2016 年 3 月 1 日

プレスリリース

トリップアドバイザー、家族連れに人気があるホテルをランキング化した
「トラベラーズチョイス™ ホテルアワード 2016」の「ファミリー部門」を発表
~ 日本で最もファミリーフレンドリーなホテルは、3 年連続で「ホテル日航アリビラ ヨミタンリゾート沖縄」に決定 ~
旅の計画から予約までをサポートする世界最大の旅行口コミサイト「TripAdvisor®」（トリップアドバイザー、本社:
マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 州 ニ ュ ー ト ン 、 NASDAQ:TRIP 、 CEO: ス テ フ ァ ン ・ カ ウ フ ァ ー 、 日 本 語 サ イ ト :
https://www.tripadvisor.jp/）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、実際に訪れ
た旅行者に高く評価された家族連れにやさしいホテルを表彰する「トラベラーズチョイス™ ホテルアワード 2016」
の「ファミリー部門」受賞施設を発表しました。今年、世界で最もファミリーフレンドリーなホテルとして選ばれたのは、
オーストリアとの国境に隣接したイタリアのオルティセイにある『カヴァリーノ ビアンコ ファミリー スパ グランド ホ
テル』でした。日本の第 1 位は沖縄県読谷村にある『ホテル日航アリビラ ヨミタンリゾート沖縄』で、同施設
は今年、アジアのランキング 10 位にもランクインしました。
トリップアドバイザーの「トラベラーズチョイス™ ホテルアワード」は、過去 1 年間に世界中の旅行者から投稿され
た口コミの数と評価点をもとに独自のアルゴリズムで集計し、旅行者の口コミで高く評価されたホテルをランキング
化したものです。「ファミリー部門」受賞施設のランキングは、2014 年 6 月から 2015 年 5 月までに投稿されたファ
ミリーで宿泊した投稿者の口コミに重点を置いて集計しています。受賞施設を見たところ、子ども連れへの配慮が
行き届いていて、子どもが楽しめる豊富なアトラクションや空間が提供されている家族全員が楽しめるホテルが高
く評価されているようです。
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・メッシングは次のようにコメントしてい
ます。「次の家族旅行を計画しているお父さん、お母さんたちは、トラベラーズチョイス ホテルアワードのファミリー
部門受賞施設を是非チェックしてみてください。ファミリーフレンドリーな施設やアクティビティーが家族全員を楽し
ませてくれる最適なホテルが見つかるに違いありません。トリップアドバイザー上で価格を確認すれば、予算に合
ったホテルを検索・予約することも可能です。」
■ 日本のファミリー向け第 1 位のホテルは、3 年連続で子どもに対する配慮が行き届いた『ホテル日航アリビラ
ヨミタンリゾート沖縄」
日本の「ファミリー部門」第 1 位のホテルには、沖縄県の『ホテル日航アリビラ ヨミタンリゾート沖縄』が選ばれまし
た。同施設は、今年で 3 年連続 1 位に選ばれるという快挙を達成。アジアランキングでも第 10 位にランクインし、
日本のみならずアジア全体で高く評価されていることを証明しました。沖縄の青い海に映える赤レンガ屋根に白い
壁のスパニッシュコロニアルスタイルのこのホテルは、那覇空港から車で 1 時間ほどにある読谷村に位置していま
す。「リゾート感満載の沖縄の素晴らしいホテル」としてハード面が評されると同時に、スタッフのサービスレベルの
高さについて多くの口コミが投稿されていますが、「子連れにも優しいホスピタリティー」、「子連れアリビラは初めて
でしたが、スタッフの方々は、すれ違う度に子供に話しかけてくださって嬉しかったです」と、特に子連れの家族に
対する配慮が行き届いている様子が見受けられました。ベビーカーの無料でレンタルサービスや子供用のプール
もあり、ファミリーに非常に優しいホテルとしてリピーターも多いようです。

沖縄らしいリゾート気分を味わえる、子連れにやさしいホテル

日本の『ファミリー』部門受賞ホテル 上位 25 位
順位

ホテル名

所在地

1 位(1)

ホテル日航アリビラ ヨミタンリゾート沖縄

沖縄県 読谷村

2 位(3)

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

千葉県 浦安市

3 位(2)

東京ディズニーランドホテル

千葉県 浦安市

4 位(8)

ホテルモントレ沖縄スパ&リゾート

沖縄県 恩納村

5 位(5)

ヒルトン東京ベイ

千葉県 浦安市

6 位(4)

カフーリゾートフチャク コンド・ホテル

沖縄県 恩納村

7 位(7)

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ

千葉県 浦安市

8 位(12)

ホテルユニバーサルポート

大阪府 大阪市

9 位(25)

クラブメッド北海道

北海道 新得町

10 位(11)

ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート

沖縄県 恩納村

11 位(9)

ホテルエミオン東京ベイ

千葉県 浦安市

12 位(21)

JAL プライベートリゾート オクマ

沖縄県 国頭村

13 位(13)

オーベルジュメソン

滋賀県 大津市

14 位(-)

フェニックスホテル

長野県 白馬村

15 位(17)

ホテルハーヴェスト那須

栃木県 那須町

16 位(14)

ディズニーアンバサダーホテル

千葉県 浦安市

17 位(22)

ルネッサンス リゾート オキナワ

沖縄県 恩納村

18 位(-)

鳥羽国際ホテル

三重県 鳥羽市

19 位(-)

ホテル ナトゥールヴァルト 富良野

北海道 富良野市

20 位(15)

沖縄スパリゾートエグゼス

沖縄県 恩納村

21 位(-)

五千尺ホテル

長野県 松本市

22 位(-)

湯宿だいいち

北海道 中標津町

23 位(6)

ホテルオークラ東京ベイ

千葉県 浦安市

24 位(-)

クラブメッド 石垣島カビラビーチ

沖縄県 石垣市

25 位(-)

杉乃井ホテル

大分県 別府市

■ 世界のファミリー向けホテル第 1 位に選ばれたのは、まるでアルプス山脈のアミューズメントパークのような
イタリアのホテル「カヴァリーノ ビアンコ ファミリー スパ グランド ホテル」
世界の「ファミリー部門」で 2 年連続 1 位に選ばれたホテルは、イタリア東北部の街、オルティセイにある『カヴァリ
ーノ ビアンコ ファミリー スパ グランド ホテル』。オーストリアとの国境に近いオルティセイは、ドイツの文化を非
常に強く受けている街。アルプス山脈の自然が楽しめるこの地域では、「アルプスの宝石箱」という異名を持つほ
ど絵のように美しい自然を堪能できます。『カヴァリーノ ビアンコ ファミリー スパ グランド ホテル』は、「Perfect

Hotel for the whole family.（家族連れに完璧なホテル）」、「Excellent hotel for families with young children（小さ
な子連れ家族にとって素晴らしいホテル）」と、世界中の家族連れ旅行者から高く評価されています。施設内には、
卓球などの施設や子ども向けの映画上映をするミニシアター、雄大なアルプスの自然を楽しめるハイキングツアー、
ミニゴルフ、水球なども準備されており、まさに「Disneyland in the mountain（山の中のディズニーランド）」という
口コミにもあるように、大人も子供も楽しめる豊富なアクティビティーが提供されているようです。なお、トリップアド
バイザーを通じて予約可能な『カヴァリーノ ビアンコ ファミリー スパ グランド ホテル』の年間を通した平均宿泊
料金は、一泊あたり 641 ドル（約 7 万 2400 円） です。

親子で楽しめる、スパやアウトドアが充実した大自然の中のアミューズメントパークのようなホテル

世界の『ファミリー』部門受賞ホテル 上位 25 位
順位

ホテル名

所在地 （国名）

1位

カヴァリーノ ビアンコ ファミリー スパ グランド ホテル

オルティセイ（イタリア）

2位

サリナス ド マラゴージ オール インクルーシブ リゾート

マラゴージ（ブラジル）

ザ リザーブ アット パラディサス パルマ レアル

プンタ カーナ（ドミニカ共和国）

3位

リゾート オール インクルーシブ

4位

トゥレマー バンガローズ & ヴィラズ

マヌエル アントニオ国立公園（コスタリカ）

5位

フロリデイズ リゾート オーランド

フロリダ州オーランド（アメリカ）

6位

ビーチズ ネグリル リゾート & スパ オール インクルーシブ

ネグリル（ジャマイカ）

ビーチズ タークス アンド カイコス リゾート アンド スパ

プロビデンシアレス（タークス カイコス諸島）

7位

8位

オール インクルーシブ
パラディサス プラヤ デル カルメン ラ エスメラルダ オ プラヤ デル カルメン（メキシコ）
ール インクルーシブ

9位

クラブメッド パルミエ

ケメル（トルコ）

10 位

サニビーチ クラブ

サニ（ギリシャ）

11 位

ステイブリッジ スイーツ レイク ブエナ ビスタ

フロリダ州オーランド（アメリカ）

12 位

コーラルシー アクア クラブリゾート

ナブク ベイ（エジプト）

13 位

プエブロ ボニート エメラルド ベイ ホテル

マサトラン（メキシコ）

14 位

ホリデービレッジ メノルカ

カラン・ボッシュ（スペイン）

15 位

ホリデービレッジ ロードス

コリンビア（ギリシャ）

16 位

プロトゥール ボネール アパートホテル

カーラボナ（スペイン）

17 位

ロスピノス リゾート&スパ テルマル

テルマス・デ・リオ・オンド（アルゼンチン）

18 位

ホテル ファゼンダ マザロピ

タウバテ（ブラジル）

19 位

シャングリラ ラサ セントーサ リゾート

セントーサ島（シンガポール）

20 位

ホリデービレッジ マナー

ハマメット（チュニジア）

21 位

ラディソン ブル リゾート フィジー デナラウ アイランド

デナラウ島（フィジー）

22 位

オリンピック ラグーン リゾート

アギア ナパ（キプロス）

23 位

プレミアイン ロンドンバンク タワーホテル

ロンドン（イギリス）

24 位

パーム ツリー コート&スパ

ドバイ（アラブ首長国連邦）

25 位

センタラ グランド ミラージュ ビーチ リゾート パタヤ

パタヤ（タイ）

■ アジアで一番ファミリー旅行者に人気のホテルは、子連れ家族への配慮が行き届いたリゾート気分を満喫で
きるシンガポールの「シャングリラ ラサ セントーサ リゾート」
アジアの「ファミリー部門」第 1 位のホテルは、シンガポールのセントーサ島にある『シャングリラ ラサ セントーサ
リゾート』でした。「シンガポールでリゾート満喫」、「ホテルの周辺には観光客が少なく、ゆっくり南の島で過ごして
いるような気分になれる」、「広い敷地に大きな屋外プールがあってビーチにも面しているので、リゾートを感じられ
るホテル」と、リゾート気分を満喫できるホテルとして高く評価されています。施設内にあるプレイエリアには空中ブ
ランコやプールなど、子ども達にとって一日中いても飽きないようなアトラクションが用意されています。また、5 歳
から無料で預けられるキッズクラブも完備されています。「キッズクラブに子供を預けさせていただいた時間に、主
人は主人の行きたい場所へ、私は無料のシャトルで VIVO CITY へ出かけ、ショッピングを楽しみました」、「シンガ
ポールのセントーサ島に小さいお子さん連れで来るならこのホテルがおすすめです」、「プールやキッズクラブも充
実しているので小さい子供連れのかたにお勧めです」と、セントーサへ子連れで行くならここが断然お勧めという口
コミが多く投稿されていました。
なお、今年のアジアのランキングには、『ホテル日航アリビラ ヨミタンリゾート沖縄』（沖縄県）、『シェラト
ン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル』（千葉県）、『東京ディズニーランドホテル』（千葉県）、『ホテル
モントレ沖縄スパ&リゾート』
（沖縄県）
、
『ヒルトン東京ベイ』
（千葉県）の 5 施設がランクインしました。

子供が楽しめるアトラクションも充実した、家族全員で楽しめるホテル

アジアの『ファミリー』部門受賞 上位 25 位
順位

ホテル名

所在地 （国名）

1位

シャングリラ ラサ セントーサ リゾート

セントーサ島（シンガポール）

2位

センタラ グランド ミラージュ ビーチ リゾート パタヤ

パタヤ（タイ）

3位

バンブーバンクスファームゲストハウス

マシナグディ（インド）

4位

キーズ ホテル テンプル ツリー

シルディ（インド）

5位

サヌール パラダイス プラザ スイーツ

バリ島サヌール（インドネシア）

6位

レゴランド マレーシア ホテル

ジョホールバル（マレーシア）

7位

ロイヤルプラザホテル（帝京酒店）

香港

8位

JW マリオット プーケット リゾート & スパ

プーケット（タイ）

9位

ザ トランス ラグジュアリー ホテル

ジャワ島（インドネシア）

10 位

ホテル日航アリビラ ヨミタンリゾート沖縄

沖縄県（日本）

11 位

シャングリラ マクタン アイランド リゾート & スパ

セブ島（フィリピン）

12 位

ヨウメイ ホテル （優美飯店）

台北（台湾）

13 位

クラブ マヒンドラ コダグ バレー

マディケリ（インド）

14 位

マリーゴールドリージェンシー

シルディ（インド）

15 位

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル

千葉県（日本）

16 位

センタラ カロン リゾート プーケット

プーケット（タイ）

17 位

クラブメッド チェラティンビーチ

クアンタン（マレーシア）

18 位

クラブメッド リアビンタン

ビンタン島（インドネシア）

19 位

ザ チャバ リゾート

プーケット（タイ）

20 位

東京ディズニーランドホテル

千葉県（日本）

21 位

ホテル ジェン プテリ ハーバー ジョホール

ジョホールバル（マレーシア）

22 位

ホテルモントレ沖縄スパ&リゾート

沖縄県（日本）

23 位

マリオットズ プーケット ビーチ クラブ

プーケット（タイ）

24 位

ヒルトン東京ベイ

千葉県（日本）

25 位

香港ディズニーランド ホテル

香港

■ 「トラベラーズチョイス™ ファミリー2016」は下記の URL からご覧いただけます。
日本:
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Hotels-cFamily-g294232
世界:

https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Hotels-cFamily

アジア: https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Hotels-cFamily-g2
トリップアドバイザーとは:
トリップアドバイザーは、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。何百万もの旅行者のアドバイ
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 47 の国と地域でサイトを展開し、世界 620 万
軒を超えるホテル、レストラン、観光スポットに対して 3 億 2,000 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 5,000 万人**。TripAdvisor, Inc. （本社: 米国マサチューセッツ州ニュートン、NASDAQ:TRIP）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:
http://www.airfarewatchdog.com
http://www.everytrail.com

http://www.bookingbuddy.com

http://www.familyvacationcritic.com

http://www.cruisecritic.com

http://www.flipkey.com

http://www.thefork.com

(http://www.lafourchette.com
http://www.dimmi.com.au

http://www.eltenedor.com
を

http://www.holidaywatchdog.com
http://www.niumba.com

含

む

),http://www.gateguru.com

http://www.besttables.com
http://www.holidaylettings.co.uk

http://www.independenttraveler.com

http://www.onetime.com

http://www.smartertravel.com

http://www.iens.nl

http://www.tingo.com

http://www.oyster.com
http://www.travelpod.com

http://www.vacationhomerentals.com http://www.viator.com http://www.virtualtourist.com
*出典:

comScore Media Metrix for TripAdvisor Sites, worldwide 2015 年 11 月

**出典:

TripAdvisor log files, average monthly unique users, Q3 2015

お問合せ先
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 ／ 秋山 Tel：03-4510-3147
E-mail: jp-pr@tripadvisor.com

http://www.jetsetter.com
http://www.seatguru.com
http://www.tripbod.com

