2018 年 5 月 23 日(水)

一緒に手をアゲれば、夏盛りアガる！
ミニオンや麦わらの一味と、大量の“雪”と“水”で大合戦！
みんなで一緒に手をアゲて、この夏最高の“一体感”を！

『ユニバーサル・ヘンザップ・サマー』
・雪＆水のハチャメチャ大熱狂！『ユニバーサル・サマー・フェスティバル』
・今年は２大アトラクションで究極進化 『ワンピース・プレミア・サマー』

２０１８年６月３０日（土）～９月２日（日）
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、6 月 30 日(土)より、夏のシーズナル・イベント『ユニバーサル・
ヘンザップ・サマー』を開催します。パークの夏を象徴する“雪”と“水”を大量に使ったエンターテイメ
ントが充実する『ユニバーサル・サマー・フェスティバル』に加え、毎年多くのゲストに大好評の『ワンピ
ース・プレミア・サマー』も 7 月 6 日(金)にオープン。朝から夜まで１日中、ミニオンや ONE PIECE の麦わ
らの一味たちと一緒に水をぶっ放し、大量の雪を浴びて、家族や友人、そしてパークにいるゲスト全員で
手をアゲて思いっきり盛りアガれる、夏だからこその“ヘンザップ体験” をお楽しみいただけます。
また、夏の開幕にあわせ、6 月 30 日(土)には｢ミニオン｣と｢おさるのジョージ｣の 2 つの新アトラクション
も同時オープン。新しい話題が盛りだくさんの、夏のユニバーサル・スタジオ・ジャパンにご期待ください。

“ヘンザップ”とは、「みんなで一緒に手をアゲて、自分を解き放とう」という意味を込めた造語です。例えばサッカー
のゴールシーンなど、人は心の底から夢中になったとき、自然と手がアガります。手がアガる＝自分自身の心と身体が解
き放たれ、テンションが MAX に達したということ。それが１人ではなく、家族や友だち、さらにパークにいるみんなと、
その場で一緒にあがる手が多ければ多いほど、他では味わうことのできない一体感と爽快感が全身を駆け巡り、最高の瞬
間を味わうことができます。その体験をユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは“ヘンザップ”と定義しました。

＜ユニバーサル・ヘンザップ・サマー

コンテンツ①＞

今年は“雪”がますますパワーアップ！ エリアもスケールもケタ違い！
家族みんなで手をアゲて、ハチャメチャ熱狂大合戦！
『ユニバーサル・サマー・フェスティバル』 ２０１８年６月３０日（土）～９月２日（日）開催
『ユニバーサル・サマー・フェスティバル』では、ユニバー
サル・スタジオ・ジャパンの夏を象徴する“水”はもちろん、
今年は“雪”がさらにパワーアップ！ エリアもスケールもケ
タ違いで、真夏に“雪”が盛りだくさんのエンターテイメント
をお届けします。毎年恒例の『ウォーター・サプライズ・パレ
ード』に加え、ミニオンやセサミストリートの仲間たちと大量
の雪にまみれて大熱狂できる 2 つの新エンターテイメントが登
場。ショー連動アイテム「ウォーター・シューター」で思いっ
きり水をぶっ放し、家族みんなで手をアゲれば、心も体も超絶
スッキリ！ びしょ濡れになって、ここだけのハチャメチャ爽快な夏をとことん遊びつくそう。
■『ミニオン・スノー・ファイト』
ミニオンたちと雪にまみれて大熱狂できる真夏のハチャメチャ大合戦『ミニオン・スノ
ー・ファイト』では、パーク史上最高に熱いバトルをお届けします。グル―やミニオン
たちが賑やかに応援する中、的を狙ってウォーター・シューターを撃ちまくれ！バトル
の勝者が興奮のあまり手をアゲると、なんとアツい夏を涼しくしてくれる大量の冷たい
雪が豪快に降り注ぐ！真夏のハチャメチャ大合戦で大はしゃぎしよう。
＜開催場所＞ニューヨーク・エリア「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」横
＜開催回数、時間＞1 日数回開催（開催時間・回数は日によって異なる） 約 20 分
■『セサミストリート・スノー・パーティ』
セサミストリートの仲間たちと一緒に、ウォーター・シューターで的を撃ったり、一緒にダンスしたり、“暑い夏”に“冷たい
パーティ”を楽しんで、真夏に“雪”を降らせよう。みんなで一緒に手をアゲてココロを一つにすれば、真夏のキセキがきっと
舞い降りる!?
＜開催場所＞ステージ 18

＜開催回数、時間＞1 日数回開催（開催時間・回数は日によって異なる）

約 20 分

■『ウォーター・サプライズ・パレード』
パーク中に“水”と“ハチャメチャ”をまき散らすパークの夏名物、ウォーター・サプライ
ズ・パレードも、今年はさらにフィーバー、さらにびしょ濡れに。ウォーター・シューター
での水かけバトルに加え、頭上から、背後から、大量の水があらゆる場所からぶっ放される！
豪快で爽快なびしょ濡れパレードをハチャメチャに楽しんで、気づけば自然に手がアガる！
＜開催場所＞パレードルート／＜開催回数・時間＞1 日 1 回（14:00 開始）約 45 分
＜ウォーター・サプライズ・パレードで夏をとことん楽しむなら「特別エリア入場券」がオススメ！＞
パーク中で展開する「ウォーター・サプライズ・パレード」を思いっきり楽しむなら、特別エリアが特にオススメ。
驚くほどびしょ濡れになり、360 度をミニオンとパークの仲間たちに囲まれる、超熱狂のパレードを満喫しよう！
価格：大人／子ども／シニア共通価格：￥1,204 (税込￥1,300)
販売開始：6 月 5 日(火)予定

※販売対象期間：7 月 28 日(土)～（販売対象期間が変更になる可能性があります）

■『ウォーター・シューター』＆マーケット情報
今年の夏は、夏のエンターテイメントはもちろん、昨年大好評の
『サマー・スプラッシュ・マーケット』など、パーク中のあちこ
ちで「ウォーター・シューター」
（写真①）が大活躍。ミニオンや
ハローキティをデザインしたタイプや、キッズにオススメの「水
てっぽう」
（写真②）など、バリエーションも豊富。夏に欠かせな
いマストアイテムをゲットして、思いっきり手をアゲて楽しも
う！

①

②

＜『ユニバーサル・ヘンザップ・サマー』コンテンツ②＞

今年は２大アトラクションが究極進化！“拳をあげれば、もう仲間だ。”
『ワンピース・プレミア・サマー』 ２０１８年７月６日（金）～９月３０日（日）開催
初版発行部数は日本記録更新、コミックス発行部数は全世界累計 4 億 4 千万部以上、さらにアニメでも大人気
の『ONE PIECE』
（原作：尾田栄一郎）をテーマにした『ワンピース・プレミア・サマー』。今年は『ワンピー
ス・プレミアショー 2018』と、
『ワンピース・ウォーターバトル』が 2 大アトラクションとなって究極進化！
テーマレストランなども含め、この夏も一日中、麦わらの一味と一緒に手をアゲて盛り上がろう。
ワンピース・プレミアショー 2018
昨年満足度 99％(※1)を誇る圧倒的臨場感のライブショー『ワンピース・プレミアショー』は、
アラバスタ編からつながるストーリーを展開、麦わらの一味とビビの心に秘めた熱い絆を描き
出す。シリーズ屈指の人気ストーリーをベースにした、パークだけのオリジナルストーリー。
圧巻のバトル、そして絆を誓う“あの名シーン”が、驚きのクオリティで蘇り、胸を熱くする
興奮、熱狂、感動を全身で体感できる一大エンターテイメントです。

ワンピース・ウォーターバトル
ウォーター・シューターを手に、隠されたお宝を狙う強敵がひしめくエリアをいざ進め！
“麦わらの一味”と仲間になって敵をやっつける大熱狂の水かけバトルが、今年は 2 つのスト
ーリーで、ウォーターバトル史上最多の海賊や海軍が登場！麦わらの一味と一緒に敵をやっつ
ける大熱狂の水かけバトルで手をアゲて、夏ならではのびしょ濡れ爽快感を存分に体感しよう。

サンジの海賊レストラン
毎年完売が続出、“麦わらの一味”のコック、サンジの極上フレンチと熱いおもてなしを堪能
できる大好評のテーマレストラン。麦わらの一味のコック、サンジのレストランが、今年は何
やら不穏な気配に…！？バギーの策略で、一味に分裂の危機が訪れる！仲間のためにクールに
戦い、より身近に、より情熱的になったいろんな表情のサンジのおもてなしに、身も心もとろ
けてしまうかも!?

麦わらの一味の宴レストラン
熱気に満ちた宴レストランが今年も登場。木々生茂るジャングルの
中、ひと際リアルで熱～い宴でワイルドな肉＆魚料理にかぶりつき
ながら、ルフィたち麦わらの一味気分で、にぎやかに「乾杯」を楽
しもう。かわいくてたまらない「チョッパーケース付カップデザー
ト

いちごわたあめゼリー/ソーダゼリー」
（写真左）も登場。

■ワンピース・プレミア・サマー

開催概要

コンテンツ

ワンピース・プレミアショー

ワンピース・ウォーターバトル

サンジの海賊レストラン

麦わらの一味の宴レストラン

開催期間

7 月 6 日～9 月 30 日

7 月 6 日～9 月 2 日

6 月 1 日～9 月 30 日
※6 月は金土日のみ開催

6 月 26 日～9 月 30 日

開催場所

ウォーターワールド

ウォーターワールド入口付近

ロンバーズ・ランディング

ディスカバリー・レストラン

開催回数
・時間

1 日 1 回（約 75 分）
開場 18:45 開演 19:15

1 日数回
時間は日によって異なる

①10:00～ ②12:00～
③14:00～ ④16:40～
⑤18:40～

営業時間は
日によって異なる

大人¥1,980（税込)～
子ども¥980(税込)～

-

大人¥4,980(税込)
子ども¥2,550(税込)

-

価格

注意事項

※大人は 12 歳以上、子どもは 4～11 歳。ただし、12 歳でも小学生の場合は子ども価格となります。
※開催日及びチケット、メニューに関する詳細は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式 WEB サイト参照

※1:『ワンピース・プレミアショー 2017』の体験者アンケート（2017 年 8 月 5 日～2017 年 8 月 25 日）当社調べ

＜ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

夏最新情報＞

「ミニオン」と「おさるのジョージ」の、２つの新アトラクションも同時オープン！
子どもから大人まで全員が確実に楽しめる豪華ラインナップが一同に集結
夏のシーズナル・イベント開幕にあわせて、ライド・アトラクション『ミニオン・ハチャメチャ・アイス』、
シアター型ショーアトラクション『プレイング・ウィズ おさるのジョージ』の、2 つの常設アトラクション
が 6 月 30 日(土)に同時オープンします。また、7 月 6 日(金)には、ライド・アトラクション『エヴァンゲリ
オン ＸＲライド』が期間限定で復活し、夏休みの期間だからこそ、子どもから大人まで全員が確実に楽しめ
る豪華ラインナップが一同に揃います。5 月 17 日(木)のオープン以来、大好評の『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～』
、6 月 1 日(金)には、2001 年のグランド・オープン
以来、初のリニューアルを行う『ウォーターワールド』など、数々の最新アトラクションとあわせて、この夏
のユニバーサル・スタジオ・ジャパンを思う存分お楽しみください。

『ミニオン・ハチャメチャ・アイス』 『プレイング・ウィズ おさるのジョージ』
2018 年 6 月 30 日(土)オープン
2018 年 6 月 30 日(土)オープン

『ウォーターワールド』
2018 年 6 月 1 日(金)リニューアル

『エヴァンゲリオン XR ライド』
2018 年 7 月 6 日(金)復活

『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～』
2018 年 5 月 17 日(木)より大好評開催中

新アトラクションと夏イベントをスムーズかつ確実に楽しもう『ユニバーサル・エクスプレス・パス』
アトラクションの待ち時間を短縮でき、スムーズに体験できる『ユニバーサル・エクスプレス・パス』に、
夏期限定の商品が登場。人気アトラクションをはじめ、夏のパークを確実に楽しみたい方は、お早めのご購入
をおすすめします。
※販売券種、販売日、価格等の詳細はユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式サイトをご覧ください。

宿泊で夏のパークをとことん満喫するなら、１.5 デイ・スタジオ・パスがオススメ
人気の最新アトラクションから期間限定イベントまで、夏の旅行でパークをとことん満喫するなら、1 デイ・
スタジオ・パスの価格にプラス￥3,000（税込）の「1.5 デイ・スタジオ・パス」がオススメ。着いたその日
は 15:00 からパーククローズまで、そして 2 日目は朝から夜までパーク体験できるので、盛りだくさんの夏イ
ベントはもちろん、最新のナイトパレード「ユニバーサル・スペクタクル・ナイトパレード」など、夜コンテ
ンツも存分にお楽しみいただけます。
■『1.5 デイ・スタジオ・パス』 ￥10,900（税込）
※2 日間をまるごとお楽しみいただける『2 デイ・スタジオ・パス』￥13,400（税込）も販売中。

パーク公認の旅行予約サイト『ユニバーサル・トラベル』で、みんな大満足の旅をプランしよう
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公認の旅行予約サイト「ユニバーサル・トラベル」でも、5 月
下旬から夏期限定プランが続々登場。公認だからこそできるサービスに加え、目的に合わせた多彩
なプランから、あなたにぴったりの旅をチョイスし、パーク体験をスムーズにするプランが見つか
ること間違いなし！また、6 月 28 日にはサイトがリニューアルし、自分で交通・宿泊・パーク体
験のプランを組み合わせ、
“自分だけの”オリジナル旅行パッケージが作れるサービスが登場。様々
なコンテンツが充実する夏だからこそ、ユニバーサル・トラベルで、あなたにぴったりの旅をチョ
イスし、一緒に旅したみんなが満足できる“大正解の旅”をお楽しみください。
■ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公認 旅行予約サイト「ユニバーサル・トラベル」
http://www.usj.co.jp/tour-hotel/

この夏、
「ウォーター・サプライズ・パレード」も楽しめる旅行プラン登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・トラベル・パートナーである JTB では、夏のパークを楽しめるエース JTB
オプショナルパンフレット「サマー・フェスティバル・プラン」(期間 2018 年 7 月 1 日(日)～9 月 2 日(日))を 6 月上旬より販
売します。アトラクションを短い待ち時間でスムーズに体験できるユニバーサル・エクスプレス・パスや、「ユニバーサル・ス
ペクタクル・ナイトパレード」特別鑑賞エリア入場券、「ウォーター・サプライズ・パレード」特別エリア入場券などもオプシ
ョナルプランでご用意しています。 エース JTB「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅」と合わせてお申込みください。
（オ
プショナル単品でのお申込不可）オフィシャルホテル宿泊で、パークオープン 15 分前に入場できるアーリー・パークインもご
利用いただけます。（一部除外プランあり）夏休みの思い出を作りに、エース JTB「サマー・フェスティバル・プラン」でユニ
バーサル・スタジオ・ジャパンへ旅行しよう。

■オフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」

7/15 オープン

ユニバーサルシティエリアに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの７棟目のオフィシャル
ホテルとして、
「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」が 7 月 15 日にオープンします。パ
ークの感動と興奮をそのままに滞在いただけるよう、ホテルは非日常的な空間設計、デザイ
ンを施しています。その一環として、パークの大人気キャラクターを用いた館内装飾を実施
し、ゲストが笑顔になれるエンターテイメントを充実させます。オープンを記念した宿泊プ
ランもご用意していますので、ここでしか体験できない笑顔あふれるステイをお楽しみくだ
さい。
■ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ
http://www.u-vita.co.jp

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンはコムキャスト NBC ユニバーサルが完全所有しています。
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界におけ
る一大ランドマークとしての地位を築きあげています。
「世界最高を、お届けしたい。
」という強い想いの下、ハリウッドの人気
映画だけではなく、さまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲ
ストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供し、訪れるゲストに世界
最高の体験と思い出をつくっていただいています。
2001 年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人
気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイ
ナソー」、大人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える〝ハチャメチャ″が楽しめる「ミニ
オン・ハチャメチャ・ライド」など次々と世界最高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。
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