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要旨 

 テーマパークは 1955 年にアメリカで作られた。世界で初めてのテーマパークとなったのが

W.Disney によって創られたディズニーランドである。そして、日本における初めてのテーマパ

ークが東京ディズニーランドである。東京ディズニーランドは 1983 年の開園以来、ずっと日本

の年間入場者ランキングで 1 位となっており、2 位以下を大きく引き離している。 
この東京ディズニーランドを初め、成功しているテーマパークがある一方で、近年の不況の

ため経営不振や休園、廃園になってしまっているテーマパークもある。成功と失敗の２分化さ

れている。その２つの違いは明確なテーマ、追加投資、立地条件だと考えられるが、主な要

因はリピーターではないだろうか。東京ディズニーランドの入場者数はリピーターによるが全

体の約 90％を占めている。 
では、なぜディズニーランドはリピーター率が高いのだろうか。 
本論文ではディズニーランドにおけるリピーター率の高さについて追求する。 
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第一章 はじめに 

1－1  本研究の背景 
1983 年の東京ディズニーランド開園を皮切りに全国でテーマパークの開発計画が相次い

だ。その後、テーマパークの建設ラッシュは1990年～1992年にそのピークを迎え、その代表

的なものとしては、福岡県北九州市に開園したスペースワールド、東京都のサンリオピューロ

ランド、長崎県ハウステンボス、大阪府ユニバーサルスタジオジャパンが挙げられる。 
1983 年 4 月に開園し、毎年年間入場者数 1，000 万人以上を集客しているディズニーラン

ドは国内におけるテーマパークの歴史の始まりである。また、2001 年には東京ディズニーラ

ンドに隣接して 2 つ目のテーマパークとなる東京ディズニーシーが開園し、東京ディズニーリ

ゾートという規模に拡大した。これにより、その集客力はさらに高まるものと見られる。 
 

表 1－1： 1983 年以降に開園した主なテーマパーク 
開設年 テーマパーク名 

1983 東京ディズニーランド、北海道開拓の村 

 リトルワールド、（旧）長崎オランダ村 

1986 日光江戸村 

1989 グリュック王国 

1990 カナディアンワールド、登別マリンパークニクス 

 サンリオピューロランド、東京セサミプレイス 

 修繕時・虹の郷、スペースワールド、肥前夢街道 

1991 レオマワールド、サンリオハーモニーランド 

1992 ハウステンボス、登別中国庭園 天華園 

 登別伊達時代村 

1993 伊勢戦国時代村、新潟ロシア村 

 東武ワールドスクエア 

1994 志摩スペイン村 

1996 加賀百万石時代村、柏崎トルコ文化村 

 倉敷チボリ公園 

1997 ユニバーサルスタジオジャパン 

2001 東京ディズニーシー 

                出典：奥野一生 著  『日本のテーマパーク研究』 41 頁 
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1－2  研究の目的 
日本における初めてのテーマパークである東京ディズニーランドは 1983 年の開園以来、

年間入場者ランキングで 1 位となっており、2 位以下を大きく引き離している。 
その実績は世界でも認められているほどだ。 
この東京ディズニーランドを初め、成功しているテーマパークがある一方で、近年の不況の

ため経営不振や休園、廃園になってしまっているテーマパークもある。成功しているテーマパ

ークと失敗してしまったテーマパークの違いは何だろうか。その要因として明確なテーマ、追

加投資、立地条件だとしばしば取り上げられるが、本論文では最も大きな要因にリピーターを

考える。実際東京ディズニーランドの入場者数はリピーターが全体の約 90％を占めている。 
では、なぜディズニーランドはリピーター率が高いのだろうか。 
本論文ではリピーターという概念を明確にし、ディズニーランドにおけるリピーター率の高さ

について追求する。 
 
 

1－3  本論文の構成 
第一章 はじめに・・・・・・本研究の背景、目的を明らかにする。 
第二章 先行研究･･･・・・2－1：テーマパークについて調べ、ディズニーリゾートがテーマ 

パークの代表と考えられる根拠を述べる。 
2－2：東京ディズニーリゾートの現状を見た上でその成功要因を 
検証する。 
2－3：リピーターの概念や基本原則を述べる。東京ディズニーランド 
のリピーター現状を見て、アンケートを実施する。 

第三章 調査･････････・ディズニーランドのおける入場者数の減少年を取り上げ、その要因 
               を明らかにする。また、リピート率の高さとの関連性を調べる。 
第四章 考察･････････・第三章より分かることをまとめる。 
第五章 まとめ 
第六章 今後の課題 
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第二章 先行研究 

 
2－1 テーマパークについて 

2－1－（1） テーマパークの概念 
在来の一般的な遊園地がテーマパークの影響を受けて独自のテーマを打ちだそうとする

面があり、遊園地とテーマパークの両者が接近する傾向にある。また、テーマパークには遊

園地的要素があるため、近年テーマパークを遊園地の一種とする見方が強まっている。 
そこで第一に検討することは在来遊園地との区別である。 
テーマパークは図2．1のように設定することができるが、ここではゲームセンター・温泉・映

画村などの映画のセットを利用したもの、博物館・観光牧場・水族館・レジャープール等のス

ポーツ施設を中心とするものについては規模が比較的小さいこと、施設の作りがしっかりして

いないこと、テーマの独自性が乏しいことなどから、本論文では「テーマパーク」には含めない

ことにする。 
よって本研究のテーマパークは当初から極めて明確なテーマを設定し、施設・運営もその

テーマに基づいていること、非日常的であるこという定義に基づくものと考える。 
 
 図 2－1： テーマパークの類型 
                                キャラクタ ・・・・・・・東京ディズニーランド 

                                メルヘン・・・・・・・・・・ハーモニーランド 

                                外国・・・・・・・・・・・・・倉敷チボリ公園、志摩スペイン村 

                                             外国・歴史/街・・・・・ハウステンボス 

                                             化学・産業・・・・・・・スペースワールド 

                                              外国・世界/建物・・・東武ワールドスクエア 

〈博物館〉        歴史・時代/建物・・・博物館明治村 

                

〈観光牧場〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ニュージーランド村 

        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ブルーメの丘 

 

〈レジャープール〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・シーガイア・オーシャンドーム 

 

 

〈アミューズメント施設〉・・・・・・・・・・・・・・・・セガ・ジョイポリス 

               ・・・・・・・・・・・・・・・ナムコ・ナンジャタウン 

 
                         出所： レジャー産業の経営動向 209 頁 

                          （通商産業大臣官房制作評価広報課編「通算ジャーナル」） 

エンターテインメント 

パーク 

テ
ー
マ
パ
ー
ク 

ウォーターパーク 

ミュージアムパーク 

ファームパーク 
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2－1－（2） テーマパーク開設の影響 
 表 2－1 はテーマパークが開設されたことによって、その市町村地区の観光入込客数がど

の程度増加したのかを示したもので、過去の観光客数から見ると、飛躍的な増加率を示す例

がある。 
特に東京ディズニーランドの位置する、千葉県東葛飾地区観光入込客数の千葉県総観光

入込客数に占める比率は、東京ディズニーランド開設前年の1982年においては20％を占め

るに過ぎなかったが、開設年の 1983年には 28％を占めて千葉県第一位の観光地となり、開

設 5 年後の 1987 年には 31％を占め、以後、千葉県総観光入込客の約 3分の 1 を占める地

区となっている。 
また、伊勢戦国時代村・志摩スペイン村の位置する三重県伊勢市の観光客数は 1973 年

から 1992 年の 20 年間においては 1248～1444 万人で、三重県総観光客数の約 30％を占

める三重県第1位の観光地である。伊勢戦国時代村が開設された 1993年には 1508万人と

初めて 1500 万人を越え、志摩スペイン村が開設された 1994 年には 1954 万人を記録し、三

重県の観光客数の約 40％を占める地区となった。しかし、実際にはそれをピークにその後は

減少し、1999 年には 1081 万人まで減少、三重県における比率も 24％にまで減少したという

事実もある。 
開設から数年後に観光客が減少してしまうテーマパークもあるが、やはりどのテーマパー

クを見ても、開設後の増加率が飛躍的であることが分かるだろう。以上のように、テーマパー

ク開設は日本の観光動向に変革をもたらしたといえる。 
 

表 2－1：テーマパーク開設前後における所在都道府県市町村地区の観光入込客の変化 
テーマパーク・道県市町地区 開設前年 開設年 前年度比 

東京ディズニーランド 1425 万人 2337 万人 164% 
（千葉県東葛飾地区）    

志摩スペイン村 1508 万人 1954 万人 130% 
（三重県伊勢志摩）    

伊勢戦国時代村 1361 万人 1508 万人 111% 
（三重県伊勢志摩）    

ハウステンボス 309 万人 582 万人 188% 
（長崎県佐世保市）    

グリュック王国 160 万人 230 万人 144% 
（北海道帯広市）    

ハーモニーランド 28 万人 120 万人 429% 
（大分県日出町）    

 
出典：奥野一生 著  『日本のテーマパーク研究』 32 頁 
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2－1－（3） テーマパークにおける経営状況 
表 2－2： 2007 年、2008 年におけるテーマパーク収入高合計 （単位：百万円） 

2007 年 2008 年 前年比 

648,469 640,913 ▲1．2 

出所：帝国データバンクホームページ 『遊園地・テーマパーク経営業者 112 社の実態調査』 

 
 表 2－2 より、2008 年における全国のテーマパークの収入高合計は、6409 億 1300 万円と

なり、前年比 1．2％の減少となった。 
 

表 2－3： 2007 年、2008 年の収入高比較 
  2007 年 2008 年  

  社数 構成比（％） 社数 構成比（％） 前年比 

増収 47 42.0 39 34.8    ▲17.0 

減収 41 36.6 56 50.0 36.6 

横ばい 21 18.8 17 17.0    ▲19.0 

未群 3 2.7 － － － 

計 112 100.0 112 100.0 － 

※2007 年の「未群」は、2006 年の業績が不明なため比較出来ないもの 

出所：帝国データバンクホームページ 『遊園地・テーマパーク経営業者 112 社の実態調査』 

 

表 2－3 より、2008 年増収企業は前期比 17．0％減の 39 社（構成比 34．8％）、減収企

業は同 36．6％増の 56社（同 50．0％）、横ばい企業は同 19．0％減の 17社（同 15．2％）

となった。 
 
表 2－4： 2008 年収入高規模別伸び率 

出所：帝国データバンクホームページ 『遊園地・テーマパーク経営業者 112 社の実態』 

 

収入高規模 社数    伸び率（％） 

  増収 減収 横ばい  

500 億円以上 3 1 2 0    ▲0．7 

100 億円以上 500 億円未満 6 2 4 0    ▲0．4 

50 億円以上 100 億円未満 7 2 5 0    ▲6．5 

30 億円以上 50 億円未満 8 3 5 0    ▲14.0 

10 億円以上 30 億円未満 19 11 7 1 3.8 

1 億円以上 10 億円未満 58 18 28 12 0.3 

1 億円未満 11 2 5 4    ▲5．3 
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 表 2－4 より収入高規模別では収入高規模「10 億円以上 30 億円未満」以外の全ての規模

において減収企業が増収企業を上回る結果であった。 
伸び率を見ると、「30 億円以上 50 億円未満」が 14．0％減、「50 億円以上 100 億円未満」

が 6．5％減と、中規模企業の悪化が目立つ。 
  

表 2－5： 遊園地・テーマパーク経営業者 2008 年収入高上位 5 社 
順位 商号 所在地 2007 年 2008 年   2009 年 

 （パーク名）  収入高 収入高 
前年比

（％） 

構成比

（％） 
収入高 

1 （株）オリエンタルランド 千葉県 284,528 282,525 ▲0．7 44.1 318,467 

 （東京ディズニーリゾート）       

2 （株）ユー・エスジェイ 大阪府 72,062 73,158 1.5 11.4 68,530 

 （ユニバーサル・スタジオ・ジャパン       

3 （株）東京ドーム 東京都 60,657 58,519 ▲3．5 9.1 59,893 

 （東京ドームシティ       

4 長島観光開発（株） 三重県 23,536 23,803 1.1 3.7 25,269 

 （ナガシマリゾート）       

5 ハウステンボス（株） 長崎県 17,500 18,400 5.1 2.9 15,400 

 （ハウステンボス）       

出所：帝国データバンクホームページ 『遊園地・テーマパーク経営業者 112 社の実態』 

表 2－5 は遊園地・テーマパークの収入高とその構成比を見たものである。 
 

◎1 位 東京ディズニーリゾートを経営する(株)オリエンタルランド。 
2008 年はディズニーシー開園 5 周年であったことやパレード中の事故なども影響し、年収

入高は前年比 0．7％減の 2825 億 2500 万円(構成比 44．1％)となった。2009 年は東京ディ

ズニーランドホテル、シルク・ドゥ・ソレイユ シアター東京のオープンなどの影響で年収入高

は前年比 12．7％増の 3184 億 6700 万円と過去最高に達した。 
 
◎2 位 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを経営する(株)ユー・エス・ジェイ。 

2008 年は入場者数が前年比 0．7％減の 864 万人となったものの、年間パスやアトラクシ

ョン優先入場券の販売が好調であったことから、年収入高は前年比 1．5％増の 731 億 5800
万円(構成比 11．4％)となった。翌 2009 年は円高による海外観光客減少の影響を受け、入

場者数は前年比 5．8％減の 813 万 8000 人、年収入高も前年比 6．3％減の 685 億 3000
万円となった。 
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◎3 位 東京ドームシティを経営(株)東京ドーム。 
2008 年は東京ドームでのプロ野球特別イベントの減少や東京ドームシティ アトラクション

ズへの入場者数の伸び悩みから年収高は前年比 3．5％減の 585 億 1900 万円(構成比 9．
1％)だった。2009 年は新複合施設のオープンや東京ドームで行われたメジャーリーグ関連

の試合、クライマックスシリーズ、日本シリーズの開催が影響し年収入高は前年比 2．3％増

の 598 億 9300 万円となった。 
 

以上より、1 位の(株)オリエンタルランドの収入高が抜きんでていること、そして 1～3 位の

企業で収入高合計の約 3 分の 2 を占めることが分かる。 
 
表 2－6： 2008 年所在地別収入高比較   (単位：百万円) 
順位 所在地 社数 収入高 構成比(％) 

1 千葉県 3 287,100 44.8 

2 大阪府 6 88,498 13.8 

3 東京都 9 87,776 13.7 

4 三重県 4 38,353 6.0 

5 北海道 6 19,346 3.0 

出所：帝国データバンクホームページ 

『遊園地・テーマパーク経営業者 112 社の実態』 

 
 表 2－6 より、所在地別収入高 1位は千葉県で 2871 億円(構成比 44．8％)。そのうち、(株)
オリエンタルランドの収入高は 98．4％とほぼすべてを占めている。 
 2位～5位もまた(株)ユー・エス・ジェ(大阪府)や(株)東京ドーム(東京都)など、有名テーマパ

ークの収入高が所在地全体の収入高に影響している。 
以上のデータより、収入高上位 3 社が全体の収入高合計の約 3 分の 2 を占め、残りの市

場を 109 社で分け合っていることが分かる。 
収入高上位企業の特徴は①リピーターが多い、②人口が集中する大都市圏にある、など

が挙げられる。 
景気の回復の兆しが乏しい中、家庭では引き続きレジャー消費を切り詰めており、新規開

拓よりも、お気に入りの遊園地やテーマパークに再び足を運ぶ傾向が見られる。今後はリピ

ーター数の差によって業績格差がさらに広がることは言うまでもない。 
消費者の興味を刺激するような独自性の追求によるリピーターの確保がテーマパーク経営

企業の生き残りのカギとなる。 
 
2－1 にてテーマパーク全体を見てきたが、様々なデータより東京ディズニーリゾートが現

在のテーマパークに大きく影響を与え、一人勝ち状態であることが分かる。テーマパークの代

表と言っても過言ではない。 



 15 

2－2 東京ディズニーリゾートについて 
  2－2－(1) 東京ディズニーリゾートの施設概要 
 東京ディズニーリゾートには東京ディズニーランと東京ディズニーシーの 2 つのテーマパー

クがある。そして、３つのディズニーホテル、複合商業施設のイクスピアリ、ディズニーリゾート

ラインにより構成されている。 
 
 ★東京ディズニーランド 

世代を超え、国境を越え、あらゆる人々が共通の体験を通してともに笑い、驚き、発見し、

そして楽しむことのできる世界。 
ディズニーランドは「人々に幸福を与える場所、おとなも子供も、ともに生命の驚異や冒険

を体験し、楽しい思い出をつくってもらえるような場所であってほしい」というウォルトディズニ

ーの言葉が基本におかれている。それまでの、子供のためのアミューズメントパーク（遊園

地）とは全く異なった、新しい“テーマパーク”として 1983年 4月 15日に開園した東京ディズニ

ーランドも、その理念を受け継いでおり、夢と魔法の国をテーマとしている。 
 
 ★東京ディズニーシー 

2001 年 9 月 4 日に開園した東京ディズニーシーは、海にまつわる物語や伝説を体験でき

るテーマパークである。東京ディズニーランドに隣接し、東京湾に面した場所に位置する東京

ディズニーシーは冒険とロマンス、発見と楽しさにあふれるイマジネーションに富んだ新しい

世界である。またテーマ性を持ったパーク一体型のホテルとなる東京ディズニーシー・ホテル

ミラコスタがパークのエントランスに位置していることも大きな特徴である。 
  
 

2－2－(2) 東京ディズニーリゾートの入場者数 
表 2－7： テーマパークの年間入場者数(2008 年 3 月期) 
順位 テーマパーク名 入場者数(千人) 所在地 開業年 

1 東京ディズニーランド東京ディズニーシー 25,424 千葉県 1983・2001 

2 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 8,540 大阪府 2001 

3 ハウステンボス 2,190 長崎県 1992 

4 ナムコ・ナンジャタウン 2,161 東京都 1996 

5 志摩スペイン村 1,579 三重県 1994 

出所： オリエンタルランド公式ホームページ『業界動向』 

 表 2－7 より東京ディズニーリゾートの入場者数が 2 位のユニバーサル・スタジオ・ジャパン

の入場者数の約 4 倍と大きく引き離し、毎年多くの人々が訪れていることが分かる。 
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 図 2－2： 東京ディズニーリゾート年度別来園者数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所： オリエンタルランド公式ホームページ 

 
図 2－2 より 1983 年の開園から 15 年間一貫してディズニーランドの入場者は増え続け、

1996 年には約 1，700 万人を越えるようになった。また、2002 年 11 月 8 日には開園してか

らの総入場者数が 3 億人を越えた。2001 年に東京ディズニーシーが開園してからは懸念さ

れていた入場者数の奪い合いが起きることはなく、毎年約 2，500 万人もの人が訪れている。 
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2008 年には東京ディズニーリゾート 25th アニバーサリーも好評だったため過去最高 2，
722 万人を達成した。 

 
 
2－2－(3) 3 つの成功要因  

テーマパークの成功要因として①テーマの明確性 ②立地条件 ③追加投資があると筆

者は考える。その条件をディズニーリゾートはどのように満たしているのか見ていきたいと

思う。 
① テーマの明確性 
 テーマ性はテーマパークに入場者を呼び込む最大の要因である。テーマが魅力的で入

場者の共感を呼ぶものである必要がある。 
しかし特定の国をテーマにした外国村のようにテーマを狭い範囲に限定すると、かえって

イメージが予測しやすくなってしまい、入場者は満足せず、その魅力が薄れてしまうのであ

る。 
一方、東京ディズニーランドのテーマは『夢と魔法の国』、東京ディズニーシーのテーマ

は『冒険とイマジネーションの海へ』と誰にでも分かりやすいコンセプト、テーマ設定になっ

ている。この両者ともが『ディズニー映画の世界観(テーマ)で統一されたパーク』というイメ

ージを雄弁に語り、人々の期待感を膨らませた。その結果、ディズニーファンだけでなく、よ

り多くの人々の欲求が刺激され「行ってみたい」という思いが増幅されているのである。 
 
② 立地条件 
 立地条件は入場者や売り上げに大きな影響が出てくる重大な課題となる。しかし、よい立

地というのは一等地とは限らない。一等地は、地代や家賃が高くなってしまい、コストが高く

なるため、採算が合わないということもある。 
 東京ディズニーランドは千葉県浦安市の臨海地帯にある。東京ディズニーランドのように

埋立地の場合、道路や鉄道なども同時に開発される。その施設に都合に合わせて作られ

るのである。図2－3より、ディズニーランドの入場者は関東地方の入場者が全体の約7割

を占めていることが分かる。東京ディズニーランドの片道 2～3 時間圏内の人口は約 4，
200 万人とされ、年間入場者数 2，500 万人を誇る理由の 1 つに周辺人口が大きな影響を

与えていると考えられる。またアクセス面でも、東京都心から電車で 15 分、成田空港や羽

田空港からバスで約 50～60 分と便利な場所に位置している。そのため遠方や海外からも

訪れることが出来る。駐車場も約 20，00 台と多く車、バスを使っての来園も多い。このよう

に様々な手段で来園できる立地となっている。 
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③ 追加投資 
   東京ディズニーランドの入場者数が毎年増え続け、その数が世界でも第 1 位を誇ってい

る 1 つの要因として、長期視点に立った追加投資がある。東京ディズニーランドは毎年、必 
ず新しいアトラクションやパレードなどの導入を行っている。オープン時の規模は、アトラク 
ションが 32、レストランなどの飲食施設が 29、グッズ販売などの商品施設が 39 あった。だ

が現在はアトラクション 41、飲食施設 54、商品施設 55(東京ディズニーシーは含まない)に
なっている。単に増やしたのではなく、絶えざるリニューアルである。「一度見てしまえばもう

OK、二度と来る必要はない」と思われてしまうことのないように積極的に追加投資を行っ

てきた。実際にオープン後の 18 年間で行った追加投資は約 1，800 億円にも達する。 
   一度東京ディズニーランドに来たものの、しばらく遠ざかっていた人々は再訪すると目を

丸くする。以前来たときとはまったく違うアトラクションが増えているからである。最初からフ

ルメニューにするのではなく、将来を見越して追加メニューを用意しておくことが日本一の

テーマパークを経営しているオリエンタルランドの優れたノウハウなのだ。 
その結果、何度も行っても飽きない、また訪れたいと繰り返し来園するリピーターが増え

続けているという事実に繋がっている。 
 

 
図 2－3：ディズニーリゾート入場者地域別比率 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所： オリエンタルランド公式ホームページ 

 
2－1、2－2 からも分かるように『リピーター』の存在がディズニーランドの成功に一番大

きく影響していることが分かる。 
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2－3 リピーターについて 
2－3－(1) リピーターとは何か 

 志澤(2008)によれば、リピーターの根本的な概念は 
・何度も利用してくださるお客様 
・何度も購入してくださるお客様 
・目的をもってわざわざ(その施設や店)をめざして来てくださるお客様 
・来店した時点でお財布の口をあけてくださるお客様 

である。 
 

リピーターとは「何度も利用して(購入して)くださるお客様」という単に1つの側面で語られる

のではない。 
志澤(2008)によると、リピーターは「ついで」のお客様や「何となく」のお客様ではなく、「わ

ざわざ」足を運んでくださるお客様であり、しかも完全に目的を持って、その店（施設、商品、

サービス）を求めてやって来てくださるお客様だという。 
 「東京ディズニーランドが好きだ！」「東京ディズニーランドが自分に合っている！」「東京デ

ィズニーランドは期待を裏切らない！」というお客様がリピーターなのである。 
リピーターとそのお店、施設、商品、サービスの間には、どの同業他社よりも強くて太くて、

近いパイプが存在する。リピーターを数多く獲得しているということは、競争なき勝利を手にし

ているということである。 
 
 2－3－(2) リピーターの基本原則 
  志澤(2008)によれば、人は『事前期待＜実績評価』となった時満足を感じ、「もう一度味わ

いたい」と思うようになる。いわゆる『事前期待＜実績評価』がリピートの必要条件なのであ

る。 
『事前期待』・・・・・お客がこれから購入しよう(利用しよう)としている商品やサービスに対する

期待のこと。 
『実績評価』・・・・・手に入れたり、体験したりした商品やサービスなどについて、どのように感

じ、評価(満足・不満足)したかということ。 
 よって以下のことが言える。 
・事前期待＞実績評価の場合・・・お客は「不満足」で「損をした」と感じる。 
・事前期待＝実績評価の場合・・・「そこそこの商品やサービス」ということで機会に応じて使

用する。 
・事前期待＜実績評価の場合・・・お客は「満足感」を覚え、次回の購入機会にもその商品・サ

ービスを優先的に選ぶ。 
 一度訪れた人がリピート意向をもつのは「評価が期待を上回った」場合のみであるため、お

客と継続的・永続的な関係を築くための第一歩として『大きな事前期待＜それを越える実績

評価』＝『特別満足』を実現することが必要である。 
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 2－3－(3) リピーターを生み出す 5 つの力 
 志澤(2008)は、リピーター戦略の具体化において ①商品の力 ②場の力 ③人の力 ④

仕掛けの力 ⑤情報の力 という 5 つの力を柱にするべきと考えている。 
 
① 商品の力 
 商品が高い品質や機能性、その他の“こだわり”を持っていればいるほど、客は期待を持つ

ことが出来る。客は商品の持つ期待の発生力によって「期待→満足→期待→・・・」のサイク

ルを確立する。その結果リピーターが増えるのである。そしてこの力を持つ商品が“ブランド”

と呼ばれる。一般的に“ブランド”とは「他と差別するためのネーム、ロゴ」と解釈されているが、

一番大切なことは「その商品を特別なもの」と感じさせることである。つまり、そのブランド自体

が持っているイメージや物語の力ということだ。 
 東京ディズニーランドには、ウォルト・ディズニーとその仲間たちが創り出し、その後のクリエ

ーターたちが受け継ぎ、広げた膨大なイメージと物語が込められている。そして、「夢と魔法の

国」というコンセプトにそったイマジネーションとファンタジーに彩られた世界が広がっているの

だ。創り出されている世界観も、建物やインテリアも、パークを動かしている人の気配りも、訪

れる人の期待や思いも、ブランドではないその他の遊園地とは全然違う。それは東京ディズ

ニーランドがブランドであるために必要な条件であり、またブランドであるからこそ達成できる

成果だと言える。 
  
② 場の力 
 場の力とは会社やお店が客に伝えたいことを、その空間や環境から伝えていくこと。 
 客はその場から受けた印象を記憶の中にしっかり位置づけ、次回利用の時に、選択要素と

して重要な役割を果たす。 
 客がその場を気に入って、必要性や決断はなくても「とりあえず好きだから行ってみよう」と

いうことで来店した時、場の力が使われているのである。 
 ディズニーの場の力は「ハレの場である」とよく言われる。つまり「非日常空間」ということだ。

建物・広場・道・・・・すべてが楽しくポジティブに創られている。 
 人間が創ったもので、これほど大きな空間のすべての要素を「ハレの場」としてトータルに演

出し、構成したものはなかったのではないか。ディズニーリゾートは非常に意図的に創り上げ

られた特別な場だと言える。東京ディズニーランド、東京ディズニーシーの施設はそれぞれテ

ーマに基づいて創られ、そのテーマ性を表現するために雰囲気を大切にしている。 
「アトラクションでゲストは興奮や感動を感じる。→興奮や感動が残っている間に同じテーマ

のショップやレストランに誘引。＝その気分を追体験できるプラスαの提案(おみやげ、食事な

ど)」 
 雰囲気にこだわるというのは「・・・らしくする」ということであり、目に見えない雰囲気を作り出

す演出、小道具、登場人物などにもテーマの一貫性をもたせ、こだわることが場の力を高め

ている。その場を「とても好き」「非常に心地よい」と感じた時、客はリピートする。 
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つまり感情的に高い評価を得ることがリピート率に大きく影響する。東京ディズニーリゾート

があれだけ広い敷地に、あれだけ多くの施設をもっていながら、求めているものは施設の評

価ではなく、どんな体験をしたかの評価なのである。 
 場の力によって客に新鮮な感動を与え、その後もリピートしてもらうためには建物や店舗を

造ることを目的にするのではなく、客に味わってもらいたい“体験”を提供することを目的にし

なければならない。 
 
③ 人の力 
 客にリピートしてもらうためにはまず、“親しさ”が必要である。つまり、ゲストとキャストとの

距離が近く、接触の頻度が高く、そしてコミュニケーションが親密に行えているということがリ

ピート利用の必要条件になるのだ。コミュニケーションのイメージとして「心と心のキャッチボ

ール」が抱かれる。心と心のキャッチボールを思い浮かべると色々なパターンがある。ここで

も場の力同様、「雰囲気」が重要である。人の力にも雰囲気があるからである。客にとって「好

ましい感じ」「頼れる感じ」「話しやすい感じ」・・・・そんな雰囲気を身体中から発している人に

対して、客は何の迷いもなくボールをひょいと投げることができる。“人”が創り出す体験は強

い力を持っているのだ。 
 東京ディズニーリゾートで働いているキャストについて「親切だ」「感じがいい」「話しやすい」

というような評価がある。キャストはなぜ親切にできるのか。 
 働く者をも魅了するパークの素晴らしさにモチベーションが上がる部分もあるが、「ディズニ

ーのキャストとして働いている」という自分自身の中で感じる満足と使命感なども大いに関係

している。キャストはディズニーランドという巨大なステージの上で、シナリオ通りに劇を演じつ

つも、ゲスト次第ではアドリブを利かせて笑いをとったりする。そんな出会いを演出する大切

な存在なのである。 
 キャストにも求められているのは「脇役」的な存在ではなく、ゲストが主役としての自分をま

っとうできるように最大限のサポートをする｢ベスト・パートナー｣としての存在であると言える。 
 ゲストとキャストという 2つの立場をテーマショーでごく自然に取り込み、そこにしかない体験

を味わってもらう・・・これは、人を楽しませるプロ中のプロであるウォルト・ディズニーにしか編

み出せなかった手法なのである。 
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④ 仕掛けの力 
 「商品」「場」「人」を充実させることのよってリピーターづくりの基本形は整うが、それらを機

能させ、連携させていくための「仕掛けの力」が加わると、リピート化はより強化される。 
東京ディズニーリゾートの仕掛けを解き明かし、リピーター戦略にどのように連携している

かを見ていく。 
ゲストの心に“スイッチ”を入れる仕掛けとして『アニバーサリー・イベント』があげられる。東

京ディズニーリゾートの『アニバーサリー・イベント』は開園 1周年を別にして、5周年、10周年

というように基本的に 5 年単位で行われている。そのイベントについての考え方は、一般の遊

園地のアニバーサリー・イベントとはかなり違う。一般の遊園地のアニバーサリー・イベントは

それをきっかけに「大いに集客したい」という目的に基づいている。 
しかし、東京ディズニーリゾートではアニバーサリー・イベントを施設だけの記念行事ではな

く、『世の中にとってニュース性のある出来事』に位置付けることに成功している。それによっ

てテレビをはじめとするメディアに取り上げられ、全国的に話題を振りまくことができる。 
東京ディズニーリゾートの「仕掛け」は、リピーターであるゲストに「リピートの口実をつくる」

というものである。「こんなイベントが始まるんだ。やっぱり行っておかないと・・・」と、ゲストは

イベントをきっかけにして自分の中の「ディズニーに行こう」というスイッチを入れる。これは、し

ばらく訪問をしていなかったゲスト、つまりリピーターから後退してしまいそうなゲストを「再び

リピートのサイクルに連れ戻す」という効果をももっている。 
 
⑤ 情報の力 
 「商品」「場」「人」「仕掛け」という「内なる力」を社会・人を結びつけるのが情報の力である。

情報の力が働かない限り、いくら良いものを持っていても宝の持ち腐れに終わってしまう。 
人を引きつけ、リピートを促進するために、私たちがうまく使いこなさなければならない力が情

報の力なのである。 
 東京ディズニーランドもこの情報の力を上手に活用して、今のそのポジションを確立したの

である。開業のその日からパークに 26，000 人もの入りきれないほどのゲストを集めることに

成功した。もし、情報の力が足りなかったら、当時 1，800 億円を越える投資をしたパークだと

しても全国的な認知度を獲得できず、やがて活気を失っていただろう。 
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 2－3－(4) ディズニーランドのリピーター現状 
 「東京ディズニーランドがどれほど人々に受け入れられたかを如実に示しているデータは、

リピート率である。一度東京ディズニーランドに来られたゲストは、実に 90％以上が再び訪れ

る。このリピート率の高さこそ、東京ディズニーランドを国内のほかのテーマパークと隔ててい

る一線であろう。」とオリエンタルランドの現会長である加賀見(2003)は言う。 
 事実、年間入場者数が約 2，500 万人である東京ディズニーリゾートは、初めて訪れる入場

者は 5％以下であり、95％以上はリピーターである。そのうち 10 回以上のリピーター50％に

も上る。 
 

   図 2－4： 東京ディズニーランドへの来園回数比率 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000

1999

1998

1997

初めて
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10～29回

30回以上

 
栗田(2001)より筆者作成 

 
 
 2－3－(5) リピート率に関するアンケート 

なぜこんなにリピート率が高いのか。東京ディズニーランドを訪れている人に「なぜ、行きた

いと思うのか。」と実際に聞いてみた。 
このデータは、2009 年 12 月 10 日、筆者が東京ディズニーランドに出掛けた際、訪れてい

た人々に『ディズニーランドの魅力』について聞いたものである。対象は男性 28 名、女性 22
名、合計 50 名である。 

以下はその結果を 2－3－(3)でみた 5 つの力別に分けたものである。 
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＜結果＞ 
① 商品の力  
性別 回答 

男性 ・アトラクションを一回では乗り切れないから。 

 ・ディズニーランドにしかないものがあるから。 

 ・アトラクションが楽しいから。 

 ・ポップコーンが美味しいから。 

 ・普段見ることがない形の建物をみることが出来る。 

 ・キャラクターの構図にインパクトがあるから。 

 ・ディズニーの絶叫が好き。(アトラクション) 
 ・他の遊園地より断然楽しいから。 

 ・アトラクションの種類も様々で毎回違う楽しさがある。 

 ・遠出してデート行くとなったらディズニーランドしかないから。 

女性 ・キャラクターが可愛いから。 

 ・パレード、人がいっぱいいるのもおもしろい。 

 ・ミッキーがかわいい。 

 ・キャラクターの印象がすごく強いから。 

 ・ディズニーランド内でキャラクターを探す楽しさがあるから。 

 ・隠れミッキーを見つけるのが楽しいから。 

 ・キャラクターが多いから。 

 ・キャラクターも完全にキャラクターと認識されている。 

 ・キャラクターが可愛い。 

 ・アトラクションが一回では回りきれないから。 

 ・可愛いものがたくさんあるから。 

 ・友達に誘われるから。 

 (食べ物がキャラクターの形・容器が可愛いから 

 ・友達に誘われるから。 
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② 場の力 
性別 回答 

男性 ・現実逃避できるから。 

 ・遠くにあるから行きたくなる。 

 ・普段の生活とはかけ離れた夢の世界のようなところに行くことが出来るから。 

 ・夢の国だから。 

 ・一日中いても楽しめるから。 

 ・夢に浸りたいと思うから。 

 ・何回行っても新しい発見があり、飽きないから。 

 ・ディズニーランド全てが夢の世界だから。 

 ・大人でも子供に戻ることができる。 

 ・一歩足を入れた瞬間世俗から切り離され、夢の中にいるような錯覚に陥るから。 

 ・何かに引きつけられる。 

女性 ・何回行っても楽しいから。 

 ・ディズニーへ一回行っただけでは、“遊びきった!”と思えないから。 

 ・楽しい思い出があるから。 

 
 
③ 人の力 
性別 回答 

男性 ・キャストの人柄。 

女性 ・スタッフの人がいつも笑顔ですごく嬉しい気分になるから。 

 
 

④ 仕掛けの力 
性別 回答 

男性 ・季節限定が多いから。 

 ・新しいものが増えるから。 

女性 ・新しいアトラクションができるから。 

 ・季節によってイベントとかが違うから。 

 ・新しいアトラクションが次々できるから。 

 ・イベントが楽しいから。 
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⑤ 情報の力  
性別 回答 

男性 ・世界でも有名で、楽しい。 

 ・アトラクションをファストパスで予約ができるから。 

女性 ・ホテルがあり、何日も続けていくことができる。 

 
 
以上より、人によりディズニーランドの魅力は違うが、その魅力の多さがリピート率の高さを

物語っている。 
 男性では、アトラクションや場の雰囲気に魅力を感じる人、女性ではキャラクターやイベント

に魅力を感じている人が多いことが分かる。 
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第三章 調査 

 第 2章でみたように東京ディズニーリゾートにはゲストに「是非また行きたい」と思わせるたく

さんの魅力があり、そのことがリピート率の高さを物語っている。その中でも本章では『仕掛け

の力』に注目していく。ディズニーランドがどのようなプロモーションをしているのか、そしてそ

れが入場者数に影響しているのか見る。 
 
 3－1 毎年恒例のイベント 
 表 3－1： 上半期イベント 

月 イベント名 

◆4 月～6 月 ・スペシャルイベント(年によって内容が異なる) 

◆7 月～8 月 ・七夕イベント 

 ・夏季夜間イベント 

 ・クール・ザ・ビート 

◆9 月～10 月 ・ディズニー・ハロウィーン 

オリエンタルランドホームページより作成 

          
 表 3－2： 下半期イベント 

月 イベント名 

◆10 月 ・ディズニー・ハロウィーン 

◆11月～12月 ・クリスマス・ファンタジー 

◆12/31～1/1 ・カウントダウン 

◆1/1～1/8 ・ニューイヤーズ・ホリデー 

オリエンタルランドホームページより作成 

※アニバーサリーの年は前年度の 4 月 15 日から次年度の 4 月 14 日まで一年かけて盛大

なアニバーサリー・イベントが行われる。 
          
表 3－1 と表 3－2 より、上半期・下半期を比較すると下半期に毎年定着した、集客力のあ

るイベントが集中している。 
図 3－1 より、ほとんどの年において上半期の方がより入場者数が多いことも分かる。 
毎年恒例のイベントにおいても、集客力に大いに影響を与えているのである。 
そこには、｢変わらない｣ということの安心感、いつ訪れても楽しませてくれる、感動させてくれ

るというディズニーランドへの信用があるからだろう。 
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図 3－1： 東京ディズニーランドリゾート半期別入場者数推移 
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3－2 東京ディズニーリゾート入場者数について 
 リピート率が高く、毎年数万人という入場者数を誇るディズニーランドも前年度比で比べると

入場者数が減少する年がある。そうした前年度比減少の原因は何なのだろうか。 
 

表 3－3： 東京ディズニーランドリゾート半期別入場者数 
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       ・・・・前年比がマイナス年 
オリエンタルランドホームページより作成 

 表 3－3 は各年度の半期別入場者数と前年度比を示したものである。 
入場者数前年度比がマイナスの年は 1986 年度(1987/3)、1992 年度(1993/3)、1994 年度

(1995/3)、1997 年度 (1998/3)、1999 年度 (2000/3)、2004 年度 (2005/3)、2005 年度

(2006/3)、2007 年度(2008/3)であったことが示される。しかし、図 3－1 から入場者数は増加

続けていることが分かる。 
入場者数前年度比がマイナスの年にどのようなイベントがあったのか、マイナス成長であ

ったことの要因を考え、逆に入場者が増え続けるのはなぜか検討する。 
ここで筆者は入場者数減少の原因を新規アトラクションの導入、アニバーサリー・イベント

などの『仕掛けの力』にあると考える。 
 

年度 
上半期

(人) 

下半期 

(人) 

合計 

(人) 

前年比

(％) 

1984/3 5,727 4,206 9,933   

1985/3 5,901 4,112 10,013 0．8 

1986/3 6,447 4,228 10,675 6．6 

1987/3 6,354 4,311 10,665 ▲0．1 

1988/3 6,720 5,255 11,975 12．3 

1989/3 7,367 6,015 13,382 11．8 

1990/3 7,839 6,913 14,752 10．2 

1991/3 8,579 7,297 15,876 7．6 

1992/3 8,658 7,481 16,139 1．7 

1993/3 8,244 7,571 15,815 ▲2．0 

1994/3 8,656 7,373 16,030 1．4 

1995/3 7,696 7,813 15,509 ▲3．2 

1996/3 8,865 8,121 16,966 9．5 

1997/3 8,820 8,547 17,368 2．2 

1998/3 8,425 8,261 16,686 ▲3．9 

1999/3 8,532 8,927 17,459 4．6 

2000/3 8,236 8,271 16,507 ▲5．5 

2001/3 7,979 9,321 15,300 4．8 

2002/3 9,299 12,748 22,047 27．4 

2003/3 11,955 12,865 24,820 12．6 

2004/3 12,307 13,166 25,473 2．6 

2005/3 12,029 12,992 25,021 ▲1．8 

2006/3 11,662 13,104 24,766 ▲1．0 

2007/3 12,044 13,772 25,816 4．2 

2008/3 12,170 13,254 25,424 ▲1．5 

2009/3 13,048 14,173 27,221 7．1 
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 3－3 入場者数減少の年の要因について 

3－3－(1) 主な新規アトラクションについて 
まず新規アトラクション導入について考える。特にディズニーランドでは長期視点に立った、

絶えざる新規導入を行っている。やはり、新しいアトラクション導入には話題性があり、多くの

人々がパーク内に足を運ぶきっかけを作るに違いない。 
表 3－2： 新規アトラクション導入の推移 

導入年 
導入アトラクション・ショー 

(東京ディズニーランド) 

導入アトラクション・ショー 

(東京ディズニーシー) 

◆1983 年 ☆東京ディズニーランドオープン   

◆1984 年     



 32 

◆1985 年 エレクトリカルパレード   

◆1986 年     

◆1987 年 ビッグサンダー・マウンテン   

◆1988 年 ☆東京ディズニーランド開園 5 周年   

◆1989 年 スターツアーズ   

◆1990 年     

◆1991 年     

◆1992 年 スプラッシュ・マウンテン   

◆1993 年 ☆東京ディズニーランド開園 10 周年   

◆1994 年     

◆1995 年 ディズニー・ファンティリュージョン   

◆1996 年 トゥーンタウン   

◆1997 年 ミクロアドベンチャー!   

◆1998 年 ☆東京ディズニーランド開園 15 周年   

◆1999 年     

◆2000 年 プーさんのハニーハント   

◆2001 年 エレクトリカルパレードドリームライツ ☆東京ディズニーシーオープン 

◆2002 年     

◆2003 年 ☆東京ディズニーランド開園 20 周年   

◆2004 年 バズ・ライトイヤーアストロプラスター ブラヴィッシーモ！ 

◆2005 年   レイジングスピリッツ 

◆2006 年   
☆東京ディズニーシー開園 5 周年 

タワー・オブ・テラー 

◆2007 年     

◆2008 年 ☆東京ディズニーリゾート 25 周年   

オリエンタルランドホームページより作成 

表 3－2より東京ディズニーランドもディズニーシーも少なくとも 2年に一度は新しいアトラク

ションやショーを導入していることが分かる。  は新規導入のない年を示している。 
 

 3－3－(2) 各年度イベントについて 
◎入場者数前年度比がプラスの年のイベント 
表 3－5： 1983 年度のイベント 

上半期 下半期 

☆東京ディズニーランドオープン ◆ハッピーバースデー・ミッキー 

◆ドナルドのバースデー ◆クリスマス・ファンタジー 

◆セレブレイト・アメリカ ◆ニューイヤーズ・ホリデー 
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◆ＡＬＬ ＴＨＡＴ ＪＡＺＺ ＩＮ ＴＤＬ   

 
 
表 3―6： 1984 年度のイベント 

上半期 下半期 

☆東京ディズニーランド 1ｔｈアニバーサリー ◆ハッピーバースデー・ミッキー 

◆ドナルドのバースデー ◆クリスマス・ファンタジー 

  ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

 
 
表 3－7： 1985 年度のイベント 

上半期 下半期 

☆エレクトリカルパレード ◆ワールド・フェスティバル 

◆ドナルドのバースデー ◆ハッピーバースデー・ミッキー 

◆ハッピーバースデー・ミッキー ◆クリスマス・ファンタジー 

  ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

  ◆アリスのスプリングフェスティバル 

 
 
表 3－8： 1987 年度のイベント 

上半期 下半期 

※ビッグサンダー・マウンテンの導入 ◆ＷＥ ＬＯＶＥ ミッキーマウス 

◆ドナルドのバースデー ◆クリスマス・ファンタジー 

  ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

  ◆ミニーのスプリングフェスティバル 

 
表 3－9： 1988 年度のイベント 

上半期 下半期 

☆東京ディズニーランド 5ｔｈアニバーサリー ◆ハッピーバースデー・ミッキー 

◆ドナルドのバースデー ◆クリスマス・ファンタジー 

  ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

 
 

表 3－10： 1989 年度のイベント 
上半期 下半期 

※スターツアーズ導入 ◆ミッキーのスペース・ファンタジー 
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◆アメリカン・オールディーズ ◆クリスマス・ファンタジー 

◆ドナルドのバースデー ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

 
 
表 3－11： 1990 年度のイベント 

上半期 下半期 

◆ドナルドのアメリカン・オールディーズ ◆ミッキーマウス・スポーツフェスティバル 

◆ドナルドのバースデー ◆クリスマス・ファンタジー 

◆ミッキーマウス・スポーツフェスティバル ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

 
 
表 3－12： 1991 年度のイベント 

上半期 下半期 

◆ドナルドのバースデー ◆ミッキーマウス・カーニバル 

◆ミッキーマウス・カーニバル ◆クリスマス・ファンタジー 

  ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

 
 
表 3－13： 1993 年度のイベント 

上半期 下半期 

☆東京ディズニーランド 10ｔｈアニバーサリー ◆ミッキーのハッピーバースデー 

☆ディズニー・ファンタジー・オン・パレード ◆10ｔｈクリスマス・ファンタジー 

☆10ｔｈアニバーサリー・スペクタキュラーショー ◆10ｔｈカウントダウンパーティー 

◆ドナルドのバースデー   

 
 
表 3－14： 1995 年度のイベント 

上半期 下半期 

☆サヨナラエレクトリカルパレード ◆クリスマス・ファンタジー 

☆ディズニー・ファンティリュージョン ◆カウントダウンパーティー 

◆ミッキーマニア ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

◆ドナルドのバースデー ◆ペコス・グーフィー西部を行く！ 

 
 
表 3－15： 1996 年度のイベント 

上半期 下半期 
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※トゥーンタウン導入 ◆クリスマス・ファンタジー 

◆ドナルドのバースデー ◆ミッキー・マウケストラ 

  ◆カウントダウンパーティー 

  ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

  ◆スノーホワイト・スプリング・ロマンス 

 
 
表 3－16： 1998 年度のイベント 

上半期 下半期 

☆東京ディズニーランド 15ｔｈアニバーサリー ◆15ｔｈアニバーサリー 3rd ＳＥＡＳＯＮ 

◆15ｔｈアニバーサリー 1ｓｔ ＳＥＡＳＯＮ ◆15ｔｈアニバーサリー 4ｔｈ ＳＥＡＳＯＮ 

◆15ｔｈアニバーサリー 2nd ＳＥＡＳＯＮ   

 
 
表 3－17： 2000 年度のイベント 

上半期 下半期 

※プーさんのハニーハント導入 ◆ディズニー・ハロウィーン 

◆Club Disney スーパーダンシン・マニア ◆クリスマス・ファンタジー 

  ◆カウントダウンパーティー 

  ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

 
 
 
 
 
 
表 3－18： 2001 年度のイベント 

上半期 下半期 

☆東京ディズニーシーオープン ☆ウォルトディズニー生誕 100 周年 

☆エレクトリカルパレードドリームライツ ◆ディズニー・ハロウィーン 

◆ディズニー・パーティーエクスプレス！ ◆ディズニーダンスパーティー 

◆ディズニー・スターフェスティバル ◆クリスマス・ファンタジー 

  ◆カウントダウンパーティー 

  ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

 
 
 表 3－19： 2002 年度のイベント 
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上半期 下半期 

◆Ｄポップマジック！ ◆ディズニー・ハロウィーン 

◆ディズニー・スターフェスティバル ◆クリスマス・ファンタジー 

◆ドナルドのスーパースプラッシュ ◆カウントダウンパーティー 

  ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

 
 
 表 3－20： 2003 年度のイベント 

上半期 下半期 

☆東京ディズニーランド 20ｔｈアニバーサリー ☆20 周年記念クリスマス・ファンタジー 

☆ディズニー・ドリーム・オン・パレード ◆カウントダウンパーティー 

☆20 周年記念キャッスルショー ☆20 周年記念ニューイヤーズ・ホリデー 

☆20 周年記念ブレイジング・リズム ☆20 周年記念リメンバー・ザ・ドリーム 

◆ディズニー・スターフェスティバル   

 
 
 表 3－21： 2006 年度のイベント 

上半期 下半期 

☆東京ディズニーシー5ｔｈアニバーサリー ◆ディズニー・ハロウィーン 

◆リロ＆スティッチのフリフリ大騒動 ◆クリスマス・ファンタジー 

  ◆カウントダウンパーティー 

  ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

  ◆シンデレラブレーション 

  ◆ＴＤＬスペシャルナイトＣＬＵＢ ＤＩＳＮＥＹ 

  
表 3－22： 2008 年度のイベント 

上半期 下半期 

☆東京ディズニーランド 25ｔｈアニバーサリー ◆ディズニー・ハロウィーン 

☆25 周年記念ディズニーキッズ ◆クリスマス・ファンタジー 

  サマーアドベンチャー ◆カウントダウンパーティー 

◆スターライトドリームス   

表 3－5～表 3－22 はオリエンタルランドホームページより作成 
 
  
☆はパークオープン、アニバーサリー・イベントが行われたことを示す。 
※新規アトラクションの導入があったことを示す。 
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以上より、入場者数前年度比プラスの年は、ほとんどの場合、ディズニーランドが新しい

変化を遂げた時であると分かる。 
 

 
◎ 入場者数前年度比がマイナスの年のイベント 
表 3－23： 1986 年度のイベント  

上半期 下半期 

◆フェスティバル・アメリカ ◆ワールド・フェスティバル 

◆ドナルドダックの冒険 ◆WE LOVE ミッキーマウス 

◆ドナルドのバースデー ◆クリスマス・ファンタジー 

◆シンデレラ城の謎 ◆ニューイヤーズ・イブ・パーティー 

◆スーパースターライト ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

◆シニアデー ◆ミニーのスプリングフェスティバル 

 
 

表 3－24： 1992 年度のイベント 
上半期 下半期 

◆ディズニー・ワールドフェア ◆クリスマス・ファンタジー 

  ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

 
 
 
 
 
 
 
表 3－25： 1994 年度のイベント 

上半期 下半期 

◆アラジンの大冒険 ◆アラジンの大冒険 

◆ドナルドのバースデー ◆クリスマス・ファンタジー 

  ◆カウントダウンパーティー 

  ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

  ◆アリスのワンダーランド・パーティー 

 
 
表 3－26： 1997 年度のイベント 
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上半期 下半期 

◆ドナルドのバースデー ◆ヘラクレス・ザ・ヒーロー 

◆ヘラクレス・ザ・ヒーロー ◆ディズニー・ハッピーハロウィーン 

  ◆クリスマス・ファンタジー 

  ◆カウントダウン・パーティー 

  ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

  ◆ミッキー&ミニーのダンスフィーバー 

 
 
3－27： 1999 年度のイベント 

上半期 下半期 

◆ドナルド・ワッキーキングダム ◆ディズニー・ハッピーハロウィーン 

  ◆クリスマス・ファンタジー 

  ◆ディズニー・ミレニアム・スペクタキュラー 

  ◆セレブレーション 

  ◆Club Disney スーパーダンシン・マニア 

 
 
表 3－28： 2004 年度のイベント 

上半期 下半期 

◆バズ・ライトイヤー夏の大作戦 ◆ディズニー・ハロウィーン 

◆ブレイジング・リズム ◆クリスマス・ファンタジー 

◆ディズニーキッズ・サマーアドベンチャー ◆カウントダウンパーティー 

◆ディズニー・スターフェスティバル ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

  ◆ディズニー・プリンセス・デイズ 

  ◆シンデレラブレーション 

 
表 3－29： 2005 年度のイベント 

上半期 下半期 

◆ディズニー・ロック・アラウンド・ザ・マウス ◆ディズニー・ハロウィーン 

◆ブレイジング・リズム ◆クリスマス・ファンタジー 

◆ディズニーキッズ・サマーアドベンチャー ◆カウントダウンパーティー 

  ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

  ◆シンデレラブレーション 

  ◆ディズニー・プリンセス・デイズ 
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 表 3－30： 2007 年度のイベント 
上半期 下半期 

◆リロ&スティッチのフリフリ大騒動 ◆ディズニー・ハロウィーン 

◆七夕のプログラム ◆クリスマス・ファンタジー 

◆ウォータープログラム ◆カウントダウンパーティー 

◆ディズニーキッズ・サマーアドベンチャー ◆ニューイヤーズ・ホリデー 

  ◆シンデレラブレーション 

表 3－23～表 3－30 はオリエンタルランドホームページより作成 
 

入場者数前年度比プラスの年に比べて、マイナス年は☆（パークオープン、アニバーサリ

ー・イベント）や※（新規アトラクションの導入）が見られない。すなわち新しい変化が見られな

かった。 
以上の結果をまとめたものが表：3－31 である。 
 
表 3－31：入場者数前年度比マイナス年の新規アトラクション導入の有無 

年度 新規アトラクションの導入 

1986 × 

1992 ○ 

1994 × 

1997 ○ 

1999 × 

2004 ○ 

2005 × 

2007 × 

 
    は新規アトラクション・ショーなどの導入があったにも関わらず入場者数が減少 
表 3－31 でほとんどの入場者数前年度比マイナスの年では新規アトラクション・ショー

の導入がなかった。ところが導入があったにも関わらす、入場者数が減少した年がある。 
その 1992 年度、1997 年度、2004 年度についてどのような原因があるのか見ていきた

い。 
次に入場者数に影響するものとしてチケット料金を考える。チケット料金もいわばマイナ

スの『仕掛けの力』である。ディズニーランドで楽しく過ごすための代償としてゲストたちはチケ

ット料金を支払わなくてはならない。そのチケット料金も開園以来、少しずつ上がり、開園時と

比較すると 3，900 円から 5，800 円と 1，700 円も高くなっている。 
表 3－32 は各年の 3 月時点でのチケット料金を示したものである。ディズニーランドは 4

月～9月を上半期、10月～3月を下半期としているためチケット料金が上がるのは、新しい年

度の始まる 4 月だと考えられる。 
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 3－3－(3) チケット料金について 
 

表 3－32： チケット料金の推移 (単位：円) 
年度 1 デーパスポート(大人) 

1984/3 3,900 

1985/3 4,200 

1986/3 4,200 

1987/3 4,200 

1988/3 4,200 

1989/3 4,200 

1990/3 4,400 
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1991/3 4,400 

1992/3 4,400 

1993/3 4,800 

1994/3 4,800 

1995/3 4,800 

1996/3 4,800 

1997/3 5,100 

1998/3 5,200 

1999/3 5,200 

2000/3 5,200 

2001/3 5,500 

2002/3 5,500 

2003/3 5,500 

2004/3 5,500 

2005/3 5,500 

2006/3 5,500 

2007/3 5,800 

2008/3 5,800 

2009/3 5,800 

 
                                          ・・・・チケット料金の値上がり 

オリエンタルランドホームページより作成 

 
 
 
表 3－32 から過去に 7 回にわたり、チケットの料金が上がった。 
また表 3－3 より、その値上がりが入場者数の前年比を減少しさせ、増加率をわずかにす

るという結果に繋がった。 
以上より、入場者数前年度比マイナスの原因にチケット料金の上昇を考慮したものが表 3

－33 である。 
表 3－33 ：入場者数前年度比マイナス年のチケット料金の上昇の有無 

年度 新規アトラクションの導入 チケット料金の上昇 

1986 × × 

1992 ○ ○ 

1994 × × 

1997 ○ ○ 
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1999 × × 

2004 ○ × 

2005 × × 

2007 × × 

オリエンタルランドホームページより作成 

 
2004 年度については、新規アトラクションの導入もあり、チケット料金の上昇もなかったに

も関わらず、入場者数が減少している。 
最後に、第三の原因としてアニバーサリー・イベントを取り上げる。アニバーサリー・イベン

トはディズニーランド開園から 5 年ごとに行われるお祭りである。1 年かけて盛大に行われる

ため、その年になると、例年に増して多くのゲストが訪れる。東京ディズニーランドには遠方か

ら足を運ぶ人も多く、毎年は来られないという人もいる。そういった人はアニバーサリーに合

わせて訪れるということも少なくない。そのためアニバーサリー前後の年の入場者数が減少

傾向にあるのではないだろうか。 
表 3－34 ：入場者数前年度比マイナスの年と３つの要因の関連 

オリエンタルランドホームページより作成 

以上より、入場者数減少と新規アトラクション、チケット料金、アニバーサリー・イベントの 3
つの『仕掛けの力』が大いに関係していることが分かった。 

そしてもう１つ分かることがある。チケット料金の上昇とアニバーサリー・イベントとの関係で

ある。チケット料金が上昇した年、もしくは次年に必ずアニバーサリー・イベントが行われてい

るのだ。 
 
表 3－35：チケット料金とアニバーサリー・イベント 

年度 チケット料金 (円) 次年度アニバーサリー・イベント 

1989 4,400 ＴＤＬ5ｔｈアニバーサーリー 

1992 4,800 ＴＤＬ10ｔｈアニバーサーリー 

1997 5,100 ＴＤＬ15ｔｈアニバーサーリー 

年度 新規アトラクションの導入 チケット料金の上昇 前後年におけるアニバーサリー・イベントの有無 

1986 × × × 

1992 ○ ○ ○ 

1994 × × ○ 

1997 ○ ○ ○ 

1999 × × ○ 

2004 ○ × ○ 

2005 × × ○ 

2007 × × ○ 
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1998 5,200 ＴＤＬ15ｔｈアニバーサーリー 

2000 5,500 ＴＤＳオープン 

2006 5,800 ＴＤＳ5ｔｈアニバーサーリー 

オリエンタルランドホームページより作成 

 
表 3－35 、表 3－3 より分かるようにチケット料金の上昇によって減少してしまった入場者

数を次年度もしくは次々年度のアニバーサリー・イベントによって再び、増加させることができ

る。   
ディズニーランドのプラスの仕掛けの力もマイナスの仕掛けの力も長期視点に立ったもの

であることは間違いないだろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第四章 考察 

表 3－5～表 3－30 を見ると、入場者数マイナス成長の年はプラス成長の年と比べて、目

新しいイベントやショーがなく、似たようなイベントが繰り返されているような印象を受ける。 
 また、表 3－4 と照らし合わせると、1986 年度、1994 年度、1999 年度、2007 年度は新規

アトラクションの導入がないことが分かる。 
 一方で新規アトラクション導入があったにも関わらずマイナス成長だったその要因として

1992 年度、1997 年度と 2001 年度 2007 年度は表 3－4 よりチケット料金が上がったことが

考えられる。新規アトラクションの導入がなかったこと、チケットの値上がりがゲストの足を遠

のかせた原因となっていることが顕著に表れている。 
またもう１つの要因として、マイナス成長年の前後の年にアニバーサリー・イベントがあるこ
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とがあげられる。アニバーサリーの年の大きな集客が他年の入場者数を吸い取ってしまうか

らである 
それぞれ入場者数の前年度比がマイナス成長の年について、その要因を上記のように示

した。ところが、チケット料金が原因で入場者数がマイナス成長になってしまった次の年の成

長率は大抵プラスになる。それは次の年に大きなイベント(アニバーサリー)や新規アトラクシ

ョンの導入などが見越されているからだ。 
例えば、1992 年度にチケット料金は 4，400 円から 4，800 円となり、それによって入場者

数は 16，139 人から 15，815 人と減少しているが、1993 年度に東京ディズニーランドは開園

10 周年を迎えるため一年かけて盛大なアニバーサリーイベントが行われた。そのため、1992
年度に減少した入場者数も 1993 年度には再び、16，030 人と増加した。 
減少年の要因ばかりを検討してきたが、逆に言えば、その要因があるからこそ、莫大な入

場者数を誇り、一貫して増え続けているのである。 
また表 3－3、図 3－1 の「半期別入場者数の推移」から分かるように大抵の年は下半期の

方が上半期よりも入場者数が多い。これは毎年下半期の方がより多くイベントを開催している

ためである。 
 そこからも分かるようにディズニーランドが行うプロモーションはプラス、マイナス両方の力を

持っており、ゲストに大いに働きかける。ゲストが『また行きたい』と思い、何度もリピートする

のはそのためである。 
 東京ディズニーランドは開園以来、長年に渡り蓄積してきたテーマパーク経営のノウハウに

より、多くの入場者数、高いリピーター率を誇り、世界にも類を見ないテーマパークを築き上

げてきた。これこそが、他の追随を許さない競争力を生み出していて、満足度の高いテーマ

パークとして数多くの人に評価されている。一歩踏み入れた時から夢と感動の世界をゲスト

に体験させる、徹底したキャスト教育を行い、極めてクオリティーの高いゲストサービスを提供

している。 
 
 

 何度来ても、常に新鮮な喜びと感動をえられる夢の空間を創造するため、絶えず追加投資

を行い、魅力を増加させている。また大規模な投資活動を継続的に実現できる高い収益力も

強みとなっている。 
ディズニーランドのリピート率の高さは、又行きたいと思わせる変わらない安心感、常に変

化を遂げる仕掛けの力によるものだろう。 
 
 
 
 
 
 



 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第五章 まとめ 

ゲストが何度もリピートするためには、これまでに述べた①商品の力 ②場の力 ③人の力 

④仕掛けの力 ⑤情報の力の５つの力を連携し、利用や購入への期待を持たせる。 
 大きな期待を持たせ、実際にそれを越える評価を獲得して『特別満足』をしてもらう。いつで

も期待に応え、『期待→満足→期待→満足…』というサイクルを確立させるのである。 
 『仕掛けの力』こそが期待を生み出す上で大きな役割を担っている。 

新しいアトラクションやイベント、ショーが導入される度に人は｢次はどんなたのしいものが

あるのだろう｣と期待し、是非行ってみたいと思う。ディズニーランドはそういったゲストの心理

もしっかり把握し、それを戦略的にパークの経営に繋げている。 
チケット料金を上昇させることで離れがちになってしまったゲストの心を次年度、次々年度
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のアニバーサリー・イベントで再びがっちりとつかみ直す。 
またゲストも来る度に違うイベントに満足できるため、料金の値上がったというマイナス面よ

りも｢もう一度行こう｣という気持ちを優先する。 
そういった戦略が収入高全国第 1 位の経営を保ち続ける結果を結びつけているのである。 

  そしてリピーターを生み出すために最も重要なことは『変わらないこと』と『変わり続けるこ

と』である。これがその戦略の鉄則である。 
 変わってはいけないところでは絶対に変わらず、変わり続けるべきところでは大きく変わっ

ていく…これをいつでも同時に行うことがリピーター戦略の特徴なのだ。 
 東京ディズニーランドは『夢と魔法の国』、『ファミリーエンターテイメント』、このコンセプトは

変わってはいけない。誰もが世代や民族を越えて楽しめる場であることが東京ディズニーラン

ドの前提だからだ。 
 変わらない土台を持ちながら、同時に変化する部分を持ち、ゲストを刺激し、触発し続ける

ことがリピーターを生み出すためには必要なのである。東京ディズニーランドは、毎年のよう

に新規アトラクションを導入し、それがない年にはパレードやショーなどのエンターテイメント

のリニューアルを着実に行っている。そのため、人々は東京ディズニーランドに行けば常に新

しい何かがあるという感覚をすでに持っている。 
 リピーターは東京ディズニーランドの中のアトラクションに対する期待というだけではなく、何

かを生み出す東京ディズニーランドの創造性に期待を感じている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

第六章 今後の課題 

今回の追求では、多くのテーマパークの中でも最も代表的で高い収益を誇っている東京

ディズニーランドを取り上げた。その成功の鍵となるものは何かを考え、追求を進めてき

た。 
ディズニーランドにてゲストにディズニーランドの魅力を伺ったり、開園以来常に入場者

数全国第 1 位を誇っているディズニーランドにはどのような戦略があるのか調べてきた。 
その 1 つにリピーターの多さがあった。 

 歴史の長いディズニーランドだからこそ、その魅力や成功の要因を明らかにすることが出

来たと思う。 
今回の追求での反省点はディズニーランドにおける年度別の比較を中心に行い、他の
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テーマパークとの比較をしなかったことである。 
リピーターを確保し、経営を安定させるためには『仕掛けの力』を上手く活用すること、

『変わらないモノ』と『変わり続けるモノ』の基盤を創り上げることが必要条件であると追求を

進めた。しかしそのような条件が今経営破綻に陥っている他のテーマパークにあてはまる

かは疑問である。 
すでに人気のあるテーマパークをもっと大きなものにすることはもちろん大切だと思うが、

現在入場者がほとんどいないテーマパークを立て直し、人が溢れるような場所にすること

が本当の意味で成功したといえるのではないだろうか。 
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