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◆ 日本政府観光局（JNTO）清野智理事長のコメント 

「2019 年の米国からの訪日旅行者数は前年比 12.9%増の 172.4 万人と過去最高を記録しました。新型コロ

ナウイルス感染症の影響で旅行自粛を余儀なくされた米国旅行業界においては国内需要が戻りつつあり、訪日機会を

待ち望む声も増えています。また、東京オリンピック・パラリンピック競技大会の会期中には多くのメディアで日本が取り上

げられるなど、米国における日本の注目度はますます高まっています。JNTO ではこうした好機を生かしながら、往来再

開に向けて引き続き訪日観光の魅力の発信・提供に積極的に取り組んでいきます。」 

 

◆ 2021 年版アワードで東京が首位、日本が第 3 位に輝いた背景 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催実績に加え、世界遺産に登録され

ることが決まった「北海道・北東北の縄文遺跡群」の文化遺産と、「奄美大島、徳

之島、沖縄島北部および西表島」の自然遺産などにより、旅行目的地としての日

本の多様な魅力が広く認識されたことによるものと考えています。 

 

◆ 米旅行雑誌である「トラベル・アンド・レジャー」でも上位に 

米旅行雑誌「トラベル・アンド・レジャー」が 9 月 8 日（現地時間）に発表した読者投票においても、人気観光都市

「The 25 Best Cities in the World」部門で、京都が第 5 位（昨年 6 位）となり 10 年連続でランクインを果た

すなど高く評価されています。 

 

 

2021 年 10 月 6 日 

米国の大手旅行雑誌「コンデ・ナスト・トラベラー」が 10 月 5 日に発表した読者投票ランキング「リー

ダーズ・チョイス・アワード」の「世界で最も魅力的な大都市トップ 10」において、東京が第 1 位（昨

年 6 位）、次いで大阪が第 2 位（昨年ランク圏外）、京都が第 3 位（昨年 1 位）に選出されました。同一

国からトップ 3 が選ばれるケースはまれで、日本の 3 都市が同時にトップ３へのランク入りを果たすのは

これが初めてです。また、国別ランキングでも日本が 3 位にランクインしました。 

※ 本リリースは国土交通記者会・交通運輸記者会に配布しております。 

 

米旅行雑誌の「世界で最も魅力的な大都市ランキング」で 

東京、大阪、京都が 3 トップを独占 

【お問い合わせ先】 

海外プロモーション部 欧米豪・中東 G 広瀬・羽田 

TEL：03-5369-3335 E-MAIL：promotion_eao@jnto.go.jp 

展望施設「SHIBUYA SKY(渋谷スカイ)」 
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【コンデ・ナスト・トラベラー(Condé Nast Traveler)とは】 

旅行業界において世界的にも歴史が長く権威ある「コンデ・ナスト・トラベラー(Condé Nast Traveler)」は、高所得者

層を中心とした読者を持つ米国大手旅行雑誌のひとつであり、高品質の旅行、ホテル、レストラン、買い物などに関する

最新情報を掲載し、読者数は約 300 万人にのぼります。同誌は「トラベル・アンド・レジャー(Travel + Leisure)」及び

「ナショナル・ジオグラフィック(National Geographic)」と並んで人気の旅行雑誌に位置づけられています。 

URL：https://www.cntraveler.com/  

 

【リーダーズ・チョイス・アワード(The Readers' Choice Awards)とは】 

同誌が 1988 年から実施している「リーダーズ・チョイス・アワード(The Readers' Choice Awards)」は、読者が全

世界の旅行先を総合的に評価し、次の旅先候補として高い人気を誇るデスティネーションを格付けしたランキングであり、

今回取り上げた「The Best Cities in the World（Best Big Cities 部門）」の他にも、ホテルやクルーズ部門など

テーマに合わせて様々なランキングが存在します。なお、2021 年のアワードは、コンデ・ナスト・トラベラー公式サイトで公

開され 11 月号でも発表されます。プレスのお問い合わせは、awards@condenasttraveler.com （英語対応の

み）までご連絡ください。受賞デスティネーションの全リストは以下から確認が可能です。 

URL：https://www.cntraveler.com/rca/ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2021 
 

The Best Cities in the World Top 20 Countries in the World  

（Best Big Cities 部門）  (上位 10 位) 

1 位：東京（日本） 1 位：ポルトガル 

2 位：大阪（日本） 2 位：ニュージーランド 

3 位：京都（日本） 3 位：日本 

4 位：シンガポール（シンガポール）  4 位：モロッコ 

5 位：イスタンブール（トルコ） 5 位：スリランカ 

6 位：メリダ（メキシコ） 6 位：イタリア 

7 位：マラケシュ（モロッコ） 7 位：アイスランド 

8 位：ポルト（ポルトガル） 8 位：ギリシャ 

9 位：バンコク（タイ） 9 位：クロアチア 

10 位：ソウル（韓国） 10 位：トルコ 

https://www.cntraveler.com/
https://www.cntraveler.com/rca/
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東京都 産業労働局 観光部企画課プレスリリース 

(同日発表) 



 

令和３年 10 月６日 
  産 業 労 働 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富裕層向け旅行雑誌「Condé Nast Traveler（コンデ・ナスト・トラベラー）」が行った 

読者投票ランキング「Readers’ Choice Awards 2021」の結果が発表されました。東京は、米国版で

2 年振り、英国版では初めて「世界で最も魅力的な都市のランキング」において第１位に選ばれました

ので、お知らせします。 

これは、東京の観光プロモーションや都内における旅行者の受入環境整備など、行政と民間の連携

による様々な取組の成果が反映されたものと考えられます。 

東京都では、名実ともに世界有数の国際観光都市として、今後も伝統と革新が共存する東京の魅力

をさらに磨き上げ、旅行者の誘致につなげていきます。 

 

※本件に関する小池知事のコメントは別紙１のとおり 

※ランキングは別紙２のとおり 

 

「Condé Nast Traveler（コンデ・ナスト・トラベラー）」誌とは 

高所得者層を中心とした読者を持つ米国大手旅行雑誌の一つ。高品質の旅行、ホテル、レストラン、

買い物などに関する最新情報を掲載し、読者数は米国版で約 300 万人、英国版で約 14 万人にのぼる。 
 

「Readers’ Choice Awards」とは 

「Condé Nast Traveler」誌が 1988 年から実施している読者投票によるランキングであり、今回

取り上げた「世界で最も魅力的な都市のランキング」の他にも、ホテルやクルーズなどテーマに合わせ

て様々なランキングが存在する。 

 

東京が世界で最も魅力的な都市に選ばれました！ 
～米国版・英国版「Condé Nast Traveler」の読者投票で東京が世界 1 位に～ 

【問い合わせ先】 

産業労働局観光部企画課  

電話 03（5320）4724 



 

今回のランキングに対する知事のコメント 

 

このたび、Condé Nast Traveler（コンデ・ナスト・トラベラー）が

実施した世界で一番魅力的な都市ランキングの読者投票において、米

国版では２年振り、英国版では初めて、東京が１位に選出されました。

ご投票いただいた読者の皆様には大変感謝を申し上げます。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、人々の往来が制限される

中、このような栄誉に輝いたことで、東京の旅行地としての魅力が十

分に認知されていることを改めて実感しております。 

東京は、過去に例のない困難な状況で開催された東京 2020 オリン

ピック・パラリンピック競技大会を、世界中の皆様の御支援、御協力

を賜りながら、精緻な運営と徹底した感染防止策によって成功へと導

きました。このことは、海外からも高い評価をいただいております。

こうした大会のレガシーをもとに、東京の都市としての魅力をさらに

磨き上げ、コロナ禍を乗り越えた先に、海外から多くの方々を東京に

お迎えしたいと思います。 

 

東京都知事 小池 百合子 

  

別紙１ 



 

 

Comments from Governor Koike Regarding This Year’s Selection 

of Tokyo 

 

I am delighted and honored that Tokyo was selected by both the US and UK 

readers of Condé Nast Traveler as the best city in the world for the first time in two 

years in the US edition, and for the first time ever in the UK edition. I would like to 

express my gratitude to all who voted. 

Even amidst the travel restrictions in place due to the effects of COVID-19, 

receiving such recognition has once again served as a reminder to myself and all 

of our residents of the attractiveness of Tokyo as a travel destination. 

Despite these difficulties, the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 were 

a success, thanks to the support and cooperation of people everywhere, and to the 

careful management of our measures to prevent infections. I am happy to see these 

efforts have been appreciated by the world.  

 We will continue to work to further enhance the appeal of the city of Tokyo and 

we look forward to welcoming people from everywhere once the pandemic has 

been overcome, with the legacies of the Olympics and Paralympics as a base.  

 

KOIKE Yuriko, Governor of Tokyo 



 

Condé Nast Traveler（コンデ・ナスト・トラベラー）誌 

Readers' Choice Awards 2021  

 

米国版ランキング 

The Best Cities in the World（Best Big Cities 部門）（米国を除く） 

 

１位 （６位）   東京（日本） 

２位   －      大阪（日本） 

３位 （１位）   京都（日本） 

４位 （３位）   シンガポール 

５位   －      イスタンブール（トルコ） 

６位   －     メリダ（メキシコ） 

７位   －     マラケシュ（モロッコ） 

８位 （７位）   ポルト（ポルトガル） 

９位   －     バンコク（タイ） 

10 位   －     ソウル（韓国） 

 

※（  ）内は 2020 年の順位、－は昨年ランク外 

 

英国版ランキング 

The Best Cities in the World（英国を除く） 

 

１位 （15 位）  東京（日本） 

２位   －    大阪（日本） 

３位 （４位）  京都（日本） 

４位 （９位）  シンガポール 

５位 （１位）  サン・ミゲル・デ・アジェンデ（メキシコ） 

６位   －   イスタンブール（トルコ） 

７位 （３位）  メリダ（メキシコ） 

８位   －   マラケシュ（モロッコ） 

９位 （18 位）  ポルト（ポルトガル） 

10 位   －   アスペン（アメリカ合衆国） 

11 位   －   バンコク（タイ） 

12 位   －   ソウル（韓国） 

13 位 （７位）  チャールストン（アメリカ合衆国） 

別紙２ 



14 位   －   サン・セバスティアン（スペイン） 

15 位   －   シカゴ（アメリカ合衆国） 

16 位   －   アレクサンドリア（アメリカ合衆国） 

17 位 （８位）  サンタフェ（アメリカ合衆国） 

18 位   －   ニューヨーク（アメリカ合衆国） 

19 位   －   グリーンビル（アメリカ合衆国） 

20 位 （14 位）  ザルツブルク（オーストリア） 

 

※（  ）内は 2020 年の順位、－は昨年ランク外 

 


