プレスリリース

2014 年 8 月 5 日

「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光スポット 2014 ～動物園・水族館編～」を発表
-- 『旭山動物園』がアジアの動物園 7 位に、『海遊館』がアジアの水族館 1 位、世界の 13 位に！
世界やアジアにおける日本の動物園・水族館の実力が明らかに！-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 2014 ～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、優れた施設を表
彰するものです。今回のランキングは、2013 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、世界各国
の旅行者から人気を集めた 275 の動物園・水族館が選出されました。
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。「世界の驚くべき生き物を見たい旅行者のために、トリップアドバイザーでは今回のランキングを発表しました※。
ランクインした動物園や水族館では、楽しみながら生き物の生態を学ぶことができるでしょう。」

■動物園：
『旭山動物園』が日本一、アジアの動物園トップ 25 では、日本の動物園最高位の 7 位にランクイン！
アジアの動物園トップ 25 中、日本の動物園が 10 施設を占める快挙
「行動展示」で一躍有名になった旭山動物園が、根強い人気を誇ることが今回の結果から明らかになりました。旭山動
物園は、日本の動物園 1 位、アジア 7 位にも選ばれています。
「もの凄く広いワケでもなく、珍獣が山ほどいるワケでもなく･･･それでも人気が高いのが、行ってみて本当によく分かり
ました。旭山の傾斜を利用して作られた園舎は立体的な作りで、色々な位置や高さから動物を見ることが出来るので、
とても楽しい。それに、スタッフの皆さんの熱意や誠意が伝わる POP や声掛けが、大変素晴らしいと思いました。また
機会があれば、今度はぜひ冬に！」と、工夫を凝らした園内や、スタッフのアイディアや姿勢を評価する口コミが多数投
稿されています。
【日本の動物園 トップ 10】
順位

動物園名 （所在地）

1位

旭山動物園 （北海道旭川市）

2位

上野動物園 （東京都台東区）

3位

アドベンチャーワールド （和歌山県白浜町）

4位

多摩動物公園 （東京都日野市）

5位

静岡市立日本平動物園 （静岡県静岡市）

6位

東山動植物園 （愛知県名古屋市）

7位

野毛山動物園 （神奈川県横浜市）

8位

札幌市円山動物園 （北海道札幌市）

9位

富士サファリパーク （静岡県裾野市）

10 位

アフリカンサファリ （大分県宇佐市）

旭山動物園の冬の風物詩であるペンギンのお散歩

【アジアの動物園 トップ 25】（太字は日本）

【世界の動物園 トップ 25】

順位

動物園名 （国名）

順位

動物園名 （国名）

1位

シンガポール動物園 （シンガポール）

1位

ヘンリードーリー動物園 （アメリカ）

2位

カオキアオオープン ズー （タイ）

2位

サンディエゴ動物園 （アメリカ）

3位

マイソール動物園 （インド）

3位

ロロ公園 （スペイン）

4位

香江野生動物世界 （中国）

4位

セントルイス動物園/森林公園 （アメリカ）

5位

バトゥ シークレット ズー （インドネシア）

5位

シンガポール動物園 （シンガポール）

6位

台北動物園 （台湾）

6位

チェスター動物園 （イギリス）

7位

旭山動物園 （日本）

7位

プラハ動物園 （チェコ）

8位

上野動物園 （日本）

8位

シェーンブルン動物園）（オーストリア）

9位

アドベンチャーワールド （日本）

9位

ビオパーク バレンシア （スペイン）

10 位

森林動物園 （中国）

10 位 グラマード動物園 （ブラジル）

11 位

ネルー動物公園 （インド）

11 位

12 位

パッドマジャ・ナイドゥ・ヒマラヤン動物公園 （インド）

12 位 メルボルン動物園 （オーストラリア）

13 位

多摩動物公園 （日本）

13 位 シャイアン マウンテン動物園 （アメリカ）

14 位

ナンダンカナン動物公園 （インド）

14 位 パルミートス公園 （スペイン）

15 位

静岡市立日本平動物園 （日本）

15 位 メンフィス動物園 （アメリカ）

16 位

東山動植物園 （日本）

16 位 ゾーパーク・ドゥ・ボーバル （フランス）

17 位

サファリパークオープン ズー （タイ）

17 位 コルチェスター動物園 （イギリス）

18 位

ランカウイ・ワイルドライフ・パーク

18 位 デンバー動物園 （アメリカ）

19 位

バリ動物園 （インドネシア）

19 位 リバーバンクス動物園 （アメリカ）

20 位

アリグナー・アナ動物公園 （インド）

20 位 マイアミ メトロ動物園 （アメリカ）

21 位

ソウル大公園 （韓国）

21 位 ペイントン動物園 （イギリス）

22 位

野毛山動物園 （日本）

22 位 オーストラリア動物園 （オーストラリア）

23 位

札幌市円山動物園 （日本）

23 位 パルミール動物園 （フランス）

24 位

富士サファリパーク （日本）

24 位 ダブリン動物園 （アイルランド）

25 位

アフリカンサファリ （日本）

25 位 リスボン動物園 （ポルトガル）

（マレーシア）

サン・ディエゴ・ズー・サファリ・パーク （アメリカ）

■水族館：
『海遊館』強し！日本、アジアの水族館ランキングの両方で堂々の第 1 位！
島国である日本らしく、17 もの水族館がアジアのトップ 25 を、2 つの水族館が世界のトップ 25 占める結果に
日本人のみならず、外国人観光客からも人気の高い大阪の海遊館が、名実ともに日本およびアジアを代表する水族館
となりました。”The aquarium was very nice, with a wide variety of exhibits. Notably the Whale Sharks!. The main
tank was circular and the path would wind around the central tank and had other tanks as well. Well worth the
trip!.” （「この水族館は素晴らしく、様々な種類の展示があります。特にジンベイザメがすごいです！メインの水槽は筒
状になっており、通路はそのメインの水槽を通ってくねくねと続いています。それ以外にも水槽があり、訪れる価値有で
す！」）と、外国人観光客からの賞賛の声も多く寄せられています。

【日本の水族館 トップ 10】
順位

水族館名 （所在地）

1位

海遊館 （大阪府大阪市）

2位

沖縄美ら海水族館 （沖縄県本部町）

3位

名古屋港水族館 （愛知県名古屋市）

4位

オキちゃん劇場 （沖縄県本部町）

5位

アクアワールド茨城県大洗水族館 （茨城県大洗町）

6位

横浜・八景島シーパラダイス （神奈川県横浜市）

7位

アクアマリンふくしま （福島県いわき市）

8位

鳥羽水族館 （三重県鳥羽市）

9位

葛西臨海水族園 （東京都江戸川区）

10 位

鴨川シーワールド （千葉県鴨川市）

【アジアの水族館 トップ 25】（太字は日本）

海遊館で人気者のアザラシたち

【世界の水族館 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

海遊館 （日本）

1位

モントレー ベイ水族館 （アメリカ）

2位

沖縄美ら海水族館 （日本）

2位

リスボン海洋水族館 （ポルトガル）

3位

サイアム オーシャン ワールド （タイ）

3位

ジョージア水族館 （アメリカ）

4位

アクアリア KLCC （マレーシア）

4位

テネシー水族館 （アメリカ）

5位

国立海洋生物博物館 （台湾）

5位

スモーキーズ リプリーズ水族館 （アメリカ）

6位

名古屋港水族館 （日本）

6位

アクアワールド水族館 （ギリシャ）

7位

シー・アクアリウム （シンガポール）

7位

ダラス世界水族館 （アメリカ）

8位

オキちゃん劇場 （日本）

8位

バンクーバー水族館 （カナダ）

9位

アクアワールド茨城県大洗水族館 （日本）

9位

ムンドマール （スペイン）

10 位

コエックス アクアリウム （韓国）

10 位 ツーオーシャンズ水族館 （南アフリカ）

11 位

ハルビンポール水族館 （中国）

11 位 シェッド水族館 （アメリカ）

12 位

横浜・八景島シーパラダイス （日本）

12 位 国立水族館 ボルチモア （アメリカ）

13 位

アクアマリンふくしま （日本）

13 位 海遊館 （日本）

14 位

鳥羽水族館（日本）

14 位

15 位

葛西臨海水族園 （日本）

15 位 アラスカ シーライフセンター （アメリカ）

16 位

鴨川シーワールド （日本）

16 位 パルケ・エクスプローラ （コロンビア）

17 位

市立 しものせき水族館 海響館 （日本）

17 位 ラロシェル水族館 （フランス）

18 位

北京海洋館 （中国）

18 位 沖縄美ら海水族館 （日本）

19 位

大分マリーンパレス水族館 うみたまご （日本）

19 位 ジェノヴァ水族館 （イタリア）

20 位

しながわ水族館 （日本）

20 位

21 位

城崎マリンワールド （日本）

21 位 モート・マリーン水族館 （アメリカ）

22 位

上海海洋水族館 （中国）

22 位 ノージカ水族館 （フランス）

23 位

神戸市立須磨海浜水族園 （日本）

23 位 ベラクルス水族館 （メキシコ）

24 位

サンシャイン水族館 （日本）

24 位 ヴァスコダガマ水族館 （ポルトガル）

25 位

新江ノ島水族館 （日本）

25 位

マリーンハビタット アット アトランティス （バハマ）

アクアリウム・オブ・ザ・パシフィック （アメリカ）

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）

■「トラベラーズチョイス™ 世界の人気観光スポット 2014 ～動物園・水族館編～」は下記の URL から
ご覧いただけます。
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cZoos-g1
動物園 世界：
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cZoos-g2
動物園 アジア：
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cZoos
動物園 日本：
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAquariums-g1
水族館 世界：
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAquariums-g2
水族館 アジア：
http://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAquariums
水族館 日本：
※

2013 年度は、2012 年 7 月～2013 年 6 月の 1 年間に、日本の動物園および水族館に投稿された日本語の口コミを、
星評価（5 段階）の平均、口コミの投稿数などを元に、独自のアルゴリズムで集計した日本独自のランキング「行ってよか
った！動物園＆水族館ランキング 2013」（http://www.tripadvisor.jp/pages/ZooAquariums_2013.html）を発表しましたが、
今年の当ランキングはグローバルが集計したランキングになります。

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。世界最大の旅行者のコミュニティとして、世界 43 カ国でサイトを展開し、世
界 400 万軒を超えるホテル、レストラン、観光スポットに対して 1 億 7000 万件以上の口コミ情報を掲載しています（中国は
daodao.com として運営）。月間ユニークユーザー数は約 2 億 8000 万人**。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 23 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.jetsetter.com,
www.lafourchette.com,
www.niumba.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:
**出典:

comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide 2014 年第 1 四半期
Google Analytics,worldwide data 2014 年第 2 四半期 （daodao.com へのトラフィック除く）

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

