I thought we’d be crazy not to try it”

John Doe, Director of Sales

Bangkok Beach & Golf Resort, Bangkok 

“すべての人々が最高の旅行を経験できるように旅の計画や予約
から旅先までサポートをすること”

トリップアドバイザーのミッションステイトメント

「エクセレンス認証の表示があれば、素晴らしいサービスをい
つも期待できます」

TEACHERMARJ (アメリカ合衆国ジョージア州) 

「素晴らしいです。お昼にたまたまこの場所を見つけました。外観から
は特に興味を抱きませんでしたが、エクセレンス認証を見て、入ってみ
たくなりました」

REVIEWER71 (スペイン、バルセロナ)

「どちらのツアーも最高でした。価格も内容もとてもよかった
です。エクセレンス認証受賞のツアー会社なので、期待は高
かったです」

STOFFKE (ベルギー、アントワープ) 
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2017年日本の認証施設数 北海道

543

東京

1,236

沖縄

481

京都

565

大阪

305

6,565施設



日本は世界で16位。アジア太平洋地域で4位。
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2017年認証施設数トップ20ヶ国



認証を受けた国内の美術館・博物館からの
ソーシャルメディア投稿




