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「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 2019」を発表

～ 日本では『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』が 3 連覇、『志摩スペイン村 パルケエスパーニャ』が初登場！
世界 1 位は、アメリカの『アイランズ・オブ・アドベンチャー』 ～

口コミとランキングで見つかる世界最大の旅行プラットフォーム「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 2019」を発表しました。
今年で 6 回目の発表となる同ランキングですが、日本では、『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』が 3 年連続で
1 位に、続いて『東京ディズニーシー』が 2 位、3 位には『東京ディズニーランド』が選ばれ、昨年同様の順位とな
りました。さらに、『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』は、今年も世界で 25 位、アジアで 3 位にランクイン。口コ
ミからは、「映像技術を駆使したアトラクションが多く、迫力があり、とても凄かったです。 パレードも華やかで、我
を忘れて楽しむことができました。」や「ここにいくと、異空間、映画の世界に引き込まれます。 乗り物が苦手な人
にも、パレードやショーをみるのが楽しいです。」といったパレードやアトラクションのクオリティの高さを評価する
ものが多く寄せられていました。また、「全体的に大人向けのアトラクションが多いですが小さなお子様向けエリ
アもあって子ども達も楽しんでいたようです。」と、子供から大人まで楽しめるといった声も見受けられました。
この他、昨年 7 位だった『東京ワンピースタワー』が順位を伸ばし 4 位にランクイン。10 位には、三重県志摩市
にある『志摩スペイン村 パルケエスパーニャ』が初登場しています。口コミでは、「スペイン村のパレードは演者と
の距離が近いのが、良いです。テンションも上がります。」と気分も盛り上がるパレードに満足する声や「アトラク
ションは車イスや小さな子供も楽しめるものが多く、一方で絶叫系の乗り物もあって、みんなが楽しみました。」
と、幅広い年齢層の方が楽しめるアトラクションに喜ぶ声が多く投稿されていました。

【日本の人気テーマパーク 2019 トップ 10】 ※（）内は昨年順位。「初」は今年初登場。
順位

テーマパーク名

所在地

1 位（1）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

大阪府大阪市

2 位（2）

東京ディズニーシー

千葉県浦安市

3 位（3）

東京ディズニーランド

千葉県浦安市

4 位（7）

東京ワンピースタワー

東京都港区

5 位（6）

富士急ハイランド

山梨県
富士吉田市

6 位（4）

ナガシマスパーランド

三重県桑名市

7 位（8）

メガウェブ

東京都江東区

8 位（10）

江戸ワンダーランド 日光江戸村

栃木県日光市

9 位（9）

天橋立ビューランド

京都府宮津市

10 位「初」

志摩スペイン村 パルケエスパーニャ

三重県志摩市

【ユニバーサル・スタジオ・ジャパン】

【世界の人気テーマパーク 2019 トップ 10】
順位 テーマパーク名

所在地

1位

アイランズ・オブ・アドベンチャー

アメリカ

2位

マジック・キングダム

アメリカ

3位

ユニバーサル・スタジオ・フロリダ

アメリカ

4位

ディズニー・アニマル・キングダム

アメリカ

5位

ピュイ・デュ・フー

フランス

6位

ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド

アメリカ

7位

チボリガーデン

デンマーク

8位

ヨーロッパ・パーク

ドイツ

9位

ザ アイランド イン ピジョン フォージ

アメリカ

10 位

シーワールド・オーランド

アメリカ

【アイランズ・オブ・アドベンチャー】

※11 位以下は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』。確固たる人気を誇る同テーマパークに寄せられた日本語の口コミには、「ユニバーサル・オーランド・リ
ゾートの 2 つあるパークのひとつで、こちらのパークは絶叫系の乗り物が多く、アトラクションが充実していま
す。」や「日本にないアトラクションが多いのも最高です。」など、充実したアトラクションを絶賛する声が目立ちま
した。
【アジアの人気テーマパーク 2019 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

VGP ユニバーサル・キングダム

インド

8位

ワンダーラ・アミューズメントパーク

インド

9位

ミキ ファンランド

インドネシア

10 位

長隆歓楽世界

中国

【ユニバーサル・スタジオ・シンガポール】

※11 位以下はこちらよりご覧いただけます
アジアでは、1 位～5 位まで昨年と同じ施設が同じ順位でランクインしました。1 位となった『ユニバーサル・スタジ
オ・シンガポール』に寄せられた日本語の口コミからは、「マダガスカルやシュレック等 USJ では見られないキャ
ラが見られるかも！」や「USJ とは一味違う！」といった、日本の施設と比較した内容のものが多く見られました。
また、6 位にはインド、チェンナイの『VGP ユニバーサル・キングダム』が初登場。「VGP has different kinds of
entertainment for kids ranging from toy train, ferry wheel to water sliders. I visited along with 4 kids and
two adults for one day entertainment. We thoroughly enjoyed it. （VGP では、おもちゃの汽車や観覧車、ウ
ォータースライドなど、子供が楽しめるアトラクションがたくさんあります。子供 4 人と大人 2 人で訪れ 1 日過ごし
ましたが、存分に楽しみました。）」と、家族や子供と過ごすのに最適な場所といった口コミが多く見受けられまし
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 2019
日本のトップ 10
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAmusementParks-g29423
世界のトップ 25
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAmusementParks-g1
アジアのトップ 25
https://www.tripadvisor.jp/TravelersChoice-Attractions-cAmusementParks-g2

【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 2019」は、2018 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について：
世界最大の旅行プラットフォーム*、トリップアドバイザー（本社:米国マサチューセッツ州ニーダム、NASDAQ:TRIP）は、
毎月 4 億 9,000 万人**に利用され、最高の旅の実現をサポートしています。国内外の旅行者はトリップアドバイザー
のサイトやアプリにアクセスすることで、830 万件の宿泊施設、レストラン、ツアーやチケット、航空会社、クルーズにつ
いて投稿された 7 憶 6,000 万件を超える口コミ情報や評価を参照できます。旅マエでも旅ナカでも、宿泊プランや航
空券のお得な料金を比較したり、人気のツアーやチケット、そして素敵なレストランの予約をしたりできます。トリップア
ドバイザーは頼れる旅のパートナーとして、世界 49 の国と地域、28 言語でサービスを展開しています。
TripAdvisor, Inc. 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、以下の旅行関連サイトを子会社を通じて
管理・運営しています:
www.airfarewatchdog.com, www.bokun.io, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, www.familyvacatio
ncritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com (including www.lafourchette.com, www.eltenedor.com,and ww
w.restorando.com), www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com, www.jetsetter
.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, w
ww.tingo.com, www.vacationhomerentals.com, and www.viator.com.
*出典: Jumpshot for TripAdvisor Sites, worldwide, February 2019
**出典: TripAdvisor internal log files, average monthly unique visitors during seasonal peak in Q3 2018
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