2018 年 7 月 24 日

プレスリリース
トリップアドバイザ－「旅好きが選ぶ！工場見学＆社会科見学ランキング 2018」を発表
～「トヨタ産業技術記念館」が 4 年連続 1 位！初登場の施設が 2 か所ランクイン！～
遊ぶ、泊まる、食べるが見つかる世界最大の旅行サイト「TripAdvisor®」の日本法人であるトリップアドバイザ－
株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:牧野友衛、www.tripadvisor.jp)は、トリップアドバイザ－上に投稿さ
れた世界中の 旅行者の口コミ評価をもとに「旅好きが選ぶ！工場見学&社会科見学ランキング 2018」を発表し
ました。
1 位には、4 年連続で「トヨタ産業技術記念館」（愛知県名古屋市）が選ばれました。この「トヨタ産業技術記念館」
をはじめ、電車・車・飛行機などの乗り物系施設は、計 11 ヶ所がランクイン。トップ 20 のうち、半分以上を占めま
した。また酒類を含む食品・飲料系の施設が計 8 施設ランクインし、根強い人気を見せました。
2 位には「竹中大工道具館」（兵庫県神戸市）が選ばれました。今回のランキングでは唯一、乗り物系にも食品・
飲料系にも属さない施設のランクインとなりました。同施設は、“大工道具”をテ－マとした博物館。収集した資料
は 32,000 余点にものぼり、日本・海外の大工道具や素材となる木の展示が行われるほか、子どもが楽しめる
工作ワ－クショップなども開催しています。3 位には、昨年から順位を 6 つ上げた「京都鉄道博物館」（京都府京
都市）がランクイン。4 位には、「キリンビ－ル 横浜工場」（神奈川県横浜市）が選ばれました。
地域別に見ると、トヨタ産業技術記念館を擁する愛知県が 4 施設で最多。3 施設がランクインした東京都、兵庫
県がその後に続きました。関東以東でランクインしたのは 7 位の「ニッカウヰスキ－余市蒸留所」のみで、今年
の人気の施設は関東以西に偏っているという結果になりました。
子どもたちの夏休みも始まり、旅行ム－ドが高まってくるこの時期。今回のランキングを参考にし、夏の旅の計画
をたててみてはいかがでしょうか。
【旅好きが選ぶ！工場見学＆社会科見学ランキング 2018 トップ 20】 （※（）内は昨年順位。「初」は初登場。）
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広島県府中町

9 位（2）

JAL 工 場 見 学 Sky
Museum

東京都大田区
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兵庫県神戸市
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トヨタ会館

愛知県豊田市

20 位「初」

地下鉄博物館

東京都江戸川区

■ 13 位 月桂冠大倉記念館 （京都府京都市） － 外国人訪問客も多数！京都で触れる日本の酒文化
13 位には「月桂冠大倉記念館」がランクインしました。人気観光地である京都に位置するということもあってか、こちら
は外国人観光客にも大人気。トリップアドバイザ－にも、多数の英語による口コミが寄せられています。
「japanese calligraphy.there's a lot of history and memorabilia about sake－
brewing. for instance, a special edition of sake was brewed in commemoration
of babe ruth's visit to japan in 1934. there were 3 varieties of sake to sample,
including plum wine for omiyage (gifts to take home), i recommend getting the
sake hard candy －－ again by observing one japanese visitor who bought all
the packages of that candy in the gift store.（風情漂う日本書道によるラベルを纏
ったボトルが羅列されている様はア－トギャラリ－のようです。膨大な酒造の歴史や
コレクションの数々。ベ－ブル－スが 1934 年に来日した際の記念酒なども展示して
あります。プラムワインを含む 3 種類の酒を試飲することができます。お土産には酒
かす入りの酒あめがオススメです）」など、日本のお酒がア－トのようにも感じられる
という口コミもありました。
■ 14 位 ANA 機体工場見学 （東京都大田区） － 申し込みは激戦必至！ANA 主催の飛行機工場見学
14 位には初登場の「ANA 機体工場見学」がランクイン。「なかなか予
約の空きが無く頑張って随時予約画面とにらめっこをしながら、予約
を確保しました」「6 ヶ月順番待ちをして、やっと行って来ました」など、
口コミからも人気の高さが伺える施設です。「大人も子供も楽しめる、
飛行機好きにはたまらない施設！実際に整備作業中の機体を見るこ
とが出来てこれが無料なのには驚きです。小学生以上とのことなの
で子供がもう少し大きくなったら連れてこようと思います。」「人気でな
かなか予約が取れません。説明を受けたあと、実際の機体工場に入
れます。滑走路の飛行機も見れます。お土産付きで、無料なのでオ
ススメです。」といった、無料かつ高いクオリティを評価する口コミが目
立ちました。
■ 20 位 地下鉄博物館 （東京都江戸川区） － 通称“ちかはく”。日本で唯一の地下鉄専門博物館が初ランクイン
20 位に選ばれたのは「地下鉄博物館」でした。鉄道系の博物館は
数あれど、地下鉄専門は日本でこちらのみ。“ちかはく”の名でも親し
まれています。「東西線葛西駅のガ－ド下にあります。地下鉄の歴
史や車両のしくみ、トンネルの作り方などをわかりやすい資料を使
用して説明しています。本物の車両も展示してあり、子供から大人
まで楽しめる博物館だと思います。」「甥っ子と姪っ子を連れていき
ました。地下鉄を操縦体験できるところがあり、係の方が横について
運転の仕方を教えてくださり、甥っ子も姪っ子も喜んでたのしめまし
た。 なにより、入場料が安いのでお勧めです。」など、大人も子ども
も楽しめる点が、人気の理由のひとつとなっているようです。

■「旅好きが選ぶ！工場見学＆社会科見学ランキング 2018」は下記の URL からご覧いただけます。
URL: https://tg.tripadvisor.jp/news/ranking/best-factory-tours/

【評価方法】
トリップアドバイザ－に 2017 年 5 月〜2018 年 4 月の 1 年間に投稿された見学が可能な工場や企業博物館などに
対する全ての口コミを、5 段階の平均、口コミの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。

トリップアドバイザーの日本における公式サイト・アカウント：
 どこいく？トリップアドバイザー：http://tg.tripadvisor.jp/
 Twitter：https://twitter.com/tripadvisorjp
 Twitter for ビジネス：https://twitter.com/tripadvisorbizj
 Instagram：https://www.instagram.com/tripadvisor.jp
 Facebook：https://www.facebook.com/TripAdvisor.jp
 LINE：https://line.me/R/ti/p/%40xpy8261j

トリップアドバイザ－とは：
世界最大の旅行サイト**、トリップアドバイザ－は、旅の可能性を広げます。トリップアドバイザ－には世界各国 750
万以上の宿泊施設、航空会社、観光名所、レストランが掲載されており、6.3 億件以上の口コミ情報が寄せられていま
す。サイトに寄せられたこれらの情報は、旅行者がどこに泊まり、どのフライトを使い、現地で何をして、どこで食べる
かを選択する際に役立ちます。トリップアドバイザ－はまた、200 以上の宿泊予約サイトの価格を比較し、旅行者が自
分のニ－ズに合ったホテルをお得な料金で見つけられるよう、お手伝いしています。トリップアドバイザ－ブランドのサ
イトは世界最大の旅行コミュニティを形成しており、世界 49 の国と地域におけるユニ－クユ－ザ－数は、月間平均 4
億 5500 万人* に達しています。トリップアドバイザ－:しっかり調べて、ばっちり予約。充実の旅へ
tripadvisor, inc. （本社: 米国マサチュ－セッツ州ニ－ダム、nasdaq:trip）は、トリップアドバイザ－ブランドサイトやビ
ジネスのほか、以下の 20 以上の旅行関連サイトを子会社を通じて運営しています:
www.airfarewatchdog.com, www.bokun.io, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com,
www.cruisecritic.com, www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (www.lafourchette.co
m, www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.dimmi.com.au を含む)
www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com, www.jetsette
r.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com,
www.tingo.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com.
*出典: tripadvisor log files, average monthly unique visitors, q3 2017
**出典: comscore media metrix for tripadvisor sites, worldwide, october 2017

お問合せ先
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