2017 年 12 月 22 日（金）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

2018 年春から続々と４大アトラクションをオープン！
世界初※1、常識をくつがえす完全次世代ナイトパレードに加えて、
世界的人気キャラクター『おさるのジョージ』新アトラクションが登場。
『ハリー・ポッター』の世界最高ライド※2 が、最新技術を搭載し、
臨場感を全感覚で味わい尽くす、想像を超える大興奮ライドへと進化。
累計 1 億人が体験した※３超人気『ウォーターワールド』大リニューアル
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、2018 年、これまでの常識を覆す世界初・完全次世代パレード「ユニバーサ
ル・スペクタクル・ナイトパレード～ベスト・オブ・ハリウッド～」に加え、新たに 3 つの大型アトラクションを春より続々と
オープンいたします。
75 年以上にわたり世界中で愛されている※4 大人気キャラクター「おさるのジョージ」をテーマにしたシアター形式
のショー・アトラクションを新たにオープン。小さなお子さまのゲストに興味津々の好奇心旺盛なジョージが、アニメの
中から飛び出してきたかのように子どもたちと友達になって一緒に遊ぶと、これまで見たことのないお子さまたちの最
高の笑顔に出会えます。「ウィザーディング・ワールド・ハリー・ポッター」の世界最高ライド・アトラクションの「ハリー・
ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー」が、次世代映像技術を搭載し、ハリー・ポッターの魔法の世界を想
像を超える臨場感で味わえる、大興奮ライドに進化、３月下旬に完全リニューアルしてオープンいたします。さらに、
累計 1 億人が体験したユニバーサル･スタジオが世界に誇る大人気ライブ・スタントショー「ウォーターワールド」が、
そのハリウッド・クオリティの迫力をさらに増強し、大リニューアルして登場します。
春より 4 つのアトラクションが続々登場する 2018 年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンにご期待ください。
『ユニバーサル・スペクタクル・ナイトパレード
～ベスト・オブ・ハリウッド～』

『ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・
ジャーニー完全版』↓

『プレイング・ウィズ・おさるのジョージ』

『ウォーターワールド』↓

ユニバーサル・スペクタクル・ナイトパレード

プレイング・ウィズ・おさるのジョージ

～ベスト・オブ・ハリウッド～
これまでの常識を覆す世界初完全次世代パレード。世界中
で人気の「ハリー・ポッター」をはじめ、「ミニオン」、「ジュラシ
ック・ワールド」、そしてパーク初登場の「トランスフォーマー」
と、全く異なる 4 つの映画の世界観を結集。絶えず変化し続
ける圧倒的スペクタクルな空間の中に、それぞれの映画の
世界観をリアルに再現、従来のパレードのように目の前の景
色が変わるだけではなく、ゲストは、自分の周りの空間すべ
てが絶えず変化し続ける映画の世界に 360 度丸ごと包み込
まれ、その世界観にどっぷり浸れます。“パレード”の常識を
大きく覆すいまだかつてない新しい感覚、想像を超える体験

「おさるのジョージ」と一緒に遊べるシアター形式のショー・アト
ラクションが新登場。「おさるのジョージ」は、75 年以上にわたっ
て世界中で愛されており、その絵本は世界 26 言語に翻訳され
て累計 8,000 万部にも及ぶ、幅広い世代から人気、受け継が
れている大人気作品です。アニメ制作スタジオを舞台に、まる
で現実の世界に現れたかのようなジョージと友だちになって、
一緒に思いっきり遊べます。好奇心いっぱいの愛らしい姿で無
邪気に駆け回るジョージに巻き込まれ、これまで見たことのない
お子さまたちの最高の笑顔に出会えます。

が実現します。
ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー完全版
世界 No.1 ライドの栄誉を過去 5 年連続受賞したライドが、次
世代映像技術により、想像を超える、かつてない臨場感を全
感覚で味わい尽くす大興奮ライドに大進化します。ハリー・ポ
ッターの魔法の世界を 360 度駆け巡り、魔法をなお一層、“直
に感じる”新次元の興奮を体験できます。

ウォーターワールド
累計 1 億人が体験、エンターテイメント業界で世界的権威を誇
るティア・アワード(THEA Award)で 2 度の受賞歴※5 を持つ、まさに
ユニバーサル・スタジオが世界に誇る大人気ライブ・スタントショ
ーが、大リニューアルして登場。眼の前で繰り広げられるスタント
や特殊効果に今まで以上の大迫力を感じ、その世界に完全に
巻き込まれ、我を忘れるほどの究極の臨場感を体感できます。

※1 入場者数世界上位 70 ヶ所のテーマパーク/遊園地においてパレードルートの全域にわたり体験者全員が視認できるプロジェク
ションマッピング（全長 587ｍ）が配置されている、且つフロートにもプロジェクションマッピングが投影されている屋外パレー
ドにおける自社調べ。入場者数世界上位 70 ヶ所のテーマパーク/遊園地において無線通信技術を用いて刻一刻と移動するパレード
フロートの構成要素の位置をリアルタイムで把握することにより、パレードルートの全域に亘り、パレードの視覚情報と聴覚情報
がシンクロした状態で移り変わるシステムを有するパレードにおける自社調べ。ロボットの変形があるパレード。入場者数世界上
位 70 ヶ所のテーマパーク/遊園地における常設（1 年以上）行われている演目における自社調べ
※2 「ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー」は、Amusement Today 誌 GOLDEN TICKET AWARDS の最優秀
屋内ライド部門 5 年連続で「世界最高アトラクション」の栄誉を受賞。
※3 世界の 3 か所のユニバーサル・グループにおける『ウォーターワールド®』オープン以降の年間パーク入場者数合計値。
（2017
年 10 月時点の自社調べ）
なお、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッドの 1995 年から 2007 年までの入場者数不明期間について
は 2008 年以降の最低値を採用。
※4 絵本シリーズが世界 26 か国語で翻訳され、累計販売数は 8000 万部。ニューヨーク公共図書館などにおいて、名作児童文学の
1 冊にも選ばれており、またアメリカではアニメ部門においてデイタイム・エミー賞を 2 度受賞（2008 年、2010 年）
。
※5 テーマパークや常設アミューズメント施設の国際業界団体 IAAPA（International Association of Amusement Parks and
Attractions、本部：米国バージニア州）が主催するティア・アワード（THEA Award）において、
「3rd Thea Awards(1996)」
「23rd Annual
Thea Awards(2017)/Thea Classic」を受賞。
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