
 

2017 年 3 月 22 日 

株式会社ウェザーニューズ（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：草開千仁）は、今シーズンのお

花見を最大限に楽しんでいただくため、スマホアプリ「ウェザーニュースタッチ」の「さくら Ch.」にて『名所

ランキング』を公開しています。2017 年 3 月 21 日現在、「さくら Ch.」に掲載している全国 700 カ所の桜

名所情報の中で、名所ごとのアクセスを集計したところ、1 位が上野恩賜公園（東京）、2 位が醍醐寺

（京都）、3 位が嵐山（京都）となりました。また、「お花見スポット検索」の“エリア”検索では、都道府県

ごとの順位を確認できます。上位は多くのユーザーが気になっている名所と言えるため、どこでお花見

するか迷った際などにチェックしていただくのもおすすめです。なお、『桜絶景写真館』では、全国各地

のユーザーが実際に見た美しい桜の景色を無料でご覧いただけます。桜のベストタイミングを逃さない

よう、あわせてご活用ください。 

 

◆いま最も注目されている桜名所は上野恩賜公園（東京都） 

スマホアプリ「ウェザーニュースタッチ」の「さくら Ch.」にて『名所ラン

キング』を公開しています。2017 年 3 月 21 日現在、「さくら Ch.」に掲載

している全国 700 カ所の桜名所情報の中で、名所ごとのアクセスを集

計したところ、1 位が上野恩賜公園（東京）、2 位が醍醐寺（京都）、3 位

が嵐山（京都）となりました。このように『名所ランキング』では全国の

桜名所をユーザーのアクセス順に 20 位まで一覧で確認できます。ま

た、「お花見スポット検索」の“エリア”検索では、都道府県ごとの順位

を見ることができます。上位は多くのユーザーが気になっている名所

と言えるため、どこでお花見するか迷った際などにチェックしていただ

くのもおすすめです。 

 

◆全国の桜『名所ランキング』ベスト 20 

以下の表は 2017 年 3 月 21 日現在、アクセス数が多かった上位 20 位を一覧にしています。最新の『名所ラン

キング』は、スマホアプリ「ウェザーニュースタッチ」やウェブサイト「ウェザーニュース」の「さくら Ch.」からご覧いた

だけます。 

順位 スポット名 順位 スポット名 

1 位 上野恩賜公園（東京） 11 位 清水寺（京都） 

2 位 醍醐寺（京都） 12 位 三春滝桜（福島） 

『名所ランキング』や都道府県ごとの順位はこちら 参考情報：「第四回桜開花予想」 

スマホアプリ「ウェザーニュースタッチ」 

またはウェブサイト「さくら Ch.」 

https://weathernews.jp/s/sakura/ 

ウェブ版プレスリリース 

2017 年「第四回桜開花予想」 

https://jp.weathernews.com/news/15915/ 

NEWS RELEASE        

みんなが気になっているお花見人気スポットの全国ランキングを公開 
 

 全国お花見 700 名所、人気ランキング 1 位は上野恩賜公園（東京） 
 

 ～2 位は醍醐寺、3 位は嵐山と京都が続けてランクイン！都道府県ごとの順位も公開中

～ 

全国の桜『名所ランキング』（サンプル） 



3 位 嵐山（京都） 13 位 円山公園（京都） 

4 位 吉野山（奈良） 14 位 弘前公園（青森） 

5 位 目黒川沿い（東京） 15 位 隅田公園（東京） 

6 位 平安神宮（京都） 16 位 姫路城（兵庫） 

7 位 靖国神社（東京） 17 位 高遠城址公園（長野） 

8 位 大阪城公園（大阪） 18 位 南禅寺（京都） 

9 位 京都御苑（京都） 19 位 海津大崎（滋賀） 

10 位 千鳥ヶ淵緑道（東京） 20 位 六義園（東京） 

※吉野山（奈良）は下千本、中千本、上千本、奥千本のアクセス数を合計しています。 

 

◆都道府県別『名所ランキング』ベスト 3 

※2017 年 3 月 21 日現在のランキングを左から 1 位､2 位、3 位の順番で掲載しています。 

エリア 都道府県 1 位 2 位 3 位 

北海道 北海道 五稜郭公園 北海道神宮 二十間道路桜並木 

東北 

青森 弘前公園 芦野公園 十和田市官庁街通り 

岩手 北上展勝地 盛岡城跡公園(岩手公園) 小岩井農場 

宮城 白石川堤一目千本桜 船岡城址公園 榴岡公園 

秋田 角館のシダレザクラ 桧木内川堤のソメイヨシノ 千秋公園 

山形 霞城公園 鶴岡公園 最上川堤防千本桜 

福島 三春滝桜 花見山公園 鶴ケ城址 

関東 

茨城 福岡堰の桜並木 シャトーカミヤ 平和通り 

栃木 太平山県立自然公園 八幡山公園 織姫公園 

群馬 赤城南面千本桜 前橋公園 高崎観音山公園 

埼玉 
幸手権現堂桜堤 

(県営権現堂公園) 
大宮公園 熊谷桜堤 

千葉 千葉公園 成田山公園 清水公園 

東京 上野恩賜公園 目黒川沿い 靖国神社 

神奈川 小田原城址公園 鶴岡八幡宮 三溪園 

中部 

山梨 山高神代桜 身延山久遠寺 河口湖北岸円形ホール付近 

新潟 高田公園 新潟県立鳥屋野潟公園 弥彦公園 

富山 松川べり 舟川べり 高岡古城公園 

石川 特別名勝兼六園 能登さくら駅 那谷寺 

福井 足羽川桜並木 丸岡城(霞ヶ城公園) 足羽山公園 

長野 高遠城址公園 上田城跡公園 小諸城址懐古園 

岐阜 根尾谷淡墨桜 新境川堤 飛騨高山・中橋周辺 

静岡 伊豆高原桜並木 家山の桜トンネル さくらの里 

愛知 名古屋城 岡崎公園 鶴舞公園 

三重 宮川堤 伊勢神宮(内宮) 津偕楽公園 

近畿 

滋賀 海津大崎 彦根城 八幡公園・八幡堀 

京都 醍醐寺 嵐山 平安神宮 

大阪 大阪城公園 造幣局桜の通り抜け 毛馬桜之宮公園 

兵庫 姫路城 夙川河川敷緑地 神戸市立王子動物園 

奈良 吉野山 奈良公園 又兵衛桜(本郷の瀧桜) 

和歌山 和歌山城 紀三井寺 道成寺 

中国 
・ 

四国 

鳥取 湊山公園 鳥取城跡久松公園 とっとり花回廊 

島根 松江城山公園 斐伊川堤防桜並木 三刀屋川河川敷 

岡山 岡山後楽園 津山城(鶴山公園) 醍醐桜(真庭市落合) 

広島 宮島 千光寺公園 平和記念公園 

山口 錦帯橋・吉香公園 ときわ公園 香山公園 

徳島 徳島中央公園 岩脇公園(桜のトンネル) 眉山公園 

香川 特別名勝栗林公園 金刀比羅宮 桜馬場 紫雲出山山頂園地 

愛媛 松山城山公園 道後公園(湯築城跡) 開山公園 

高知 高知公園 四万十川桜堤公園 鏡野公園 



九州 

福岡 舞鶴公園 小倉城 西公園 

佐賀 小城公園 御船山楽園 唐津城(舞鶴公園) 

長崎 大村公園 立山公園 西海橋 

熊本 熊本城 一心行の大桜 市房ダム湖 

大分 大原大しだれ桜 城島高原パーク 城山公園(杵築城) 

宮崎 西都原古墳群 母智丘公園 花立公園 

鹿児島 甲突川河畔 名勝仙巌園(磯庭園) 城山公園 

 

 

◆名所から穴場まで！ユーザーが見惚れた桜を飾る『桜絶景写真

館』 

『桜絶景写真館』は、全国各地のユーザーに実際に見た美しい桜の景色

を投稿してもらうコンテンツです。人気の名所はもちろん、地元の人しかわ

からない隠れ名所などからも桜絶景が寄せられます。どなたでも無料でご

覧いただけ、“名所で”から検索すると、全国 700 カ所の桜名所の写真を都

道府県ごとに見ることができます。“エリアで”から検索すると、都道府県ご

とに最新の写真が表示されます。写真と合わせてコメントも見られるので、

桜の満開具合や絶景撮影スポット、周辺の様子などが詳しく確認できます。

実際に現地に訪れた人の写真やコメントを参考にしてお花見計画を立てた

い方は必見です！スマホアプリ「ウェザーニュースタッチ」の『さくら Ch.』から

ご利用ください。 

『桜絶景写真館』サンプル	


