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　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（以下、USJと略す）は、今年（2016年）

３月31日に開業15周年を迎えた。開業前の1997年12月12日から2003年３月31日

までの USJ の動向については、拙著（2004）『観光・娯楽産業論』ミネルヴァ

書房、138―145ページ、2003年４月26日から2012年６月18日までは拙著（2012）

『現代観光コメンタール』同文舘出版、166－177ページを参照していただきた

い。本稿は、2012年７月20日から2016年５月11日までのUSJの動向を取り上げ

る。

　テーマパークはリピーターの確保が重要であり、そのためには新しいアトラ

クションの導入や新しいエリアの開設が必要である。USJ では2013年に人気

ゲームをテーマにしたアトラクション「バイオハザード・ザ・リアル」を７月

から９月８日まで、2014年に「バイオハザード・ザ・リアル２」を８月８日か

ら11月９日までの期間限定で導入した。2013年７月５日から一般公開されたア

トラクション「NEW　アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマ

ン・ザ・ライド　４K３D」は、乗り物型のアトラクションで、フルハイビジョ

ンの約４倍の画素を持つ４K の３次元映像を国内のテーマパークで初めて導入

した。2013年３月に開設し、９月末までの期間限定としていた、後ろ向きに落

下するジェットコースターであるアトラクション「バックドロップ」は、人気

好調のため、常設に切り替えた。2015年７月３日から開業した人気ゲーム「妖

怪ウォッチ」をテーマとした屋内型アトラクション「妖怪ウォッチ・ザ・リア

ル」は、参加者の満足度評価が高く、当初９月６日までとしていた開業期間を

10月12日まで延長した。2016年３月18日からは恐竜映画「ジュラシック・パー
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ク」のエリアに恐竜を題材にしたアトラクション「ザ・フライング・ダイナ

ソー」（投資額約100億円）が稼働した。

　2014年７月15日には人気映画「ハリー・ポッター」をテーマにした新エリア

「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が開業した。同エリ

アの投資額は約450億円で、映画の主人公ハリー・ポッターたちが魔法を学ぶ

「ホグワーツ城」や魔法使いが暮らす「ホグズミード村」を忠実に再現してい

る。同エリアの人気は高く、オープン１周年の2015年７月15日現在で、USJ の

入場者数は前年同期比28％増の1,350万人となった。子供向けに人気キャラク

ターを集めたエリア「ユニバーサル・ワンダーランド」（2012年３月開業）で

は、2015年３月18日に「セサミストリート」のキャラクターを題材にした２つ

の乗り物型アトラクションを新設し、ショーも始めた。

　USJ の園内では期間限定のイベントを実施し、集客効果を上げている。2012

年７月20日から９月30日までは、カプコンの人気ゲームに出てくる金色の「リ

オレイア希少種」と銀色の「リオレウス希少種」の全長約20m の等身大モンス

ター２体を再現した「モンスターハンター」のイベントを実施した。同年９月

14日から11月11日までは、ハロウィーンイベントが実施され、その後も「ハロ

ウィーン・ホラーナイト」（2014年）、「コスチューム・パーティ　＃仮装で熱

狂」（2015年）など趣向をこらしている。年越しを園内で迎えるイベント「ユニ

バーサル・カウントダウン・パーティ　2015」は、2014年12月31日から翌年１

月１日にかけて開催された。このときには、2014年７月15日に開業した新エリ

ア「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」でも終夜営業を

実施した。2015年１月23日からはアニメ「エヴァンゲリオン」、漫画「進撃の巨

人」、ゲーム「バイオハザード」・「モンスターハンター」を題材にした期間限定

のイベント「ユニバーサル・クールジャパン」（当初５月10日まで開催予定）を

園内のイベントスペースを使って開催した。同イベントは人気好調のため、６

月28日まで期間を延長した。2015年11月13日からは、３年ぶりにイベント内容

を刷新したクリスマスイベント「ユニバーサル・ワンダー・クリスマス」（期間

は、2016年１月６日まで）が開催された。

　USJ 運営会社のユー・エス・ジェイは、他社と業務提携し、集客増に努めて
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いる。JTB はユー・エス・ジェイと商品開発で業務提携し、USJ のオフィシャ

ルホテルの宿泊者が人気アトラクションを一般客よりも短い待ち時間で利用で

きる宿泊プランを2014年５月９日から発売した（出発日は、７月14日～９月30

日である）。ユー・エス・ジェイと西日本旅客鉄道（JR 西日本）は、山陽新幹

線や特急の普通車指定席、USJ の１日券がセットになった割引切符を2014年６

月15日から2015年３月28日まで発売した（使用期間は、2014年７月14日から2015

年３月末までである）。近畿日本鉄道と近鉄百貨店は、ユー・エス・ジェイと

パートナーシップ契約を結んだと2015年１月30日に発表した。３社は海外の旅

行会社に USJ と日本一の高さの高層ビル「あべのハルカス」を組み込んだ旅行

商品の造成を促し、専用の旅行商品を利用した訪日客には USJ のアトラクショ

ンに一般客より短い待ち時間で入場でき、「あべのハルカス」では並ばずに展望

台に上がれる特典を付ける。ユー・エス・ジェイは、訪日客の取り込みを期待

し、日本航空とパートナーシップ契約を結んだと2015年５月11日に発表した。

日本航空は USJ の一部のアトラクションの待ち時間を短くできる入場券付き航

空券を販売し、日本航空の利用者はマイレージを USJ の入場券と交換できるよ

うになる。

　ユー・エス・ジェイは、大阪市が主導して設立した第三セクターであったが、

2007年３月16日に東証マザーズに上場し、完全民営化を意図したものの業績が

低迷した。その後、同社の筆頭株主の米ゴールドマン・サックスグループは株

式公開買い付け（TOB）を実施し、2009年９月17日に東証マザーズへの株式上

場を廃止した。残る株式を取得した米ゴールドマン・サックスグループは、同

年９月28日に同社を完全子会社にした。ユー・エス・ジェイは2015年度に東京

証券取引所への再上場を検討していたが、米ケーブルテレビ最大手コムキャス

トは2015年９月28日に傘下の NBC ユニバーサルを通じてユー・エス・ジェイ

の発行済み株式の51% を約1,830億円で取得し、買収すると発表した。買収は

2015年11月に完了し、ユー・エス・ジェイのグレン・ガンペル社長（2004年６

月就任）はその時点で退任し、後任にはアメリカでユニバーサル・スタジオを

運営するユニバーサル・パークス＆リゾーツのジャン・ルイ・ボニエ最高財務

責任者（CFO）が就任した。今回の買収に伴い、ユー・エス・ジェイは東京証
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券取引所への上場申請を取り下げた。

　USJ の入場者数は2014年度に1,270万人になり、開業初年度（2001年度）の

過去最高の1,102万9,000人を更新した。ユー・エス・ジェイの2016年４月１日

の発表によると、2015年度の入場者数は1,390万人になった。USJ の好調を背

景に、ユー・エス・ジェイのグレン・ガンペル社長（当時）は2015年３月18日

に沖縄県に新たなテーマパークをつくる方針を表明し、その後４月15日には首

相官邸に菅義偉官房長官を訪ね、政府の支援を求め、７月17日には沖縄県庁で

翁長雄志知事との会談で国営海洋博公園（本部町）での新パーク建設計画を説

明し、県側への支援を要請した。しかし、ユー・エス・ジェイの後任のジャン・

ルイ・ボニエ最高経営責任者（CEO）は、2016年２月１日の記者会見で、沖縄

県での新パーク建設計画に関しては「いま社内で分析している最中」と慎重姿

勢を示していたが、５月11日に同計画を白紙にすると表明した。

（資料）

１．『日本経済新聞』。

２．田村俊一（聞き手）（2014）「編集長インタビュー　ユー・エス・ジェイ社長　グレ

ン・ガンペル氏」『日経ビジネス』第1769号、12月８日号、116-119ページ。

３．鈴木良英（2015）「USJ ９月にも再上場　沖縄新パークの威力」『週刊東洋経済』第

6609号、８月15日号、20-21ページ。

４．柳澤里佳（2015）「USJ の再上場に東証が『NO』　急展開で迎えた買収劇の舞台裏」

『週刊ダイヤモンド』第103巻39号、10月10日号、８- ９ページ。
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 年月日 摘　要

2012．７．20 ユー・エス・ジェイは、カプコンの人気ゲーム「モンスター
ハンター」のイベントを始める（９月30日まで）。

９．10 ・ユー・エス・ジェイは、14日から始めるハロウィーンイベ
ント（11月11日まで）を報道陣に公開した。

・大阪市は USJ に隣接する市の未利用地約6,650m2を事業提
案方式で今年度中に売却する方針を明らかにした（最低売却
価格16億9,700万円）。

10．29 USJ の開園（2001年３月）からの累計入場者数が１億人を突
破した。

11．15 USJ に世界一のクリスマスツリー（高さ36m、約32万個の電
飾）が登場した（2013年１月７日まで）。

12．21 ユー・エス・ジェイは、2013年１月10日から１日券と２日券
の入場料を200円値上げすると発表した。

2013．２．１ JR 西日本は、USJ の最寄り駅を通る JR ゆめ咲線で、映画
「ハリー・ポッター」のラッピング列車を運行する。

２．14 大阪市は、USJ 前の市有地をホテル建設のために設けられた
特定目的会社のワンダー・トリアングルム（東京・港区）に
売却すると発表した。

３．31 ユー・エス・ジェイは、31日からスマートフォンを使ったパー
ク内専用の電子マネー「ワンダー・マネー」を導入する（入
金上限額は、10万円）。

４．１ ユー・エス・ジェイは、2012年度の入場者が975万人（前年度
比103万人増）になったと発表した。

４．９ USJ で神戸大の男子学生（19）が迷惑行為を繰り返した問題
で、同志社大学は友人の男子学生も迷惑行為をしていたと発
表した。

５．28 ユー・エス・ジェイは、ゲームソフト会社カプコンの人気ゲー
ムをテーマにしたアトラクション「バイオハザード・ザ・リ
アル」を７月から９月８日までの期間限定で導入すると発表
した。

６．21 神戸大学は、USJ で迷惑行為を繰り返した男子学生（19）を
３カ月の停学処分にしたと発表した。

７．４ ユー・エス・ジェイは、高精細の４Ｋ映像を導入して刷新し
たアトラクション「NEW　アメージング・アドベンチャー・
オブ・スパイダーマン・ザ・ライド　4K3D」を報道陣に公
開した（５日から一般公開する）。
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 年月日 摘　要

７．22 大阪府警此花署は、USJ で大学生が迷惑行為を繰り返し、ア
トラクションを中断させるなどした事件で、同志社大、神戸
大、関西外国語大の19～20歳の男子学生３人を威力業務妨害
などの疑いで書類送検した。

９．27 ユー・エス・ジェイは、３月の開設以降９月末までの期間限
定としていたアトラクション「バックドロップ」を10月以降
も継続すると発表した。

９．30 ユー・エス・ジェイは、JTB と商品開発で業務提携し、旅行
プランを共同で開発すると発表した。

11．22 ユー・エス・ジェイは、入場料を来年１月27日に上げると発
表した１日券の「スタジオ・パス」は、大人（12歳以上）が
6,790円（来年４月１日以降は6,980円）になる。値上げは５
年連続で、2001年の開業から６回目になる。

12．２ USJ は、今年８～11月の来場者数が過去最高の441万人に達
した。

12．13 香港の大手投資会社パシフィック・アライアンス・グループ
（PAG）は、ユー・エス・ジェイに約250億円を出資したと発
表した。

12．30 ユー・エス・ジェイは、12月の来場者数が100万人を超えたと
発表した。

2014． ３． ８ ユー・エス・ジェイは、何度でも入場できる年間パスポート
を税込み19,250円（12歳以上）に実質値上げした（2013年３
月～2014年１月までの年間パスは割引価格15,800円で販売し
ていた）。

３．19 USJ は、2013年度の入場者数が1,000万人を超えた。

４．１ ユー・エス・ジェイは、大人の１日券「スタジオ・パス」の
料金を税込み6,790円から6,980円に値上げした。

４．18 ユー・エス・ジェイは、人気映画「ハリー・ポッター」を題
材にした新エリアを７月15日に開くと発表した。

５．９ JTB は、USJ の人気アトラクションを通常の１/10程度の待
ち時間で利用できる宿泊プランを発表した。

５．23 ユー・エス・ジェイと西日本旅客鉄道（JR 西日本）は、入
場券付きの割引切符を６月15日から2015年３月28日まで発売
すると発表した。

６．10 新関西国際空港会社は、関空に発着する航空会社の乗客が
USJ の優先チケットを入手しやすくするなど USJ との連携
を検討していることを明らかにした。
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 年月日 摘　要

６．23 ユー・エス・ジェイの森岡毅チーフ・マーケティング・オフィ
サー（CMO）は、関西プレスクラブの講演で、７月に「ハ
リー・ポッター」の新エリアの開業後も大型投資を続ける方
針を表明した。

６．30 ユー・エス・ジェイは、７月15日に開業する人気映画「ハ
リー・ポッター」を題材にした新エリアの内覧会を開いた。

７．４ ユー・エス・ジェイのグレン・ガンペル社長は、今後５年間
でアトラクションの追加や刷新に数百億円を投じる方針を明
らかにした。

７．９ ユー・エス・ジェイが2015年度にも東京証券取引所に株式を
再上場する検討に入ったことがわかった。

７．10 ユー・エス・ジェイは、アトラクションの待ち時間が短くな
る優先券「エクスプレス・パス」のシステムを15日に刷新す
ると発表した。

７．15 ユー・エス・ジェイは、人気映画「ハリー・ポッター」をテー
マにした新エリア「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハ
リー・ポッター」を開業した。

７．16 西日本旅客鉄道（JR 西日本）は、USJ の新エリア開業に合
わせて６月15日から発売した入場券付きの割引切符の販売枚
数が２万枚に達したと発表した。

７．31 ユー・エス・ジェイは、７月の月間入場者数が前年同月比２
割増の約87万人だったと発表した。

８．７ ・ユー・エス・ジェイは、映画「ハリー・ポッター」の新エ
リアの終業時間を11～31日の間、午後11時に延長すると発表
した。

・ユー・エス・ジェイは、人気ゲーム「バイオハザード」を
題材にしたアトラクション「バイオハザード・ザ・リアル２」
（８月８日から11月９日まで営業）を報道陣に公開した。

９．１ ユー・エス・ジェイは、８月の入場者数が前年同月比６％増
の133万人だったと発表した。

９．12  USJ は、12日から11月９日までハロウィーンイベントを実
施する。

９．16 ユー・エス・ジェイは、年越しを園内で迎えるイベント「ユ
ニバーサル・カウントダウン・パーティ　2015」を12月31日
から１月１日にかけて開くと発表した。

９．30 ユー・エス・ジェイは、９月の入場者数が前年同月比26％増
の135万人だったと発表した。
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 年月日 摘　要

10．24 ユー・エス・ジェイは、映画「ハリー・ポッター」のエリア
で販売する飲み物「バタービール」（甘いノンアルコール飲
料）が100万杯を突破したと発表した。

10．31 ユー・エス・ジェイは、10月の入場者数が前年同月比38％増
の146万人だったと発表した。

11．５ ユー・エス・ジェイは、2015年１～５月に開くイベント「ユ
ニバーサル・クールジャパン」の概要を発表した。

12．１ ユー・エス・ジェイは、11月の入場者数（非公表）が前年同
月の102万人を上回り、11月として過去最高を更新したと発表
した。

12．３ ユー・エス・ジェイは、子供向けに人気キャラクターを集め
たエリア「ユニバーサル・ワンダーランド」（2012年３月開
業）を2015年３月に刷新すると発表した。

12．15 ・大阪商工会議所は、大阪の地域経済の発展に貢献した団体
や個人を表彰する「大阪活力グランプリ2014」の受賞者とし
て「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）」を選んだと
発表した。 
・ユー・エス・ジェイは、USJ の入場ゲート近くで建設中の
ホテル「ザ　パーク　フロント　ホテル　アット　ユニバー
サル・スタジオ・ジャパン」がUSJの５カ所目のオフィシャ
ルホテルになると発表した。

2015．１．５ ユー・エス・ジェイは、入場券を30日に値上げすると発表し
た。大人（12歳以上）１日券は、税込み6,980円から7,200円
になる。料金引き上げは、６年連続である。

１．13 2014年４月からの USJ の入場者数が2015年１月12日に1,000
万人を超えた。

１．22 ユー・エス・ジェイは、人気アニメやゲームを題材にした期
間限定のイベント「ユニバーサル・クールジャパン」（１月23
日から５月10日まで開催）を報道陣に公開した。

１．30 近畿日本鉄道と近鉄百貨店は、ユー・エス・ジェイとパート
ナーシップ契約を結んだと発表した。

２．20 USJ は、2014年度の入場者数が1,103万人を超え、過去最高
（2001年度の1,102万9,000人）を更新した。

３．６ 大阪市が USJ に貸している市有地（USJ の敷地全体の約４
割）の賃料引き上げを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は賃料
を現在の１m2当たり月388円から442円に引き上げ、年間で約
１億3,000万円の増額を認めた。
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３．17 ユー・エス・ジェイは、新装開業する子供向けエリア「ユニ
バーサル・ワンダーランド」を報道陣に公開した。一般公開
は、18日からである。

３．18 ユー・エス・ジェイのグレン・ガンペル社長は、沖縄県に新
たなテーマパークをつくる方針を表明した。

３．20 大阪市と USJ の双方は、３月６日の大阪地裁判決を不服とし
て控訴した。

４．15 ユー・エス・ジェイのグレン・ガンペル社長は、首相官邸に
菅義偉官房長官を訪ね、沖縄に計画する新しいテーマパーク
で政府の支援を求めた。

４．20 ユー・エス・ジェイは、人気アニメなどを題材とした期間限
定イベント「ユニバーサル・クールジャパン」（１月23日～５
月10日）を６月28日まで延長すると発表した。

５．11 ユー・エス・ジェイは、訪日客の取り込みを期待し、日本航
空とパートナーシップ契約を結んだと発表した。

５．20 ユー・エス・ジェイは、「ハリー・ポッター」エリアの中心と
なるアトラクション（「ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォー
ビドゥン・ジャーニー」）に３D 映像を導入すると発表した。

５．25 ユー・エス・ジェイは、人気ゲーム「妖怪ウォッチ」、アニメ
などをテーマにした夏季限定イベント（７月３日～９月６日）
を発表した。

５．30 ユー・エス・ジェイの森岡毅執行役員は、沖縄県で計画して
いるテーマパークについて、将来的に沖縄で複数の施設を展
開する考えを示した。

６．30 ユー・エス・ジェイの2015年３月期の営業利益が前期比61％
増の390億円となり、２期連続で過去最高を更新した。

７．15 USJ の「ハリー・ポッター」エリアが開業１周年を迎えた。
オープン１年間の入場者数は、前年同期比28％増の1,350万人
で、このうち外国人客数は100万人弱に達した。

７．17 ユー・エス・ジェイのグレン・ガンペル社長は、沖縄県庁で
翁長雄志知事と会談し、沖縄に建設を計画する新テーマパー
クについて県側に支援を要請した。

８．３ ユー・エス・ジェイは、７月の月間入場者数が前年同月比16％
増の約101万人となったと発表した。

８．12 菅義偉官房長官は、ユー・エス・ジェイがテーマパークの新
設を計画している国営海洋博公園（沖縄県本部町）を視察し
た。
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８．24 ユー・エス・ジェイは、人気ゲーム「妖怪ウォッチ」をテー
マとした屋内型アトラクション「妖怪ウォッチ・ザ・リアル」
の開業期間を10月12日まで延長すると発表した（当初は９月
６日に終了する予定だった）。

９．１ ユー・エス・ジェイは、８月の入場者数が前年同月比７％増
の142万人だったと発表した。

９．10 ユー・エス・ジェイは、11日から開くハロウィーンイベント
「ユニバーサル・サプライズ・ハロウィーン」の一部を報道陣
に公開した。

９．15 米ケーブルテレビ大手コムキャスト傘下の NBC ユニバーサ
ルが、ユー・エス・ジェイの保有株の一部を主要株主のゴー
ルドマン・サックスなどから買い取る方向で交渉に入ったこ
とが分かった。

９．16 ユー・エス・ジェイは、期間限定イベント「ユニバーサル・
クールジャパン」を来年も開催すると発表した。

９．28 米ケーブルテレビ大手コムキャストは、傘下のNBCユニバー
サルを通じてユー・エス・ジェイの発行済み株式の51％を約
1,830億円で取得し、買収すると発表した。

10．２ ユー・エス・ジェイは、恐竜映画「ジュラシック・パーク」
のエリアに新アトラクション「ザ・フライング・ダイナソー」
（恐竜を題材にしたジェットコースター）を2016年春に新設す
ると発表した。

10．16 ユー・エス・ジェイは、11月１日からインターネットで不正
に転売されたチケットを無効にすると発表した。

11．１ ユー・エス・ジェイは、午後５時までに持ち込まれた無効チ
ケット11枚の使用を拒否したうえで、利用者に事情を説明し
た。

11．２ ・ユー・エス・ジェイは、10月の入場者数が前年同月比20％
増の175万人だったと発表した。

・ユー・エス・ジェイは、不正転売が確認されたチケット約
4,000枚を無効にしたことを明らかにした。

11．13 ユー・エス・ジェイは、クリスマスイベント「ユニバーサル・
ワンダー・クリスマス」（来年１月６日まで）を始める。

12．28 ユー・エス・ジェイは、入場券を2016年２月１日に値上げす
ると発表した。大人（12歳以上）の１日券「スタジオ・パス」
は税込み7,200円から7,400円になる。料金引き上げは、７年
連続である。
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2016．１．14 ユー・エス・ジェイは、2015年度の入場者数が1,400万人近く
に達するとの見通しを明らかにした。

２．１ ユー・エス・ジェイのジャン・ルイ・ボニエ最高経営責任者
（CEO）は記者会見し、今後も「数年かけて最先端のアトラ
クションやイベントを展開する」と強調した。沖縄県のパー
ク新設計画に関しては、「いま社内で分析している最中」と慎
重姿勢を示した

２．２   ・ユー・エス・ジェイは、「リ・ボーン！さあ、やり過ぎよ
う、生き返ろう。」をテーマに３月18日から開業15周年企画を
始めると発表した。

・任天堂の君島達己社長は、USJ にアトラクションを出展す
る方針を明らかにした。

２．18 ユー・エス・ジェイは、沖縄県へのテーマパーク進出計画に
ついて採算を再検証し、「現在あらゆる可能性を検討してい
る」とコメントした

２．29 キユーピーは、ユー・エス・ジェイとパートナーシップ契約
を結んだと発表した。

３．７ ユー・エス・ジェイは、2015年度の入場者数が昨年度の1,270
万人を超えて過去最多になったと発表した。

３．16 ユー・エス・ジェイは、18日から始める開業15周年イベント
の一部を報道陣に公開した。

３．18 ユー・エス・ジェイは開業15周年イベントとして、映画「ジュ
ラシック・パーク」が題材のアトラクション「ザ・フライン
グ・ダイナソー」や期間限定パレード「ユニバーサル・リ・
ボーン・パレード」を始めた。

４．１ ユー・エス・ジェイは、USJ の2015年度の入場者数が前年度
を９％上回る1,390万人だったと発表した。

４．13 ユー・エス・ジェイは、映画「ハリー・ポッター」に関連し
た体験型アトラクション「ワンド・マジック」と屋外で開く
ショー「ワンド・スタディ」を始める。

４．19 ユー・エス・ジェイは、集英社の漫画誌「週刊少年ジャンプ」
と組んだ期間限定イベント「ユニバーサル・ジャンプ・サ
マー」（７月１日～９月４日）を実施すると発表した。

５．11 ユー・エス・ジェイは、沖縄県でのテーマパーク新設計画を
白紙にすると表明した。

注） ユー・エス・ジェイはユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を運営する会社、
USJ はテーマパークを表す。

（資料）『日本経済新聞』、『朝日新聞』の記事より筆者作成。
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