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昨年チケット完売の大人気イベントがさらにパワーアップ！

パーク史上初！一年を丸ごと、一夜で満喫できる、
豪華で大興奮の新カウントダウンが誕生！
春、夏、ハロウィーン、クリスマス、パークの一年の人気イベントが一夜に大集結！

『ユニバーサル・カウントダウン・パーティ 2019』
「パーティ・パス」明日より先行販売開始！
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、2018 年を締めくくるスペシャル･イベント『ユニバーサル･カウントダウン･パー
ティ 2019』を、2018 年 12 月 31 日（月・大晦日）午後 7 時から、年が明けた 2019 年 1 月 1 日（火・元日）午前 2 時ま
で開催します。

一年の最後を締めくくるにふさわしく、３０００発以上の色鮮やかなパイロ(直立型花火)が夜空一面に打ちあがる
豪華なカウントダウン・モーメントや、大人気のアトラクションが最長２６時間乗り放題になることで毎年、大人気を博し
ている１日限定のスペシャルなイベントです。昨年、人気のあまり入場券が早々に完売※するほどの盛況ぶりをみせた
このイベントが、今年はさらにパワーアップし、“新カウントダウン”として生まれ変わります。恒例のカウントダウンの豪
華なラインナップに加えて、今年はパーク史上初、“一夜限りの特別版シーズナル・イベント”を開催します。パークの
一年を一日にギュッと凝縮することで、ゲストの皆さんの一年に一度だけの特別な日をよりスペシャルに、そしてより豪
華にお届けします。

『新カウントダウン』では、２０１８年にパークで開催された数あるショー・エンターテイメントの中から、それぞれの
シーズンを代表する演目を厳選し、 “一夜限りの特別バージョン“としてお届けします。
今春一新し大好評のストリート・ライブに、パークの夏を水と雪で大いに盛り上げたシーズナル・イベント“ユニバー
サル・ヘンザップ・サマー”からは、「ミニオン・スノー・ファイト」が登場。 さらには、パークが誇る最恐のシーズナル・イ
ベント“ハロウィーン・ホラー・ナイト”からは、今年続々登場した新ゾンビたちが参戦。 一夜限りの“ゾンビ・デ・ダンス”
が、ゲストたちを興奮の渦に巻き込みます。
そして、 “ユニバーサル・ワンダー・クリスマス”の光の感動、『ユニバーサル・イリュージョン・ツリー』や“ウィザーデ
ィング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター”の魔法界でのクリスマスで繰り広げられるキャッスル・ショー『ホグワーツ・マジ
カル・ナイト』もお楽しみいただけます。

左から、今春、初登場したストリート・ライブ、『ナイトロ・ダンス・クルー』、夏の参加型ストリート・ショー『ミニオン・スノー・ファイト』、今年のハロウィーンに新登場した参加型ライブ・ショー『ゾンビ・
デ・ダンス』。
※画像はイメージです。

■『ユニバーサル･カウントダウン･パーティ 2019』スケジュール
2018 年 12 月 31 日（月）営業時間
午前 9:00
午後 5:00
午後 7:00
通常営業
パーク
『ユニバーサル･カウントダウン･パーテ
12 月 31 日有効の各種「スタ クローズ
ィ 2019』
ジオ･パス」で入場可能。
「パ－ティ･パス」でのみ入場可能。翌
午後 5 時に営業終了。
日 1 日（火）午後 9 時まで何度でも入
「パーティ･パス」では入場
場可。
不可。
「年間パス」を含む、通常販売している
入場券では入場不可。

2019 年 1 月 1 日（火）営業時間
午前 2:00
午後 9:00
通常営業
1 月 1 日有効の各種「スタジオ･
パス」で午前 2 時から入場可
能。
「パーティ･パス」でも入場可能。

※荒天時は体験時間を変更する場合があります
※時間帯により、休止するアトラクションがあります

■『ユニバーサル･カウントダウン･パーティ 2019』のパーティ・パスの種類および価格
売り切れ次第、販売終了！ご購入はお早めに！
★今年は、グラマシーパークの特別座席からカウントダウン・モーメントを見渡せる「VIP エリア入場券」が新登場！
パーティの時間中は VIP エリアとパーク内を自由に出入りでき、 カウントダウンを存分に楽しみたい方におすすめです。
名称
価格
単体販売

セット販売

「パーティ・パス」（※1）

11,852 円 （税込 12,800 円）

「パーティ・パス」
+「特別エクスプレス・パス」

19,260 円 （税込 20,800 円）～

「パーティ・パス」
+「特別エクスプレス・パス」+「特別鑑賞エリア入場券」（※2）

24,815 円 （税込 26,800 円）

「パーティ・パス」
+「特別エクスプレス・パス」+「VIP エリア入場券」（※3）

26,667 円 （税込 28,800 円）

「パーティ・パス」
+「特別鑑賞エリア入場券」（※2）+「カウントダウン・パーティ・ビュッ
フェ」

25,278 円 （税込 27,300 円）

上記価格はいずれも大人・子ども・シニア共通。同伴する 3 歳以下の幼児は無料。チケットはいずれも売り切れ次第販売終了
※1 「パーティ・パス」は、『ユニバーサル･カウントダウン･パーティ 2019』開催中から引き続き、1 月 1 日午後 9 時までの最大 26 時間有効
※2 カウントダウン・モーメントを特別鑑賞エリアから鑑賞可能
※3 カウントダウン・モーメントを VIP エリアから鑑賞可能
詳細情報は公式 WEB サイトをご覧ください。

■『ユニバーサル･カウントダウン･パーティ 2019』パーティ・パス販売場所
販売窓口
日程
先行発売
ローソンチケット プレリクエスト
9 月 12 日（水）～
Yahoo!チケット

一般発売
9 月 14 日（金）～

公式 WEB サイト www.usj.co.jp
ローソンチケット（WEB サイト）、店頭の Loppi（パーティ・パスのみ）
Yahoo!チケット
パートナーホテル（一部除く、宿泊者への販売のみ）
※契約旅行会社(一部除く)でも順次発売予定

『ユニバーサル・カウントダウン・パーティ 2019』は、コーポレート・マーケティング・パートナーの株式会社 NTT ドコ
モが協賛しています。
※各種パスの販売場所は、予告なく変更する可能性があります。
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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、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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ユニバーサル･スタジオ･ジャパンについてのお問合わせ先（一般）
インフォメーションセンター Tel : 0570-20-0606 / 公式 WEB サイト：www.usj.co.jp
パソコンおよび携帯電話、スマートフォンからアクセスできます。
●ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 公式 WEB サイト www.usj.co.jp
●ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 公式 Facebook https://www.facebook.com/UniversalStudiosJapan
●ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 公式 Twitter （@USJ_official） https://twitter.com/USJ_Official

