2015 年 7 月 15 日

プレスリリース

「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光スポット 2015 ～動物園・水族館編～」を発表
-- 動物園・水族館共にアジアで高評価を獲得。沖縄美ら海新水族館は世界 9 位にランクイン -世界最大の旅行口コミサイト「TripAdvisor®」の日本法人であるトリップアドバイザー株式会社（本社：東京都渋谷区、
URL: http://www.tripadvisor.jp/）は、トリップアドバイザー上に投稿された世界中の旅行者の口コミ評価をもとに、観光
スポットの定番・動物園と水族館をランキング化した、「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光スポット 2015 ～動物
園・水族館編～」を発表しました。
トラベラーズチョイスアワードは、トリップアドバイザーに投稿された世界中の旅行者の口コミをもとに、旅行者に本当に
支持されている施設を表彰するものです。今回のランキングは、2014 年 1 月～12 月の 1 年間にトリップアドバイザー
上の動物園・水族館に投稿された世界中の旅行者の口コミ評価（5 段階）の平均、投稿数などをもとに独自のアルゴリ
ズムで集計しています。

■動物園：
和歌山県の「アドベンチャーワールド」が昨年から 2 つ順位を上げて日本の動物園 1 位に！
愛媛県「愛媛県立とべ動物園」と神奈川県「よこはま動物園ズーラシア」がランキングに初登場
「アドベンチャーワールド」はパンダとイルカが大人気で、特に双子のパンダとイルカショーに関する口コミが多く寄せら
れています。「日本で一番パンダがいる場所！今回は双子のパンダが見られました。園内のイルカショーも楽しいし、
動物がすごく近くキリンに餌をあげたり触れ合いがいっぱいです♪」と、大人も楽しめるところが人気の秘訣のようで
す。
5・6 位には昨年のトップ 10 圏外から 2 施設が新たにランクイン
しているのも見逃せません。「愛媛県とべ動物園」には「大型動物
がたくさん。」と迫力を喜ぶ声が、「よこはま動物園ズーラシア」に
は「オカピのいる動物園」として名高い様子が窺い知れます。

【日本の動物園 トップ 10】
順位

動物園名 （所在地）

1 位(3)

アドベンチャーワールド （和歌山県白浜町）

2 位(1)

旭山動物園 （北海道旭川市）

3 位(10)

アフリカンサファリ （大分県宇佐市）

4 位(4)

多摩動物公園 （東京都日野市）

5 位(-)

愛媛県立とべ動物園（愛媛県伊予郡）

6 位(-)

よこはま動物園ズーラシア（神奈川県横浜市）

7 位(7)

野毛山動物園 （神奈川県横浜市）

8 位(9)

富士サファリパーク （静岡県裾野市）

9 位(2)

上野動物園 （東京都台東区）

10 位(8)

札幌市円山動物園 （北海道札幌市）
「アドベンチャーワールド」の人気者であるパンダとイルカ

【世界の動物園 トップ 25】

【アジアの動物園 トップ 25】（太字は日本）

順位

動物園名 （国名）

順位

動物園名 （国名）

1 位(2)

サンディエゴ動物園 （アメリカ）

1 位(1)

シンガポール動物園 （シンガポール）

2 位(3)

ロロ公園 （スペイン）

2 位(2)

カオキアオオープン ズー （タイ）

3 位(5)

シンガポール動物園 （シンガポール）

3 位(4)

香江野生動物世界 （中国）

4 位(7)

プラハ動物園 （チェコ）

4 位(9)

アドベンチャーワールド （日本）

5 位(8)

シェーンブルン動物園（オーストリア）

5 位(-)

ミリオンイヤーズ・ストーンパーク＆パタヤ・クロコダイルファーム（タイ）

6 位(1)

ヘンリードーリー動物園 （アメリカ）

6 位(7)

旭山動物園 （日本）

7 位(6)

チェスター動物園 （イギリス）

7 位(3)

マイソール動物園 （インド）

8 位(4)

セントルイス動物園/森林公園（アメリカ）

8 位(25)

アフリカンサファリ （日本）

9 位(20)

マイアミ メトロ動物園 （アメリカ）

9 位(5)

バトゥ シークレット ズー （インドネシア）

10 位(16)

ゾーパーク・ドゥ・ボーバル （フランス）

10 位(10)

森林動物園 （中国）

11 位(17)

コルチェスター動物園 （イギリス）

11 位(-)

ナイトサファリ （シンガポール）

12 位(9)

ビオパーク バレンシア （スペイン）

12 位(13)

多摩動物公園 （日本）

13 位(-)

ケープ メイ カウンティ動物園 （アメリカ）

13 位(-)

愛媛県立とべ動物園（日本）

14 位(-)

ベルリン動物園（ドイツ）

14 位(21)

ソウル大公園 （韓国）

15 位(-)

タロンガ動物園（オーストラリア）

15 位(6)

台北動物園（台湾）

16 位(13)

シャイアン マウンテン動物園 （アメリカ）

16 位(-)

よこはま動物園ズーラシア （日本）

17 位(-)

カオキアオオープン ズー （タイ）

17 位(22)

野毛山動物園 （日本）

18 位(-)

ノヴォシビルスク動物園（ロシア）

18 位(14)

ナンダンカナン動物公園

19 位(22)

オーストラリア動物園 （オーストラリア）

19 位(24)

富士サファリパーク （日本）

20 位(-)

フォートウェイン子供動物園 （アメリカ）

20 位(18)

ランカウイ・ワイルドライフ・パーク

21 位(-)

ブラックプール動物園 （イギリス）

21 位(8)

上野動物園 （日本）

22 位(-)

アーティス動物園 （オランダ）

22 位(12)

パッドマジャ・ナイドゥ・ヒマラヤン動物公園 （インド）

23 位(15)

メンフィス動物園（アメリカ）

23 位(11)

ネルー動物公園 （インド）

24 位(10)

グラマード動物園 （ブラジル）

24 位(23)

札幌市円山動物園（日本）

25 位(12)

メルボルン動物園 （オーストラリア）

25 位(15)

日本平動物園（日本）

（インド）

（マレーシア）

■水族館：
「沖縄美ら海水族館」がアジアの 1 位、世界の 9 位にランクイン！
アジアのトップ 25 のうち 18 施設が日本の水族館という快挙
「沖縄美ら海水族館」が、日本のみならず世界でも高評価を得ています。アジアランキングで 1 位、世界のランキングで
もアジアの水族館で唯一ランクインし 9 位に選ばれています。なお、アジアのランキングでは選ばれた 25 施設のうち、
なんと 18 施設が日本の水族館でした。四季を通じたイベントやショーが充実していたり、非常に分かりやすく海の生態
系が学べるような展示がされてあったりと、海で囲まれている国ならではの様々な工夫がなされているところも人気の
理由でしょうか。

【日本の水族館 トップ 10】
順位

水族館名 （所在地）

1 位(2)

沖縄美ら海水族館 （沖縄県本部町）

2 位(4)

オキちゃん劇場 （沖縄県本部町）

3 位(-)

下関市立しものせき水族館 海響館 （山口県下関市）

4 位(1)

海遊館（大阪府大阪市）

5 位(-)

二見シーパラダイス（三重県伊勢市）

6 位(-)

長崎ペンギン水族館（長崎県長崎市）

7 位(7)

アクアマリンふくしま （福島県いわき市）

8 位(3)

名古屋港水族館（愛知県名古屋市）

9 位(5)

アクアワールド茨城県大洗水族館 （茨城県大洗町）

10 位(-)

大分マリーンパレス水族館 うみたまご（大分県大分市）

【世界の水族館 トップ 25】（太字は日本）

世界的に高評価を得た「沖縄美ら海水族館」

【アジアの水族館 トップ 25】（太字は日本）

順位

水族館名 （国名）

順位

水族館名 （国名）

1 位(2)

リスボン海洋水族館 （ポルトガル）

1 位(2)

沖縄美ら海水族館 （日本）

2 位(3)

ジョージア水族館 （アメリカ）

2 位(7)

シー・アクアリウム （シンガポール）

3 位(1)

モントレー ベイ水族館（アメリカ）

3 位(8)

オキちゃん劇場 （日本）

4 位(-)

オセアノグラフィック水族館 （スペイン）

4 位(5)

国立海洋生物博物館 （台湾）

5 位(5)

スモーキーズ リプリーズ水族館 （アメリカ）

5 位(-)

下関市立しものせき水族館 海響館（日本）

6 位(-)

リプリー水族館 （カナダ）

6 位(1)

海遊館 （日本）

7 位(6)

アクアワールド水族館（ギリシャ）

7 位(-)

二見シーパラダイス （日本）

8 位(4)

テネシー水族館 （アメリカ）

8 位(-)

長崎ペンギン水族館 （日本）

9 位(18)

沖縄美ら海水族館 （日本）

9 位(13)

アクアマリンふくしま （日本）

10 位(8)

バンクーバー水族館 （カナダ）

10 位(3)

サイアム オーシャン ワールド （タイ）

11 位(9)

ムンドマール（スペイン）

11 位(6)

名古屋港水族館（日本）

12 位(-)

シー・アクアリウム （シンガポール）

12 位(9)

アクアワールド茨城県大洗水族館 （日本）

13 位(19)

ジェノヴァ水族館 （イタリア）

13 位(19)

大分マリーンパレス水族館 うみたまご（日本）

14 位(16)

パルケ・エクスプローラ （コロンビア）

14 位(-)

のとじま水族館（日本）

15 位(21)

モート・マリーン水族館 （アメリカ）

15 位(-)

加茂水族館（日本）

16 位(10)

ツーオーシャンズ水族館 （南アフリカ）

16 位(16)

鴨川シーワールド （日本）

17 位(24)

ヴァスコダガマ水族館 （ポルトガル）

17 位(15)

葛西臨海公園（日本）

18 位(11)

シェッド水族館 （アメリカ）

18 位(18)

北京海洋館 （中国）

19 位(-)

ボルチモア国立水族館 （アメリカ）

19 位(10)

コエックス アクアリウム（韓国）

20 位(7)

ダラス世界水族館 （アメリカ）

20 位(23)

神戸市立須磨海浜水族園 （日本）

21 位(17)

ラロシェル水族館 （フランス）

21 位(12)

横浜・八景島シーパラダイス （日本）

22 位(-)

ヴォロネジ海洋水族館（ロシア）

22 位(4)

アクアリア KLCC （マレーシア）

23 位(-)

クレタクアリウム・タラソコスモス （ギリシャ）

23 位(-)

マリンワールド海の中道（日本）

24 位(25)

ドバイ アクアリウム&アンダーウォーターズー（アラブ首長国連邦）

24 位(14)

鳥羽水族館 （日本）

25 位(14)

マリーンハビタット アット アトランティス（バハマ）

25 位(22)

上海海洋水族館（中国）

■「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光スポット 2015 ～動物園・水族館編～」は下記の URL から
ご覧いただけます。
動物園
動物園
動物園
水族館
水族館
水族館

世界：
アジア：
日本：
世界：
アジア：
日本：

http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cZoos-g1
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cZoos-g2
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cZoos-g294232
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAquariums-g1
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAquariums-g2
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAquariums-g294232

トリップアドバイザーとは：
トリップアドバイザー（本社：米国マサチューセッツ州ニュートン、NASDAQ：TRIP）は、旅行者が最高の旅行を計画し、
予約できる世界最大*の旅行サイト。旅行者の実体験に基づくアドバイスと、幅広い旅行の選択肢および数百を超える
予約サイトから最安値を検索できるツールとシームレスにつながったプランニング機能を提供しています。世界最大の
旅行者のコミュニティとして、世界 45 カ国でサイトを展開し、世界 490 万軒を超えるホテル、レストラン、観光スポットに
対して 2 億 2,500 万件以上の口コミ情報を掲載しています。月間ユニークユーザー数は約 3 億 4,000 万人**。
TripAdvisor, Inc. は、トリップアドバイザーブランドサイト、旅行業界向けにトリップアドバイザーブランドサイトの活用サ
ービスを提供する専門部署 TripAdvisor for Business のほか、以下の 24 の旅行関連サイトを運営しています:
http://www.virtualtourist.com http://www.kuxun.cn http://www.airfarewatchdog.com http://www.bookingbuddy.com
http://www.cruisecritic.com http://www.everytrail.com http://www.familyvacationcritic.com http://www.flipkey.com
http://www.thefork.com (http://www.lafourchette.com, http://www.eltenedor.com, http://www.iens.nl
,
http://www.besttables.com
http://www.dimmi.com.au
を
含
む
)
http://www.gateguru.com
http://www.holidaylettings.co.uk,
http://www.holidaywatchdog.com
http://www.independenttraveler.com
http://www.jetsetter.com
http://www.niumba.com
http://www.onetime.com
http://www.oyster.com
http://www.seatguru.com
http://www.smartertravel.com
http://www.tingo.com
http://www.travelpod.com
http://www.tripbod.com http://www.vacationhomerentals.com http://www.viator.com
*出典: comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide 2014 年 12 月
**出典: Google Analytics,worldwide data 2015 年第 1 四半期

お問合せ先
＜報道機関の方のお問い合わせ先＞
トリップアドバイザー広報事務局 （オズマピーアール内） 担当 松林、佐藤、磯崎
Tel: 03-4531-0214 または 080-9368-5457 / E-mail: tripadvisor@ozma.co.jp
＜その他のお問い合わせ先＞
トリップアドバイザー株式会社 広報担当 東（ヒガシ）
Tel: 03-4510-3131 または 090-7251-6384 / E-mail: mhigashi@tripadvisor.com

