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訪⽇外国⼈向け観光情報サービス「LIVE JAPAN PERFECT GUIDE TOKYO」3周年記念

グルメ、観光、ショッピングなど、訪⽇外国⼈に⼈気の施設や店舗を部⾨別に発表

「LIVE JAPAN Awards 2019」
総合賞は「⼆⽊の菓⼦

第⼀営業所」が受賞︕

訪⽇外国⼈向け観光情報サービス「LIVE JAPAN PERFECT GUIDE TOKYO」（以下、LIVE
JAPAN）は、この4⽉でサイトオープン3周年を迎えました。それを記念して、「LIVE JAPAN
Awards 2019」を開催し、2018年4⽉から2019年3⽉までのアクセス数を元に、訪⽇外国⼈から
⼈気があった施設や店舗を選出。【グルメ部⾨】【体験部⾨】【ショッピング部⾨（⼤型商業施
設）】【ショッピング部⾨（⼩売ショッピング施設）】【観光部⾨】の5部⾨に分けて、ランキン
グ形式で発表しました。
また今年より新たに、3年連続で上位にランクインした【殿堂⼊り】と全部⾨の中で最もアクセ
ス数が⾼かった【総合賞】も発表し、【殿堂⼊り】は「板前寿司」が、【総合賞】は「⼆⽊の菓⼦
第⼀営業所」が受賞しました。
｢LIVE JAPAN｣は名所やグルメ、買物、道案内など、観光に便利な情報がワンストップに集まっ
た訪⽇外国⼈向けの観光情報サービスです。⼤きな特徴として「LIVE情報」という機能があり、サ
イトに掲載されている店舗や施設が⾃ら、空席状況やタイムサービス、新商品情報などの最新の情
報を、多⾔語を使ってリアルタイムに発信することができます。今回ランキング上位に⼊った店舗
や施設は、その「LIVE情報」を積極的に活⽤し、訪⽇外国⼈に向けて様々な情報を発信したことで
⼈気を集めたという傾向があります。
サイトオープンから4年⽬を迎えた｢LIVE JAPAN｣は、2019年4⽉15⽇より、⾼尾登⼭電鉄株式
会社、⻄東京バス株式会社、⽇本空港ビルデング株式会社、御岳登⼭鉄道株式会社の4社が新たに
参画し、46社局体制となります。今後も、46社局が⼀体となって、それぞれが持つ資源を⽣かし
て、「LIVE JAPAN」の告知による認知拡⼤に努め、2020年に向けてますます増加する訪⽇外国⼈
にとって、より利便性の⾼いサービス運営を進めます。

「LIVE JAPAN Awards 2019」受賞施設・店舗
★総合賞・ショッピング部⾨（⼩売ショッピング施設）第1位★
「⼆⽊の菓⼦ 第⼀営業所」(上野)
【https://livejapan.com/ja/in-tokyo/in-pref-tokyo/in-ueno/spot-lj0004520/】

上野アメ横でお菓⼦の販売、卸しを⾏っている⼆⽊の菓⼦⼀号店。お菓⼦
の専⾨店として常時約5000種類のお菓⼦を取り扱うお菓⼦の専⾨店です。
まとめて買うとお買得になるシステムが特徴で、毎⽇、⽇本で⼈気の⾼い
新しい商品が⼿に⼊ります。
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■部⾨別1位の紹介
★グルメ部⾨第1位★「浅草 つる次郎」(浅草)
【https://livejapan.com/ja/in-tokyo/in-pref-tokyo/in-asakusa/spot-lj0003377/】

⽇本・浅草の名物料理、もんじゃ焼きやお好み焼きが⾷べられるお店です。
究極の鶏出汁を使ったもんじゃ焼きやお好み焼き、⻑期熟成⾁のステーキ
や無農薬有機野菜など、素材や調理にこだわり、安⼼・安全で美味しい料
理を提供しています。

★体験部⾨第1位★「東海汽船株式会社｣（浜松町）
【https://livejapan.com/ja/in-tokyo/in-pref-tokyo/in-shimbashi/spot-lj0006187/】

東海汽船は東京と伊⾖諸島などを結ぶ航路を運航している船会社です。島
旅・船旅が初めての⼈でも楽しめる主催ツアーを開催しています。また、
夏には浴⾐を着て東京の夜景を楽しめる「東京湾納涼船」を運⾏していま
す。

★ショッピング部⾨（⼤型商業施設）第1位★「⻄武渋⾕店」(渋⾕）
【https://livejapan.com/ja/in-tokyo/in-pref-tokyo/in-shibuya/spot-lj0005642/】

「ART MEETS LIFE〜暮らしをもっとクリエーティブに」をテーマに
ファッションからアートまでを展開している百貨店。約30の⼈気化粧品
ブランドをはじめ、⼈気デザイナーズブランドが充実しています。レス
トランでは、寿司や天ぷら、うどん等の⽇本⾷の銘店が揃っています。

★観光部⾨第1位★「新宿御苑」(新宿)

【https://livejapan.com/ja/in-tokyo/in-pref-tokyo/in-shinjuku/spot-lj0002321/】

⽇本における数少ない⾵景式庭園。約65種・1100本の桜が咲く春や、
⽊々が紅く⾊づく秋など四季折々の姿を楽しめます。また園内には抹茶
と和菓⼦が楽しめる茶室があり、気軽に呈茶を体験することができます。

■殿堂⼊り

「板前寿司」(上野・新宿・六本⽊)

【https://livejapan.com/ja/in-tokyo/in-pref-tokyo/in-roppongi/spot-lj0003971/ 】

本まぐろにこだわった江⼾前寿司の名店。中でも「板前寿司 江⼾」は
“江⼾時代”を再現した店内や、新鮮なネタがずらりと並ぶ「江⼾屋台」、
さらに着物や法被を着⽤しての写真撮影など、⽇本⽂化を体験できる仕
掛けが外国⼈に⼤⼈気です。
「LIVE JAPAN Awards 2019」詳細は以下のサイトでご紹介しています
【URL︓https://livejapan.com/ja/a0003201】
※4⽉15⽇（⽉）18:00公開予定
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■全部⾨ランキング⼀覧
グルメ部⾨
No

体験部⾨
店舗名

エリア

No

店舗名

エリア

1 浅草 つる次郎

浅草

1 東海汽船株式会社

浜松町

2 焼⾁ 炙屋 武蔵

銀座

2 浅草変⾝写真館

浅草

3 ⼟古⾥ 浅草店

浅草

3 東京ラーメンストリート

東京

4 もんじゃ⾵⽉ ⽉島店

⽉島

4 スカイバス東京

東京

5 鉄板焼 grow 六本⽊店

六本⽊

5 川越着物レンタル柚屋

本川越

ショッピング部⾨（⼩売ショッピング施設）

ショッピング部⾨（⼤型商業施設）
No

店舗名

スタジオ七⾊

エリア

No

店舗名

エリア

1 ⻄武渋⾕店

渋⾕

1 ⼆⽊の菓⼦

2 東武百貨店 池袋店

池袋

2 カバン専⾨店

3 東急百貨店 東横店

渋⾕

3 おたちゅう。秋葉原店

4 新宿タカシマヤ

新宿

4 AWESOME STORE 原宿表参道店 原宿

5 東急百貨店 本店

渋⾕

5 U-TREASURE 新宿店

観光部⾨
No

第⼀営業所
銀座カレン

上野
銀座
秋葉原

新宿

殿堂⼊り
店舗名

エリア

1 新宿御苑

新宿

2 東京お台場 ⼤江⼾温泉物語

お台場

3 築地場外市場

築地

4 上野恩賜公園

上野

5 代々⽊公園

原宿

店舗名

エリア

板前寿司

上野・新宿
六本⽊
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「LIVE JAPAN」は2019年4⽉15⽇より、⾼尾登⼭電鉄株式会社、⻄東京バス株式会社、⽇本空
港ビルデング株式会社、御岳登⼭鉄道株式会社の4社が新たに参画し、46社局体制となります。

■新規参画する4社の連携内容 ※50⾳順

⾼尾登⼭電鉄株式会社では、⾼尾⼭に訪れている訪⽇外国⼈に対して、東京の観光地である⾼尾⼭の
魅⼒を伝えるとともに、公式HPなどで「LIVE JAPAN」の告知を⾏い、東京の魅⼒を発信していきま
す。

⻄東京バスはバスタ新宿と京都・⼤阪・⾦沢・⾼松・松⼭を結ぶ⾼速バス、成⽥空港・⽻⽥空港か
ら⼋王⼦までの空港連絡バス、御岳⼭、奥多摩エリアの路線バスの利便性を訪⽇外国⼈へ伝えるた
め 、 バ ス ⾞ 内 で 「 LIVE JAPAN 」 の 告 知 を ⾏ う と と も に 、 経 路 検 索 や バ ス 停 情 報 等 を 「 LIVE
JAPAN」内から発信していきます。

⽇本空港ビルデング株式会社
⽇本空港ビルデング株式会社は、東京と⽇本の各地を繋ぎ、訪⽇旅⾏者の国内移動を⽀える⽻⽥空港
から、訪⽇旅⾏者の利便性向上に寄与し、⽇本各地の魅⼒が伝わる情報発信を⾏います。また旅の情
報源として有効に活⽤していただけるよう、「LIVE JAPAN」の告知を⾏います。

御岳登⼭鉄道株式会社は観光鉄道路線を持つ企業として、「LIVE JAPAN」の周知・利⽤促進に努め、
外国⼈向けの観光情報を発信していきます。
※他参画企業⼀覧
エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社、⼩⽥急電鉄株式会社、⼩⽥急バス株式会社、神奈川中
央交通株式会社、関東バス株式会社、株式会社ぐるなび、京王電鉄株式会社、京王電鉄バス株式会社、京成電鉄株式会
社、京成バス株式会社、京浜急⾏電鉄株式会社、京浜急⾏バス株式会社、国際興業株式会社、相模鉄道株式会社、⻄武
鉄道株式会社、⻄武バス株式会社、全⽇本空輸株式会社、⽴川バス株式会社、東急バス株式会社、東京海上⽇動⽕災保
険株式会社、東京急⾏電鉄株式会社、東京空港交通株式会社、東京国際空港ターミナル株式会社、東京地下鉄株式会社、
東京都交通局、東京モノレール株式会社、東武鉄道株式会社、東武バス株式会社、成⽥国際空港株式会社、⽇本航空株
式会社、株式会社はとバス、バニラ・エア株式会社、東⽇本旅客鉄道株式会社、株式会社ビックカメラ、三井不動産株
式会社、三菱地所株式会社、ヤマト運輸株式会社、横浜⾼速鉄道株式会社、横浜市交通局、株式会社ワイヤ・アンド・
ワイヤレス、株式会社 JTB、 Peach Aviation 株式会社

（50⾳順）

＜本件に関する報道機関からのお問い合わせ先＞
株式会社ぐるなび WEBマーケティング部⾨ 広報グループ TEL:03-3500-9700 MAIL:pr@gnavi.co.jp
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