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2019 年 10 月 8 日
理事長 清野 智

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、京都、大阪の３都市が初めて同時トップ 10 入り！
米国の大手旅行雑誌「Condé Nast Traveler（コンデ・ナスト・トラベラー）」誌が毎年秋に発表する読者投票ラ
ンキング「Readers' Choice Awards」が現地時間の 10 月 7 日（月）に発表されました。
「世界で最も魅力的な大都市のランキング（TOP 10 LARGE CITIES in the WORLD）」*において、「東京」
が 4 年連続で第 1 位、「京都」が 2 年連続で第 2 位、「大阪」が第 5 位（昨年第 12 位）となり、3 都市が初めて
同時トップ 10 入りしました。
「東京」は現代と伝統の魅力の共存や多様な食の魅力、「京都」は深く息づく伝統の中に新たな文化が生まれてい
る点、「大阪」はその土地ならではの食の魅力や熱狂的な野球文化が評価されました。これは、各都市による継続した
ブランディングや受入環境整備、米国における日本政府観光局（JNTO）のビジット・ジャパン事業の長年の積み重
ねなど、関係団体による様々な取組が功を奏した結果であり、旅行目的地としての日本の多様な魅力がより広く認識
されるようになってきたものと考えています。
また、米国大手旅行雑誌「Travel + Leisure (トラベル・アンド・レジャー）」の読者投票においても、人気観光都
市「The Top 15 Cities in the World」部門で、今年新たに東京（第 7 位）がランキングに加わり、8 年連続トッ
プ 10 入りの京都（第 8 位）とともに、初めて２都市同時にランクインしたところです。
2018 年の米国からの訪日旅行者数は前年比 11.0%増となる 152.6 万人を記録しました。本年 1 月から 8
月までの累計は、前年比 12.3%増の 114.9 万人と引き続き順調に増加しています。
JNTO では、より一層の誘客を図るため「Enjoy my Japan」グローバルキャンペーンを進めており、豊かな自然・ア
ウトドアアクティビティ、日本食にとどまらない食の魅力、伝統芸術に加え世界から注目される現代アートなどの豊かな
日本の観光魅力を７つのカテゴリーに分け、デジタル広告などを通じて強力に発信しています。また、今年 6 月には、こ
のカテゴリー別に外国人目線で体験型観光を紹介する訪日旅行パンフレット「100 Experiences in Japan」 を作
成し、海外現地メディア等での活用を促進しているところです。
2020 年 3 月の羽田空港国際線の発着枠拡大に伴い、米国路線が大幅に増加することも好機と捉えて、引き続
き積極的に各種プロモーションを行い、米国からの訪日旅行者数拡大に努めてまいります。
*2019 年は LARGE CITIES（大都市部門）、SMALL CITIES（小都市部門）と分かれて、各 10 位までランキング
が発表されました。ランキングの詳細は別紙をご覧ください。
【お問い合わせ先】
海外プロモーション部
石本・大渡
独立行政法人 国際観光振興機構

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-4-1

総務部

TEL: 03-6691-4850

総務・広報グループ

FAX: 03-6691-8787

欧米豪グループ

TEL：03-6691-3892

【「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 330 万人にのぼります。「Travel+Leisure （トラベル・アンド・レジャ
ー）」誌や「National Geographic Traveler（ナショナル・ジオグラフィック・トラベラー）」誌と並び人気の旅行雑誌
です。
URL： https://www.cntraveler.com/

【「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
「TOP 10 LARGE CITIES in the WORLD」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
存在します。2019 年のランキングでは 60 万を超える読者からの投票がありました。

独立行政法人 国際観光振興機構

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-4-1

総務部

TEL: 03-6691-4850

総務・広報グループ

FAX: 03-6691-8787

別紙
Condé Nast Traveler 誌
Readers' Choice Awards 2019 ランキング
TOP 10 LARGE CITIES in the WORLD（米国を除く）
ランキング 1～10 位

1 位：東京（日本）
2 位：京都（日本）
3 位：シンガポール
4 位：ウィーン（オーストリア）
5 位：大阪（日本）
6 位：コペンハーゲン（デンマーク）
7 位：アムステルダム（オランダ）
8 位：バルセロナ（スペイン）
9 位：台北（台湾）
10 位：シドニー（オーストラリア）

独立行政法人 国際観光振興機構

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-4-1

総務部

TEL: 03-6691-4850

総務・広報グループ

FAX: 03-6691-8787

※ 本リリースは都庁記者クラブ、国土
交通記者会、交通運輸記者会に配布
しております。

令和元年 10 月８日
産 業 労 働 局

東京が世界で最も魅力的な大都市に４年連続で選ばれました！
～米国誌「Condé Nast Traveler」の読者投票で東京が世界 1 位に～

米国の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 2019」の結果が発表され、米国版の「世界で最も魅
力的な大都市のランキング（TOP 10 LARGE CITIES in the WORLD）」において、東京が４年連続
で第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、旅行者の誘致拡大を図ってまいります。

※本件に関する小池知事のコメントは別紙１のとおり
※「TOP 10 LARGE CITIES in the WORLD」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、読者数は約 330 万人にのぼる。「Travel + Leisure（トラベ
ル・アンド・レジャー）」誌や「National Geographic Traveler（ナショナル・ジオグラフィック・
トラベラー）」誌と並び、人気の旅行雑誌である。
「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「TOP 10 LARGE CITIES in the WORLD」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。2019 年のランキングでは 60 万を超える読者から投票があった。

【問い合わせ先】
産業労働局観光部企画課 佐藤・宮下
電話 03（5320）4722 内線 36-930

別紙１

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）の
読者の皆様には、４年連続で東京を世界で一番魅力的な大都市に選ん
でいただき、大変喜ばしく、光栄に思っております。
激しい都市間競争の中、東京がこのような栄誉に輝いたことで、東
京の旅行地としての高い評価が確立されていることを実感しています。
昨年、東京を訪れた外国人旅行者数は過去最多となりました。現在
開催中のラグビーワールドカップ 2019™日本大会においても、都内は
大きく盛り上がっております。来年に迫った東京 2020 オリンピック・
パラリンピックやさらにその先を見据えて、伝統と革新が共存する東
京の多様な魅力をさらに磨き上げて発信することで、世界有数の国際
観光都市として、世界から、より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

Comments from Governor Koike Regarding the Tokyo’s Selection
I am delighted and honored that Tokyo was chosen by the readers of Condé
Nast Traveler as the best large city in the world for the fourth year running.
Seeing Tokyo receive this honor amid such fierce competition among cities
around the world, I feel that Tokyo has firmly established its reputation as a top
tourist destination with broad and varied appeal.
Last year, more tourists came to Tokyo from overseas than ever before, and
now as one of the host cities of the ongoing Rugby World Cup 2019™ Japan, we
are even more excited to have so many fans from all around the world here. As we
look to next year’s Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 and beyond, we
are looking forward to welcoming even more travelers to our city, one of the world’s
leading tourist destinations, by continuing to improve and spread awareness about
the many attractions of Tokyo, where tradition and innovation coexist.
Yuriko Koike, Governor of Tokyo

別紙２

Condé Nast Traveler（コンデ・ナスト・トラベラー）誌
Readers' Choice Awards 2019 米国版ランキング
TOP 10 LARGE CITIES in the WORLD（米国を除く）
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東京（日本）
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大阪（日本）

６位

－

７位

（15 位）

アムステルダム（オランダ）
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－

10 位

（６位）

※（

）内は 2018 年の順位

コペンハーゲン（デンマーク）

台北（台湾）
シドニー（オーストラリア）

