2015 年 7 月 16 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
～アミューズメントパーク・ウォーターパーク編～」を発表
-- 夏休み目前！旅行の計画に含めるべき世界中の人気スポットが明らかに-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基に、子供
から大人まで世代を超えて楽しめる「アミューズメントパーク」と「ウォーターパーク」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～アミューズメントパーク・ウォーターパーク編～」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、優れた施設を表
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アミューズメントパー
ク及びウォーターパーク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。
■アミューズメントパーク： 『ふなばしアンデルセン公園』 が東京ディズニーランド、東京ディズニーシーに続き、
日本の 3 位、アジアの 10 位にランクイン！
【日本のアミューズメントパーク トップ 10】
順位

アミューズメントパーク名 （所在地）

1位

東京ディズニーランド （千葉県浦安市）

2位

東京ディズニーシー （千葉県浦安市）

3位

ふなばしアンデルセン公園 （千葉県船橋市）

4位

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン （大阪府大阪市）

5位

富士急ハイランド （山梨県富士吉田市）

6位

ナガシマスパーランド （三重県桑名市）

7位

グリーンランド （熊本県荒尾市）

8位

ルスツリゾート （北海道留寿都村）

9位

江戸ワンダーランド 日光江戸村 （栃木県日光市）

10 位

ハウステンボス （長崎県佐世保市）

豊かな自然に溢れ、広々としている
ふなばしアンデルセン公園

「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」が首位を占
める一方、デンマーク・オーデンセ市と姉妹都市である船橋
市にある「ふなばしアンデルセン公園」が 3 位に輝きました。
「アスレチック、水遊び、動物との交流、こどもが楽しめる施設
がそろっています。敷地も広いので、人手が多くても、混雑し
てるという感じはしません。 施設内の食堂を利用してもよい
ですが、天気のよい暖かい日は、お弁当を持っていくとより楽
しめると思います。」、「少し遠いですが、頻繁に行っています。
アスレチックで遊んだあとは、ボートでゆったりして、木工や陶
器の体験をするのが我が家のコース。」と県外からの訪問者
も多く、思い思いの遊び方で楽しまれているようです。
デンマークの雰囲気が感じられる園内

【世界のアミューズメントパーク トップ 10】

【アジアのアミューズメントパーク トップ 10】

※()内は昨年度順位

※()内は昨年度順位、太字は日本

順位

アミューズメントパーク名 （国名）

順位

アミューズメントパーク名 （国名）

1 位(3)

アイランズ・オブ・アドベンチャー （アメリカ）

1 位(1)

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｽﾀｼﾞｵ･ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ （シンガポール）

2 位(1)

ディスカバリー・コーブ （アメリカ）

2 位(2)

香港海洋公園 （香港）

3 位(4)

マジック・キングダム （アメリカ）

3 位(5)

香港ディズニーランド （香港）

4 位(13)

ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド （アメリカ）

4 位(3)

東京ディズニーランド （日本）

5 位(5)

ディズニー・ハリウッド・スタジオ （アメリカ）

5 位(4)

東京ディズニーシー （日本）

6 位(20)

ユニバーサルスタジオ・フロリダ （アメリカ）

6 位(8)

ヴィンパール・アミューズメントパーク （ベトナム）

7 位(2)

ヨーロッパ・パーク （ドイツ）

7 位(7)

ﾜﾝﾀﾞｰﾗ･ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰｸ （ｲﾝﾄﾞ／ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰﾙ）

8 位(7)

ディズニーランド （アメリカ）

8 位(9)

ハルビン氷雪大世界 （中国）

9 位(6)

ベット・カレーロ・ワールド （ブラジル）

9 位(13)

ﾜﾝﾀﾞｰﾗ･ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰｸ （ｲﾝﾄﾞ／ｺｰﾁ）

10 位(9)

ポート・アベンチュラ・パーク （スぺイン）

10 位(-)

ふなばしアンデルセン公園 （日本）

■ウォーターパーク： 世界 1 位は「サイアム・パーク（スペイン）」 - “FANTASTIC!（素晴らしい！）”と絶賛する声
昨年に続き世界 1 位に選ばれたサイアム・パークへは、“I can
see why it is rated the best water park, it's amazing! We went
twice during our 7 day holiday and it was brilliant. The slides
are all brilliant, and I didn't feel we had to queue too long for
each slide either.（ここが何故ベスト・ウォーターパークに選ばれ
ているのかよく分かります、素晴らしいです！7 日間の滞在で 2
回行きましたが、とても良かったです。ウォータースライダーはど
れもとても面白く、どのスライダーもそんなに並んでいることを感
じさせませんでした。）”と、魅了された人々の口コミが寄せられて
います。

【世界のウォーターパーク トップ 10】
※()内は昨年度順位

【アジアのウォーターパーク トップ 10】
※()内は昨年度順位

順位

ウォーターパーク名 （国名）

順位

ウォーターパーク名 （国名）

1 位(1)

サイアム・パーク （スペイン）

1 位(1)

ウォーターボム （インドネシア）

2 位(2)

ビーチパーク （ブラジル）

2 位(5)

長隆水上楽園 （中国）

3 位(5)

ウォーターボム （インドネシア）

3 位(3)

ブラックマウンテン・ウォーターパーク （タイ）

4 位(4)

ディズニー・タイフーン・ラグーン （アメリカ）

4 位(-)

サンウェイラグーン テーマパーク （マレーシア）

5 位(8)

ｱｸｱﾍﾞﾝﾁｬｰ・ｳｫｰﾀｰﾊﾟｰｸ （アラブ首長国連邦）

5 位(7)

ココスプラッシュウォーターパーク（タイ）

6 位(3)

ディズニー・ブリザード・ビーチ （アメリカ）

6 位(4)

ウォーターキングダム （インド）

7 位(6)

ﾜｲﾙﾄﾞ･ﾜﾃﾞｨ･ｳｫｰﾀｰﾊﾟｰｸ （アラブ首長国連邦）

7 位(10)

ダム セン ウォーター パーク （ベトナム）

8 位(7)

ホットパーク・ブラジル （ブラジル）

8 位(6)

ウォーターボム ジャカルタ （インドネシア）

9 位(11)

テルマス・ドス・ラランジャス （ブラジル）

9 位(-)

ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ ｺｰﾌﾞ ｳｫｰﾀｰﾊﾟｰｸ （シンガポール）

10 位(13)

ﾎﾘﾃﾞｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｽﾌﾟﾗｯｼﾝ･ｻﾌｧﾘ （アメリカ）

10 位(9)

ワイルド ワイルド ウエット （シンガポール）

■「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光スポット 2015 ～アミューズメントパーク・ウォーターパーク編～」は下記
の URL からご覧いただけます。
アミューズメントパーク 世界：
アミューズメントパーク アジア：
アミューズメントパーク 日本：
ウォーターパーク 世界：
ウォーターパーク アジア：

http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAmusementParks-g1
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAmusementParks-g2
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAmusementParks-g29423
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cWaterParks
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cWaterParks-g2

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

