2019 年 11 月 11 日（月）

“世界が羨む、日本を楽しめ！”

『ユニバーサル・クールジャパン ２０２０』開催決定！
“世界中に愛される４大ブランド”が“各作品史上初の体験”で登場！
「進撃の巨人」「名探偵コナン」「ルパン三世」「モンスターハンター」
２０２０年１月２１日（火）～６月２８日（日）期間限定開催※1
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、2015 年の初開催以来、毎年絶大な人気を博し、6 年目を迎える『ユニバー
サル・クールジャパン 2020』を、2020 年 1 月 21 日（火）～6 月 28 日（日）の期間※１に開催することを決定しました。
今回の『ユニバーサル・クールジャパン 2020』は、国内だけでなく世界中から愛される日本を代表する作品
として、過去の『ユニバーサル・クールジャパン』でも絶大な支持を集めた“クール”な 4 大エンターテイメント・
ブランドが登場。さらに、それぞれの作品にとって初となるアトラクション体験を取りそろえた、ここにしかない
“新体験と新興奮”が楽しめます。
登場する４大ブランドは、その世界観の再現性やクオリティに毎回原作者からも絶賛を受けている「進撃の巨人」、
「名探偵コナン」、前回初登場し大きな話題を呼んだ「ルパン三世」に加え、『ユニバーサル・クールジャパン 2018』
から２年ぶりとなる「モンスターハンター」です。さらに、それぞれのブランドにとって“史上初”となるアトラクション
体験が登場します。「進撃の巨人」では、立体機動バトルの疾走感を体感できる初の超体感 VR コースター
『進撃の巨人 XR ライド』、「名探偵コナン」では、『名探偵コナン・ワールド』に新登場する、リアルな声と音で物語の
世界に入り込み、ライド体験を楽しめるストーリー・コースター『名探偵コナン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』、
「ルパン三世」では、リアルキャストによる、作品そのままの離れ技を目の前で体験できる「ルパン三世・ザ・ライブ」、
「モンスターハンター」では、VR の超臨場感の中でインタラクティブなハンティングを体験できる、次世代型体験アト
ラクションなど、これまで経験したことのない各作品史上初となる新次元の体験を味わえます。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのクオリティで、各作品のリアルな世界観への圧倒的没入感と臨場感を実現
する、究極進化した『ユニバーサル・クールジャパン 2020』にご期待ください。

※1

「モンスターハンターワールド：アイスボーン×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」 とのコラボレーションアトラクションの開催期間は後日発表します

進撃の巨人

【開催期間】 2020 年 1 月 21 日（火） ～ 6 月 28 日（日）

◆『進撃の巨人 ＸＲライド』
原作連載開始 10 周年のアニバーサリーイヤーを迎えた「進撃の巨人」
が、史上初の XR ライドとして登場。VR ゴーグルを装着すると、その世界が
360 度広がり、リアルサイズの巨人たちが目前に迫る恐怖の中を、調査兵
団と共に縦横無尽に飛び交い駆け抜ける体感をコースターの重力・
スピードによって完全再現。「進撃の巨人」ならではの戦闘で味わえる
疾走感を“真に体験”できるアトラクションです。
【開催施設】 スペース・ファンタジー・ザ・ライド
【アトラクション形式】 コースター（XR ライド）
<「進撃の巨人」について>
コミック累計発行部数は 8,400 万部を超え、全世界 18 言語・180 ヶ国以上で出版されるなど、日本のみならず、
世界中に衝撃を与えつづける作品(現在 1～29 巻、講談社刊)。その魅力は、作者・諫山創の描き出す物語世界。
人類を捕食する謎多き「巨人」、巨人の侵入を阻む高い「壁」に囲まれた人類の居住地、巨人に対抗するために
開発された「立体機動装置」など、その世界観は読者の心を掴んで離しません。アニメやゲームはもちろん、映
画や CM、多数の企業とのコラボレーション企画など、反響はあらゆるメディアに広がりを見せており、今や、日本
で最も読まれている漫画の一つと言っても過言ではありません。

名探偵コナン・ワールド

【開催期間】 2020 年 1 月 21 日（火） ～ 6 月 28 日（日）
※『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』の開催期間は後日発表します

「名探偵コナン」の世界があらゆる角度で楽しめる『名探偵コナン・
ワールド』がさらに進化。“史上最多の 4 つのリアルな世界”が登場します。
コナンたちと一緒に謎を解く『名探偵コナン・ザ・エスケープ』をはじめ、
史上初、リアルに響く声と音、ライドを体感しながら物語の世界に入り込む
ストーリー・コースター『名探偵コナン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』、
パークをめぐり事件を解決に導くリアル探偵体験『名探偵コナン・
ミステリー・チャレンジ』、想像を超える“食×ミステリー”体験『名探偵
コナン・ミステリー・レストラン』 が登場します。

◆『名探偵コナン・ザ・エスケープ』
【開催施設】 ステージ 18

【アトラクション形式】 リアル脱出ゲーム

◆『名探偵コナン×ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』
【開催施設】 ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド

【アトラクション形式】 コースター

※2020 年 4 月 8～22 日はメンテナンスのため休止します。なお、休止スケジュールは予告なく変更される場合があります
※『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド～バックドロップ～』ではご体験いただけません
『ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド』は、大和ハウス工業株式会社が協賛しています。

◆『名探偵コナン・ミステリー・チャレンジ』
【開催場所】 パーク内各所

【アトラクション形式】 ラリー

◆『名探偵コナン・ミステリー・レストラン』
【開催施設】 ロンバーズ・ランディング TM 【アトラクション形式】 エンターテイメント・レストラン
<「名探偵コナン」について>
コミックスの全世界累計発行部数が 2 億 3,000 万冊を超える推理コミック。 2019 年に公開された、劇場版
こんじょう
フィスト
『名探偵コナン 紺青の 拳 』は、興行収入 93 億円を突破し、日本国内において 2019 年上半期の邦画興行収入
ランキング 1 位を獲得。 さらに、日本だけではなく世界の 20 以上の国と地域でも人気を博す世界規模のエンタ
ーテイメントブランドです。『ユニバーサル・クールジャパン』には、2017 年以降毎年登場し、数多くのゲストから
大きな支持を得ています。

ルパン三世

【開催期間】 2020 年 1 月 21 日（火） ～ 6 月 28 日（日）

◆『ルパン三世・ザ・ライブ』
前回の『ユニバーサル・クールジャパン 2019』に初登場して大きな話
題を呼んだ「ルパン三世」の世界が、今回はリアルキャストによる、史上初
のストリート・ライブ・エンターテイメントとして登場。
ルパンたちが、作品そのままの離れ技で出現する様を、目の前で体感
できます。“ほんもの”のルパンたちと一緒に大興奮の「ルパン三世」の
世界を存分にお楽しみください。
【開催場所】 デランシー・ストリート（ニューヨーク・エリア）
【アトラクション形式】 ストリート・ショー

<「ルパン三世」について>
1967 年の原作連載開始から半世紀以上にわたり、日本だけにとどまらず世界中の幅広い層から支持を得る
大人気作品。1971 年にアニメ化されて以降、常にテレビシリーズやテレビスペシャル、劇場版アニメとなって、
世代を超えたファンを楽しませています。世界の 100 以上の国と地域で展開※2 しており、今年は秋から冬にかけ
て完全オリジナル新作のテレビスペシャルのテレビ放送や、シリーズ初の 3DCG 映画「ルパン三世 THE FIRST」
が 12 月 6 日（金）全国公開するなど、様々な展開で新たなムーブメントを巻き起こしています。
※2 トムス・エンタテインメント調べ

モンスターハンター

【開催期間】 2020 年春予定

◆史上初の次世代型体験アトラクション
「モンスターハンターワールド：アイスボーン×ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」
世界中を熱狂させる人気作品「モンスターハンター」が、
『ユニバーサル・クールジャパン 2018』以来、約 2 年ぶりに登場します。
今回は、全世界で早々に出荷本数 280 万本を達成したハンティング
アクションゲーム「モンスターハンター：ワールド」の超大型拡張コンテ
ンツとして、9 月 6 日の発売以後、大ヒット中の「モンスターハンター
ワールド：アイスボーン」の世界を舞台に、VR 技術を駆使した未だ
かつてない、手に汗にぎるインタラクティブなハンティングが楽しめま
す。史上初の次世代型体験アトラクションで実現する、まったく新しい
モンスターハンターの世界にご期待ください。
アトラクションの詳細情報は、後日発表させていただきます。
<「モンスターハンター」について>
「モンスターハンター」シリーズは、2004 年の第 1 作発売以降、雄大な自然の中で巨大なモンスターに立ち向か
うハンティングアクションゲームとして全世界で人気を博し、「モンハン現象」と呼ばれる社会現象を巻き起こした
大人気ゲームです。好評発売中の『モンスターハンターワールド：アイスボーン』は、グローバル出荷本数 1,400 万
本を達成した『モンスターハンター：ワールド』の超大型拡張コンテンツで、好評を博した世界観やゲーム性はそ
のままに、さまざまな新要素を追加。『ワールド』のエンディング後から始まる、さらなるストーリーが展開されます。

クールジャパンのアトラクションをスムーズかつ確実に楽しめる『クールジャパン・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、クール
ジャパン限定バージョンが登場。2019 年 12 月 6 日(金)より販売いたします。世界に誇る日本の“クール”を、
スムーズに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。
【発売日】 2019 年 12 月 6 日(金)
※販売券種、価格等の詳細は、後日公式 WEB サイトにて発表します
“世界中に愛される４大ブランド”が“各作品史上初の体験”で登場する『ユニバーサル・クールジャパン 2020』の
アトラクションは、全てユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけのオリジナルストーリーで展開します。
詳細情報は今後続々と発表いたしますので、ぜひご注目ください。
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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。さらに、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、任天堂が世界に誇るキャラクターたちやその世界観をテーマにし
た新エリア「SUPER NINTENDO WORLD」のオープンにむけての工事も着々と進められています。
HARRY POTTER characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR. (s19)
Despicable Me, Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios. Licensed by Universal Studios
Licensing LLC. All Rights Reserved.
Nintendo properties are trademarks and copyrights of Nintendo. © 2019 Nintendo.
TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

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
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 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。媒体へは本お問い合わせ先を掲載ください。
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

