2018 年 7 月 26 日

プレスリリース

「トリップアドバイザーの口コミで選ぶ 世界の人気テーマパーク 2018」を発表
～ 日本では『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』が 2 連覇
世界 1 位はアメリカの『アイランズ・オブ・アドベンチャー』！～
旅の遊ぶ・泊まる・食べるが見つかる世界最大の旅行サイト「TripAdvisor®」（トリップアドバイザー、本社：マサチュー
セッツ州ニーダム、NASDAQ：TRIP、CEO：ステファン・カウファー、日本語サイト：www.tripadvisor.jp）は、旅行者の
口コミ評価をもとにしたトラベラーズチョイス™アワード、「トリップアドバイザーの口コミで選ぶ 世界の人気テーマパー
ク 2018」を発表しました。日本のランキングでは、お馴染みのテーマパークが順当にランクインする中、和歌山県と京
都府の 2 つのテーマパークが初登場。興味深いランキング結果となりました。
今年で 5 回目の発表となる「トリップアドバイザーの口コミで選ぶ 世界の人気テーマパーク」。日本のテーマパークで
今年 1 位に選ばれたのは、『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』でした。『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』は、昨年
に続き 2 連覇を達成。2 位には昨年から 1 つ順位を上げた『東京ディズニーシー』、3 位には今年 35 周年を迎えた
『東京ディズニーランド』がランクインしました。
『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』は、日本 1 位に選ばれただけでなく、世界で 25 位、そしてアジアでも 3 位にラン
クインしました。「日本、海外問わず色んなキャラクターの世界観があって面白かった」「映画好きの人にはたまらない
テーマパークだと思います。」と、コラボ力を評価している口コミが寄せられています。中でも「リニューアルして、初め
て行きました。 ハリーポッターが映画の世界観を忠実に再現していて、とても感動しました。」「ハリーポッターの世界を
楽しむなら夜！ ライトアップも雰囲気があって良かったです。 また、ホグワーツ城の中を見学できるので、是非夜に行
って見て下さい！映画の世界に入り込めます。」など、人気のハリーポッターエリアを絶賛する声が目立ちました。
また『東京ディズニーシー』『東京ディズニーランド』も、アジアのテーマパークランキングにてそれぞれ 4 位、5 位にラ
ンクインしました。この 2 つのテーマパークに対する口コミの中には、「旦那も私も年齢を忘れてはしゃげる唯一の場所
です。」「子供の頃から遊びに行って、今では大人になっても楽しい場所」など、歴史を感じさせるものもチラホラ。変わ
らぬ人気ぶりが伺えました。
上位 3 位までの顔ぶれが昨年と変わらぬ中、4 位には初登場の『アドベンチャーワールド』がランクインしました。和歌
山県白浜町に位置する『アドベンチャーワールド』は、ジャイアントパンダが見られる施設としても知られていますが、
観覧車やジェットコースター、ゴーカートなど、大人から子供まで楽しめるアミューズメントエリアも人気で、アジアのテ
ーマパークでも 8 位に選ばれました。
9 位には、こちらも初登場の『天橋立ビューランド』がランクインしました。『天橋立ビューランド』は、日本三景のひとつ
「天橋立」を一望できる遊園地。「あまりに美しく、自分でも呆れるくらいに写真を取りまくってしまいました」という口コミ
も見られました。
【日本のテーマパークランキング 2018 トップ 10】 ※（）内は昨年順位。「初」は初登場
順位
テーマパーク名
所在地
ユニバーサル・スタジオ・
1 位（1）
大阪府大阪市
ジャパン
2 位（3）

東京ディズニーシー

千葉県浦安市

3 位（2）

東京ディズニーランド

千葉県浦安市

4 位「初」

アドベンチャーワールド

和歌山県白浜町

5 位（4）

ナガシマスパーランド

三重県桑名市

6 位（5）

富士急ハイランド

山梨県富士吉田市

7 位（7）

東京ワンピースタワー

東京都港区

8 位（9）

メガウェブ

東京都江東区

9 位「初」

天橋立ビューランド

京都府宮津市

10 位（8）

江戸ワンダーランド 日光
江戸村

栃木県日光市

【ユニバーサル・スタジオ・ジャパン】

【世界のテーマパークランキング 2018 トップ 10】
順位
テーマパーク名
1位
アイランズ・オブ・アドベンチャー

所在地
アメリカ

2位

マジック・キングダム

アメリカ

3位

ピュイ・デュ・フー

フランス

4位

ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド

アメリカ

5位

ユニバーサル・スタジオ・フロリダ

アメリカ

6位

ディズニー・アニマル・キングダム

アメリカ

7位

ヨーロッパ・パーク

ドイツ

8位

チボリガーデン

デンマーク

9位

ザ アイランド イン ピジョンフォージ

アメリカ

10 位

ディズニーランド パーク

フランス

【アイランズ・オブ・アドベンチャー】

※11 位以下 25 位まで発表。こちらよりご覧いただけます
世界 1 位に選ばれたのは、フロリダ州のユニバーサル・オーランド・リゾート内にある『アイランズ・オブ・アドベンチャ
ー』でした。「Such a fun park!! It’s the ideal place for pre-teens and teens. The New Kong Skull Island ride is
fantastic! Our other faves are Harry Potter Adventure and Hulk. We could really spend a few days at this
one. 」（素晴らしい！特に思春期前後の子供達にとっては夢のような環境では。できたばかりのキングコングのアトラ
クションは誰しもトライするべき、ハリーポッターとハルクもおすすめします。一日じゃ回り切れないほどの充実ぶりで
す。）など、絶賛の声が相次いでいました。
【アジアのテーマパークランキング 2018 トップ 10】
順位
テーマパーク名
所在地
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

香港ディズニーランド

香港

3位

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

日本

4位

東京ディズニーシー

日本

5位

東京ディズニーランド

日本

6位

ラモジ・フィルム・シティー

インド

7位

ワンダーラ・アミューズメントパーク

インド

8位

アドベンチャーワールド

日本

9位

ヴィンパール・アミューズメントパーク

ベトナム

10 位

エバーランド

韓国

【ユニバーサル・スタジオ・シンガポール】

※11 位以下 25 位まで発表。こちらよりご覧いただけます
日本のテーマパークも 4 つランクインしたアジアでは、シンガポールの『ユニバーサル・スタジオ・シンガポール』がナン
バーワンに選ばれました。『ユニバーサル・スタジオ・シンガポール』は、“USJ”に続くアジア第二のユニバーサル・スタ
ジオ・テーマパークとして、2010 年に開園しました。
「We enjoyed Universal’s as it more than we expected, thinking it would be a small and with less rides, we
were surprised as it had a lot of rides and was quite big. They had different themes around the park and for all
the family to enjoy. We went during the weekdays which was less busy. We would definitely go there again.」
（想像の域をはるかに超えるような体験。広大で多種多様のアトラクションは期待以上でした。パークは異なるテーマ
を冠した数種のエリアから構成され、誰でも楽しむことができます。平日に訪れたため、週末程混雑してなかったのも
良かったです。必ず再訪したいです。）といった口コミが見られました。

■トリップアドバイザーの口コミで選ぶ 世界の人気テーマパーク 2018
日本のトップ 10
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAmusementParks-g29423
アジアのトップ 25
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAmusementParks-g2
世界のトップ 25
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAmusementParks-g1
【評価方法】
「トリップアドバイザーの口コミで選ぶ 世界の人気テーマパーク 2018」は、2017 年 1 月～12 月の 1 年間にトリップア
ド バイザー上のテーマパーク施設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。

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ーとは：
世界最大の旅行サイト**、トリップアドバイザーは、旅の可能性を広げます。トリップアドバイザーには世界各国 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ーはまた、200 以上の宿泊予約サイトの価格を比較し、旅行者が自
分のニー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ーブランドのサ
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ークユーザー数は、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ー:しっかり調べて、ばっちり予約。充実の旅へ
TripAdvisor, Inc. （本社: 米国マサチューセッツ州ニーダム、NASDAQ:TRIP）は、トリップアドバイザーブランドサイト
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
トリップアドバイザー株式会社 広報担当
Tel：03-4510-3109 E-mail: jp-pr@tripadvisor.com

