2014 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 2014 ～アミューズメントパーク・ウォーターパーク編～」を発表
-- アジアのアミューズメントパーク 10 位中、日本から 3 か所がランクイン！
日本の定番のアミューズメントパークのアジアにおける根強い人気が明らかに！--

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、
代表取締役: 原田静織、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 2014～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。当ランキングは、2013 年 1 月～2013 年 12 月の 1 年間にトリップアドバイザー上の観光スポットに投稿された世
界中の旅行者の口コミを元に、星評価（5 段階）の平均、投稿数などを基に、独自のアルゴリズムで集計しています。夏
休みの旅行で行きたくなる、世界各国の楽しいスポットが揃う結果となりました。

■アミューズメントパーク：
「世界一のテーマパーク都市」アメリカ・オーランドから 5 施設が世界トップ 10 にランクイン
日本のアミューズメントパークを代表する 3 施設がアジアのランキングにランクイン

世界のアミューズメントパーク トップ 10 には、1 位にアメリカ・
オーランドの『ディスカバリー・コーブ』、2 位にドイツ・ルストにあ
る『ヨーロッパ・パーク』、3・4・5 位にそれぞれアメリカ・オーラン
ドの『アイランズ・オブ・アドベンチャー』、『マジック・キングダム
クラブ』、『ディズニー・ハリウッド・スタジオ』がランクインし、アメ
リカのフロリダ州・オーランドにある有名なアミューズメントパー
クが上位を占める結果となりました。10 位にもオーランドから
『ディズニー・アニマル・キングダム』がランクインし、まさにオー
ランドは「世界一のテーマパーク都市」であることが改めて証明
される結果になりました。

世界 1 位に選ばれた「ディズカバリー・コーブ」

一方、アジアのアミューズメントパーク トップ 10 では、1 位に『ユニバーサル・スタジオ・シンガポール』、2 位に『香港海
洋公園』、3・4 位には日本の『東京ディズニーシー』『東京ディズニーランド』がランクインしました。日本からは 10 位以
内には 6 位に大阪の『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』も選ばれており、日本の定番のアミューズメントパークの人気
は非常に高く、アジアを代表する観光スポットであることが明らかになりました。
昨年に引き続き日本一のアミューズメントパークに輝いた『東京ディズニーシー』は、世界各国の旅行者からの口コミが
寄せられています。各国のディズニーパークは共有される世界観はあるものの、それぞれの国や文化が反映されてい
る点も多いようです。アメリカ・カリフォルニア州の旅行者からは、以下のような口コミも寄せられています。日本と海外
のディズニーテーマパークの違いを発見するのも楽しいかもしれません。
“If you are a "Disney" person, die-hard Disney fan, you cannot pass up the opportunity to visit DisneySea! It is
Disney with a Japanese twist. It is a quality, well-thought out setting. Typical Disney - it is very clean - but can
you imagine it is Japanese clean?! Definitely, not a speck of dirt to be seen! There are the uniques rides in
DisneySea, unique food (such as the gyoza dog, unusual flavors of popcorn, etc), unique theme park characters
(Duffy & Sallie Mae bears).（あなたが「ディズニー」的な人、または筋金入りのディズニーファンならば、ディズニシーは
外せません！日本のひねりが加わったディズニーです。高品質かつよく練られた設定で、とてもクリーンで典型的なディ
ズニーなのですが、日本のクリーンさが想像できますか!? 間違いなく、塵ひとつ落ちていません。ディズニーシーには
ユニークな乗り物とユニークな食べ物（ギョウザドッグ、他には無いフレーバーのポップコーンなど）、ユニークなテーマ
パークキャラクター（ダッフィー＆シェリーメイ）がいます。）”

【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】（太字は日本）

順位

アミューズメントパーク（国名）

順位

アミューズメントパーク（国名）

1位

ディスカバリー・コーブ （アメリカ）

1位

ユニバーサル・スタジオ・シンガポール （シンガポール）

2位

ヨーロッパ・パーク （ドイツ）

2位

香港海洋公園 （香港）

3位

アイランズ・オブ・アドベンチャー （アメリカ）

3位

東京ディズニーシー （日本）

4位

マジック・キングダム （アメリカ）

4位

東京ディズニーランド （日本）

5位

ディズニー・ハリウッド・スタジオ （アメリカ）

5位

香港ディズニーランド （香港）

6位

ベット・カレーロ・ワールド （ブラジル）

6位

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン （日本）

7位

ディズニーランド （アメリカ）

7位

ワンダーラ・アミューズメントパーク （インド）

8位

ユニバーサルスタジオ・シンガポール （シンガポール）

8位

ヴィンパール・アミューズメントパーク （ベトナム）

9位

ポート・アベンチュラ・パーク （スぺイン）

9位

ハルビン氷雪大世界 （中国）

10 位

ディズニー・アニマル・キングダム （アメリカ）

10 位

ラモジ・フィルム・シティー （インド）

■ウォーターパーク： ウォータースライダーやアトラクションが充実したウォーターパークが人気！
世界のウォーターパーク トップ 10 には、1 位にスペイン・アデヘの『サイア
ム・パーク』、2 位にブラジル・アキラスにある『ビーチパーク』、3・4 位にそれ
ぞれアメリカ・オーランドの『ディズニー・ブリザード・ビーチ』、『ディズニー・タ
イフーン・ラグーン』がランクインし、ウォータースライダーなどのアトラクショ
ンが充実したウォーターパークが人気を集めました。
アジアのウォーターパーク トップ 10 は、1 位に『ウォーターボム』、2 位に『フ
ロー・ハウス・バンコク』、3 位に『ブラックマウンテン・ウォーターパーク』がラ
ンクイン。スライダーやボート、スポーツ施設などの体験型アトラクションが楽
しめるウォーターパークの人気が高いことが明らかになりました。トップ 10 内
にインドネシアとタイのウォーターパークが 3 施設ずつランクインとなりました。
東南アジアという気候でのウォーターパークの人気の高さがうかがえます。

スペインの「サイアム・パーク」

【世界のウォーターパーク トップ 10】

【アジアのウォーターパーク トップ 10】

順位

ウォーターパーク（国名）

順位

ウォーターパーク（国名）

1位

サイアム・パーク （スペイン）

1位

ウォーターボム （インドネシア）

2位

ビーチパーク （ブラジル）

2位

フロー・ハウス・バンコク （タイ）

3位

ディズニー・ブリザード・ビーチ （アメリカ）

3位

ブラックマウンテン・ウォーターパーク （タイ）

4位

ディズニー・タイフーン・ラグーン （アメリカ）

4位

ウォーターキングダム （インド）

5位

ウォーターボム （インドネシア）

5位

長隆水上楽園 （中国）

6位

ワイルド・ワディ・ウォーターパーク （アラブ首長国連邦）

6位

ウォーターボム ジャカルタ （インドネシア）

7位

ホットパーク・ブラジル （ブラジル）

7位

ココスプラッシュウォーターパーク（タイ）

8位

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）

8位

サーカスウォーターパーク バリ （インドネシア）

9位

アクアティカ （アメリカ）

9位

ワイルド ワイルド ウエット （シンガポール）

10 位

ダム セン ウォーター パーク （ベトナム）

ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ・ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ・ｱｲﾗﾝﾄﾞのｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ・ｳｫｰﾀｰ・ﾊﾟｰｸ
10 位

（ﾊﾞﾊﾏ）

トリップアドバイザーのチーフ・マーケティング・オフィサーであるバーバラ・メッシングは、以下のようにコメントして
います。「旅行者が屋外での娯楽施設を探すのには、トリップアドバイザーのトラベラーズチョイス世界の人気観光
スポット 2014～アミューズメントパーク・ウォーターパーク編～をご活用いただけたらと思います。すべての年齢層
の方に楽しんでいただける世界中のパークの情報が満載で、お気に入りのパークが見つかること間違いありませ
ん。」

■「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光スポット 2014」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：

http://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Attractions-cAmusementParks

アミューズメントパーク アジア： http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAmusementParks-g2
ウォーターパーク 世界：

http://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Attractions-cWaterParks-g1

ウォーターパーク アジア：

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実
行するための世界最大の旅行口コミサイト*です。トリップアドバイザーは、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予約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。世界最大の旅行者コ
ミュニティとして、2 億 6,000 万人を超える月間ユニークユーザー**を持ち、400 万軒以上の宿泊施設、レストラン・観光
名所等に対し 1 億 5 千万件以上の口コミ数を誇り、世界 42 か国でサイトを展開しています（中国では daodao.com とし
て運営）。トリップアドバイザー フォー ビジネスは、旅行業界とトリップアドバイザーを訪れる膨大な数の利用者をつな
ぐビジネス部門です。TripAdvisor, Inc. は、トリップアドバイザーブランドサイトのほか以下の 22 の旅行関連サイトを運
営しています：
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, www.everytrail.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk,
www.holidaywatchdog.com, www.independenttraveler.com,
www.niumba.com,

www.jetsetter.com,

www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com,

www.tingo.com, www.travelpod.com, www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com,
www.virtualtourist.com, www.kuxun.cn.
*出典： comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide （2014 年第 1 四半期）
**出典： Google Analytics, average monthly unique users （2014 年第 1 四半期月／但し中国で展開する daodao.com は含まな
い。）

TripAdvisor および TripAdvisor のロゴは、TripAdvisor Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商
標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。

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 長田、松林、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: 03-6416-5275 または 090-7251-6384 / E-mail: mhigashi@tripadvisor.com

