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PRESS RELEASE  

日本ミシュランタイヤ株式会社  

2020年2月17日 

 

「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」（仏語）改訂第6版 販売開始 

新たに157箇所を新規掲載。富山、奄美群島などウェブ版の内容を反映 

 

フランスのタイヤメーカー、ミシュランは、日本を訪れる外国人観光客向けの旅行ガイド「ミシュラン・グリーン

ガイド・ジャポン」改定第6版を、本日2月17日（フランス時間）より順次出荷開始いたします。本版はフラ

ンス語で発行し、主にフランスをはじめとする仏語圏で販売される予定です。 

 

ミシュラン・グリーンガイドは、観光地、景勝地や史跡など、旅行者がその土地をより深く理解し、満喫で

きる情報を掲載し、そのおすすめ度を星の数で紹介しています。約2年半ぶりの販売となる本書では、すで

にウェブ(https://travelguide.michelin.com)で発表されている三つ星のほか、ミシュラン社員による

新たな追加調査情報および、近年調査・公開した奄美群島、水俣、大分、山

陰、日光国立公園、富山などのミシュラン・グリーンガイドの各英語版ウェブサイト

の掲載地も反映しており、奄美群島（★★）、富士山本宮浅間大社（★

★）など30箇所の二つ星と、三陸海岸（★）など80箇所の一つ星など、日本

各地の新たな見どころ157箇所が追加されています。 

 

観光庁は2018年に見直した3年訪日プロモーションで、2020年までに訪日外

国人旅行者数を4,000万人に、訪日外国人旅行消費額を8兆円にする目標を

掲げています。海外からの日本への旅行者数は国際情勢による影響はあるもの

の、年々順調に増加してきました。  

 

日本ミシュランタイヤ株式会社（東京都新宿区）代表取締役社長のポー

ル・ペリニオは、今回の発行に寄せて次のようにコメントしています。 

 「2020年は日本の観光産業にとって節目の年です。北海道から沖縄まで日

本各地で、訪れる旅行者が美しい景観を満喫したり、ユニークな日本文化を体験したり、新たな魅力を発

見していただくお手伝いができることをうれしく思います」 

 

フランスのミシュラン・グリーンガイド編集部は以下のようにコメントしています。 

「前回のグリーンガイド発行から、私たちは幾度となく日本各地を訪れました。そして多くの素晴らしい風景

や文化、人々と出会い、観光地を取材することが出来ました。それを改定第6版として紹介できることをとて

もうれしく思います。2020年という日本にとって特別な一年だけではなく、継続して海外から多くの観光客

が日本を訪れ、素晴らしい出会いと体験をしていただくことを願っています。Bon voyage！」 

  

©MICHELIN 
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「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」改訂第6版 新規掲載地一覧 

エリア 掲載地名（日本語） 掲載地（原文） 評価 

東京 - 銀座 東京ミッドタウン日比谷 Tokyo Midtown Hibiya   

東京 - 銀座 東京ミッドタウン日比谷パークヴューガーデン Park View Garden   

東京 - 銀座 
東京ミッドタウン日比谷パークヴューガーデン

からの眺望 
vue ★ 

東京 - 銀座 GINZA SIX Ginza Six ★ 

東京 - 新宿 サムライミュージアム Samurai Museum   

東京 - ベイサイド 三井ショッピングパーク ガンダムベース東京 Diver City & Gundam Base   

東京 - ベイサイド 豊洲市場管理施設棟 Toyosu Fish Market ★ 

東京 - ベイサイド 豊洲ぐるり公園 Toyosu Gururi Park ★ 

東京南部 - 横浜 横浜港大さん橋国際客船ターミナル 
International Passenger 
Terminal 

★★ 

東京南部 - 鎌倉 鎌倉国宝館 Kokuhoukan Museum   

東京南部 - 鎌倉 鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム 
Tsurugaoka Museum, 
Kamakura 

  

北関東 - 日光 日光東照宮宝物館 Nikko Toshogu Museum   

北関東 - 日光 杉並木公園 
Allée de cèdres Suginami-ki 
Michi 

★ 

北関東 - 日光 日光国立公園 Parc national de Nikko ★★ 

北関東 - 奥日光 中禅寺(立木観音) Chuzen-ji Tachiki-Kannon   

北関東 - 奥日光 英国大使館別荘記念公園 
Villa de l’ambassade de 
Grande-Bretagne 

  

北関東 - 奥日光 イタリア大使館別荘記念公園 Villa de l’ambassade d’Italie ★ 

北関東 - 奥日光 中禅寺湖クルーズ Croisière sur le lac ★ 

北関東 - 奥日光 二荒山神社中宮祠 Futarasan-Jinja Chugu-shi    

北関東 - 奥日光 竜頭ノ滝 Chutes d’eau Ryuzu   

北関東 - 奥日光 戦場ヶ原のハイキング 
Randonnée dans le marais 
de Senjogahara 

★★ 

北関東 - 奥日光 湯ノ湖 Lac Yunoko ★ 

富士山 - 富士宮 富士宮 Fujinomiya ★ 

富士山 - 富士宮 富士山本宮浅間大社 Fujisan Hongu Sengentaisha ★★ 

富士山 - 富士宮 静岡県富士山世界遺産センター  
Mt Fuji World Heritage 
Centre 

★ 

富士山 - 富士宮 白糸ノ滝 Shiraito-no-taki ★★ 

富士山 - 富士宮 田貫湖 Tanuki-ko ★ 

富士山 - 富士宮 朝霧高原 Asagiri Kogen   

富士山 - 御殿場 御殿場 Gotemba   

富士山 - 御殿場 新橋神社 Niihashi Sengen Jinja   

富士山 - 御殿場 駒門風穴 Komakado Kazaana   

富士山 - 御殿場 三島スカイウォーク Mishima Skywalk   

富士山 静岡 Shizuoka   
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富士山 久能山東照宮 Kunozan Tosho-gu ★★ 

富士山 日本平 Nihondaira   

富士山 日本平からの眺め vue ★ 

富士山 三保松原 Miho no Matsubara ★★ 

伊豆半島 伊東 Ito   

伊豆半島 東海館 Tokaikan    

伊豆半島 城ヶ崎海岸 Jogasaki Kaigan ★★ 

伊豆半島 大室山 Omuro-yama ★ 

伊豆半島 河津七滝 Kawazu Nanadaru ★★ 

伊豆半島 龍宮窟 Ryugu Sea Cave ★ 

伊豆半島 石廊崎 Iro-zaki ★★ 

伊豆半島 天窓洞 Tensodo Cave ★ 

高山 - 五箇山 合掌造り民宿勇助 Maison Yusuke   

高山 - 五箇山 庄川遊覧船 
Croisière dans les gorges de 
la Shogawa 

★ 

高山 - 五箇山 大牧温泉 Omaki Onsen ★ 

日本アルプス 立山黒部アルペンルート 
Route alpine Tateyama-
Kurobe 

★★★ 

日本アルプス 雪の大谷、室堂エリア Mur de neige de Murodo ★★★ 

日本アルプス 黒部ダム Barrage de Kurobe ★★ 

日本アルプス 立山博物館 musée du Tateyama ★ 

日本アルプス 富山 Toyama   

日本アルプス - 富山 富山市ガラス美術館 Musée de l’Art du verre ★★ 

日本アルプス - 富山 富山県美術館 Musée d’Art et de Design ★ 

日本アルプス - 富山 森記念秋水美術館 Musée d’Art Mori Shusui ★ 

日本アルプス - 富山 八尾地区 Quartier de Yatsuo ★ 

日本アルプス - 富山 宇奈月温泉 Unazuki Onsen ★ ※ 

日本アルプス - 富山 黒部峡谷鉄道 トロッコ電車 
petit train des gorges de la 
Kurobe 

★ 

日本アルプス - 富山 高岡 Takaoka ★ 

日本アルプス - 富山 国宝瑞龍寺 Zuiryu-ji ★★ 

日本アルプス - 富山 高岡御車山会館 
Musée du Festival 
Mikurumayama 

★ 

日本アルプス - 富山 金屋町 Quartier de Kanayamachi ★ 

日本アルプス - 富山 雨晴海岸 Côte d’Amaharashi ★ 

日本アルプス - 富山 城端曳山会館 Johana Hikiyama Kaikan ★ 

日本アルプス - 富山 井波 Inami   

日本アルプス - 富山 瑞泉寺 Zuisen-ji ★ 

山陰 - 鳥取  砂の美術館 Musée du sable ★ 

山陰 - 鳥取  不動院岩屋堂 Fudoin Iwayado ★ 

山陰 - 鳥取  倉吉市 
Quartier Shirakabe-dozogun 
de Kurayoshi 

★ 
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山陰 - 鳥取  光 Mitsu ★ 

山陰 - 松江 由志園 Jardin Yuushien ★★ 

山陰 - 松江 水木しげるロード 
Rue Mizuki Shigeru à 
Sakaiminato 

★ 

山陰 - 松江 美保関 Mihonoseki   

山陰 - 松江 奥出雲たたらと刀剣館 
Okuizumo Tatara et musée 
de l’Épée japonaise 

★ 

隠岐諸島 隠岐諸島 ÎLES OKI ★★ 

隠岐諸島 西ノ島 Nishino-shima ★★ 

隠岐諸島 島後島 Dogo-shima ★ 

三陸海岸 三陸海岸 côte de Sanriku ★ 

三陸海岸 女川町 Onagawa   

三陸海岸 宮古市 Miyako   

三陸海岸 浄土ヶ浜 Jodogahama ★★ 

札幌 北海道神宮 Hokkaido Jingu   

札幌 大倉山ジャンプ競技場 Okurayama Jump Stadium   

札幌 札幌ドーム Sapporo Dome   

札幌 真駒内滝野霊園 Makomanai Takino ★ 

小樽 小樽運河 canal d’Otaru ★ 

小樽 小樽市総合博物館 本館 Otaru Museum Honkan ★ 

小樽（周辺） 祝津 Shukutsu   

小樽（周辺） ニッカウヰスキー余市蒸溜所 distillerie Nikka ★ 

支笏洞爺国立公園 ニセコ Niseko   

大雪山国立公園 富良野と美瑛 Furano et Biei ★ 

大雪山国立公園 パノラマロード Panorama Road ★ 

大雪山国立公園 パッチワークの路 Patchwork Road ★ 

大雪山国立公園 青い池 Blue Pond ★★ 

大雪山国立公園 水の教会（トマム） 
The Chapel on the Water à 
Tomamu 

  

知床国立公園 網走 Abashiri ★ 

知床国立公園 モヨロ貝塚館 
Moyoro Shell Mound 
Museum 

  

知床国立公園 濤沸湖水鳥・湿地センター 
Tofutsu-ko Waterfowl and 
Wetland Center 

  

阿寒摩周国立公園 硫黄山への道 sentier Mont Io ★ 

阿寒摩周国立公園 釧路湿原国立公園 
PARC NATIONAL KUSHIRO 
SHITSUGEN 

★ 

阿寒摩周国立公園 釧路湿原展望台 
Kushiro City Marsh 
Observatory 

  

函館 函館朝市 
marché aux poissons du 
matin Asa-Ichi 

★★ 

函館 金森赤レンガ倉庫 docks Kanemori ★ 

長崎 軍艦島 Gunkanjima ★★ 

水俣 水俣 MINAMATA   
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水俣 エコパーク水俣 Minamata Eco Park   

水俣 水俣市立水俣病資料館 
Musée de la Maladie de 
Minamata 

  

水俣 湯の鶴温泉 Yunotsuru Onsen   

鹿児島 維新ふるさと館 
Museum of Meiji 
Restoration 

  

鹿児島 ミュージアム知覧 Chiran Museum   

宮崎 平和台公園 Heiwadai-koen   

宮崎 宮崎県総合博物館 
Museum of Nature and 
History 

  

宮崎 宮崎県総合運動公園 
Miyazaki Prefectural 
Comprehensive Sports Park 

  

宮崎 飫肥 Obi   

別府 鶴見岳 Tsurumi-dake ★ 

別府 神楽女湖花しょうぶ園 Kagurame-ko ★ 

大分県 臼杵市 Usuki ★ 

大分県 二王座歴史の道 Rue historique Nioza ★ 

大分県 臼杵磨崖仏 Usuki Magaibutsu ★★ 

大分県 九重“夢”大吊橋 Kokonoe Yume Otsurihashi ★★ 

大分県 タデ原湿原 Tadewara-shitsugen ★ 

大分県 日田祇園山鉾会館 Hita Gion Yamaboko Kaikan ★ 

大分県 小鹿田焼の里 Onta-yaki no Sato ★ 

大分県 アフリカンサファリ African Safari ★ 

大分県 夫婦石（宇佐神宮） Usa-jingu ★★ 

大分県 羅漢寺 Rakan-ji ★★ 

国東半島 国東半島 PÉNINSULE DE KUNISAKI ★ 

国東半島 熊野磨崖仏 Kumano Magaibutsu ★★ 

国東半島 真木大堂 Maki-Odo ★ 

国東半島 田染荘 Tashibunosho Osaki ★ 

国東半島 富貴寺 Fuki-ji ★ 

国東半島 足曳山 両子寺 Futago-ji ★ 

国東半島 峨眉山 文殊仙寺 Monjusen-ji ★ 

奄美群島 奄美群島 Archipel d'Amami ★★ 

奄美大島 奄美大島 Amami Oshima ★ 

奄美大島 田中一村記念美術館 Tanaka Isson Art Museum   

奄美大島 大島紬村 
Jardin et atelier de kimono 
Oshima Tsumugi 

★★ 

奄美大島 大浜海浜公園 Parc de la plage Ohama ★★ 

奄美大島 黒潮の森マングローブパーク Mangrove Kuroshio no mori ★ 

喜界島 喜界島 Kikai-jima   

喜界島 スギラビーチと慰霊碑 plage Sugira ★ 

喜界島 荒木中里遊歩道 promenade Araki-Nakazato ★ 
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徳之島 徳之島 Tokunoshima ★ 

徳之島 犬の門蓋 arches Innojofuta ★ 

徳之島 犬田布岬 cap Inutabu ★ 

徳之島 ムシロ瀬 promenade Mushiroze ★ 

徳之島 畦プリンスビーチ plage d’Aze ★ 

沖永良部島 沖永良部島 Okinoerabu-jima ★ 

沖永良部島 フーチャ grotte marine Fucha ★ 

沖永良部島 ワンジョビーチ plage Wanjo ★ 

沖永良部島 田皆岬 cap Tamina ★ 

沖永良部島 昇竜洞 grottes Shoryudo ★ 

与論島 与論島 Yoron-jima ★★ 

与論島 大金久海岸 Plage Oganeku ★★ 

与論島 トゥマイと寺崎海岸 Plages Tomai et Terasaki ★ 

与論島 皆田海岸 Plage Minata ★ 

 

⚫ このリストは、フランスで編集・発行している「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」の掲載地一覧を手作業でまとめたものです。便宜上分類、翻

訳し整理し作成したものです。オリジナルは書籍原文のフランス語となります。 

⚫ すでにウェブ掲載されており、書籍では初めての掲載となる箇所も含みます。 

⚫ このリストは、報道機関の方々が特定の掲載地点について、掲載されている事実・星の数などを参照していただくための資料として作成してお

ります。本リスト全体の転載は堅く禁じます。 

※ 富山県 宇奈月温泉は Green Guide公式ウェブサイト内(https://travelguide.michelin.com/asia/japan/toyama/unazuki-

onsen)ですでに一つ星で発表されておりますが、改訂第 6版仏語版書籍に置いて 1 つ星の表記がされていない誤りがありました。本リスト

および今後発行予定の改訂第 6版英語版では引き続き一つ星として紹介しております。お詫びして訂正いたします。 

 

 

「ミシュラン・グリーンガイド」とは 

ミシュラン・グリーンガイドは、飲食店・レストランやホテルを評価するミシュランガイドと同様、フランスのタイヤメー

カーであるミシュランが人々の快適なドライブをサポートするために100年以上前から発行しています。現在は、ド

ライブにとどまらず、幅広い旅行者に旅の目的地を提案し、人や物のモビリティに貢献しています。 

最初のミシュランガイド・フランス版は、1900年 8月に発行されました。当初、ドライバーのために作成されたこ

のガイドには、タイヤの使い方と修理方法、自動車修理工場のリスト、市街地図、ガソリンスタンド、ホテルやレス

トランなどの実用的な情報が満載していました。「ミシュラン・グリーンガイド」は 1926年、ブルターニュ編の発行に

より、旅行ガイドとして誕生しました。ミシュラン兄弟は、自動車の活用を促進し、ひいてはタイヤ市場を発展させ

ていくために、旅をより安全で楽しいものにすること、つまりモビリティの向上を目指しました。これは現在もミシュラン

の地図、ガイドなどの各種刊行物に共通の目標になっています。 

「ミシュラン・グリーンガイド」コレクションは、好奇心に満ちた旅行者たちが、訪れる土地をよりよく理解し、充実

した旅を楽しめるような情報を満載しています。豊かな自然や多彩な文化に触れることができる興味深い観光

地が紹介されており、掲載地は旅行者へのおすすめ度という観点で、星なしから「わざわざ旅行する価値がある」

という三つ星までが付与されています。星は「わざわざ旅行する価値がある（★★★）」、「寄り道する価値があ

る（★★）」、「興味深い（★）」を意味します。この評価は、「ミシュラン･グリーンガイド」独自の 9 つの基準に

従って決められます。 

 

https://travelguide.michelin.com/asia/japan/toyama/unazuki-onsen
https://travelguide.michelin.com/asia/japan/toyama/unazuki-onsen
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1. 旅行者がその観光地を訪れた時に受ける第一印象 

2. その場所の知名度 

3. 文化財の豊かさ、レジャーの充実ぶり 

4. ユネスコの世界遺産などの公的評価 

5. 芸術品や史跡の固有の美術的価値 

6. 美観 

7. 作り物ではない本物としての魅力と調和 

8. 旅行のしやすさと利便性（施設整備、アクセス、維持管理など) 

9. 旅行者の受け入れの質 

 
 

「ミシュラン・グリーンガイド」コレクションは、客観的で正確、明瞭でわかりやすい情報を提供し、旅行者をサポ

ートすることを常に目指しています。現在 110種類のグリーンガイドと 89種類のグリーンガイド・ウィークエンドが

計 8か国語で展開されています。2009年から外国人観光客に日本の魅力をお伝えする『ミシュラン・グリーンガ

イド・ジャポン』が発行され、約 2年おきに改訂版を出版して掲載地を増やしています。 

 

ミシュランについて 

ミシュランは、フランス クレルモン＝フェランに本社を置くタイヤ製造の世界的なリーダーです。12万5,000人

以上の従業員を擁し、170カ国で持続可能なモビリティの実現のため、お客様にとって最適なタイヤ、サービス、

ソリューションを提供しています。67の製造拠点で、約1億9千万本のタイヤを製造（2018年実績）するととも

に、デジタルサービス、旅行ガイド、ホテル・レストランガイド、地図など、皆様のモビリティをユニークで充実した体

験にするお手伝いや、多様な産業に提供するハイテク素材を開発しています。詳しくは www.michelin.com 

をご参照ください。 

http://www.michelin.com/

