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ユニバーサル･スタジオ･ジャパンの

ハロウィーンが今年は一新！

“ハロウィーン新時代“が、到来！
今年の「ユニバーサル・サプライズ・ハロウィーン」は
かつてない史上初※１の新型アトラクションが続々登場！
２０１８年９月７日（金）～１１月４日（日）毎日開催※２
ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは ２００２年からハロウィーンをテーマにしたシーズナル・イベント
を開始し、ハロウィーン時期に仮装を楽しむという日本での新しい若者文化を象徴する場所、『仮装の聖地』
と呼ばれるまで成長してまいりました。１７年目を迎える今年は、過去のハロウィーンとは一線を画す、ま
ったく違うハロウィーンの楽しみ方をお届けし、まさに『ハロウィーン新時代』の到来を築くシーズナル・
イベント「ユニバーサル・サプライズ・ハロウィーン」を２０１８年９月７日(金)から１１月４日(日)まで
開催いたします。パークのハロウィーン・イベントの核となるアトラクションが今年はさらにパワーアップ
するのみならず、パーク史上かつてない初体感の新型アトラクションも続々登場します。

今年初登場、これまでのホラー・アトラクションの概念を覆す、“大人”な女性も満足できるファッショナ
ブルで、体験する者すべてが魂を奪われ、息をのむ心理的恐怖を体感できる『大人ハロウィーン』や、朝から
夜まで一日中、子どもも一緒に家族みんなでハチャメチャに楽しめる『こわかわハロウィーン』に加え、新絶
叫アトラクションや新ゾンビが続々登場し、想像を超える更なる恐怖体験に襲われる『絶叫ハロウィーン』と、
３つのまったく異なるハロウィーンの楽しみ方をゲストの皆さまにお届けします。
※１ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ユニバーサル・サプライズ・ハロウィーン」史上初の新しいハロウィーン・コンテンツが複数登場します。
※２ 『ハロウィーン・ホラーナイト』は２０１８年９月８日（土）～１１月４日(日)開催

■パークに初登場、美しすぎるホラーが体験できる『大人ハロウィーン』
今までに見たこともないダーク・ホラーの迷宮の世界で、ゲスト自身が物語の一員となる、まったく新し
いホラーを体感できる『ホテル・アルバート』が登場します。さらには、美しく恐ろしいヴァンパイアが登
場する『ブラッド・レジェンド』やゴーストがさまよう朽ちた幽霊船を舞台に繰り広げられる『サイレンス・
イン・ザ・ゴーストシップ』など、ゲストの皆さんは背筋も凍る恐怖に怯えると同時にその世界観の美しさ
に心を奪われる、今までにないホラーを体験することができます。アーティスティックで歪んだ世界の中に
完全に心酔できる、大人のための美しすぎるホラー体験が誕生します。
■朝から夜まで、家族でハチャメチャに楽しめる『
“こわかわ”ハロウィーン』
ミニオンなどパークの仲間たちが、ちょっぴり怖いけど、とびきり可愛いモンスターたちに大変身し、こ
の時期しか出会えない、おちゃめで陽気な姿で登場します。昼は大熱狂のパレード『フェスタ・デ・パレー
ド』やキッズのお楽しみ、滝のように降り注ぐお菓子を体いっぱいでキャッチする『ハッピー・トリック・
オア・トリート』などで大興奮、夜には初開催の『ユニバーサル・ワンダーランドこわかわナイト』を満喫
し、家族みんなで一日中楽しんで熱狂できる、とびっきりのハロウィーン体験をお届けします。
■新ゾンビが続々登場し、さらなる恐怖体験が差し迫る『絶叫ハロウィーン』
パークのハロウィーンの代名詞と言える、あの絶叫ホラー体験が超絶パワーアップしてさらなる“最恐”
になって登場します。今年は、エリアごとにまったく異なるおぞましいストリート・ゾンビが登場し、夜の
ストリートが熱狂に包まれる中、『ゾンビ・デ・ダンス』では、ゾンビたちがゲストのみなさんと一緒にな
って踊り、テンションを最高潮に盛り上げます。殺人鬼や悪魔に追われるホラー・メイズや、体験者の自ら
の選択によって生き残りが決まるミッション型メイズまで、パークに多種多様な絶叫ホラーが勢揃いします。

<参考資料>

アトラクション一覧：
ハロウィーン・ホラーナイト 「大人ハロウィーン」

ホラー・メイズ

ホテル・アルバート

ゲスト自身が物語の一員となる、パーク史上初、完全没入型ホラー
が出現。
華やかなホテルを舞台に、ゲスト自らがドアを開け進み、登場人物と話
し、事件を目撃するなど、登場人物の一員となることで展開される完全
没入型ホラー体験が、パークオリジナル演出で初登場します。想像を覆
す、前代未聞の恐怖を体感いただけます。
※別途料金が必要となります

ラウンジ ＆ フォト・スポット

ホテル・アルバート・ラウンジ
& フォト・スポット

ホラー・メイズ

サイレンス・イン・
ザ・ゴーストシップ

ホラー・シアター

ブラッド・レジェンド

華やかなラウンジ＆フォト・スポットで、ここだけのプレミアム体験を。
大人ハロウィーン体験をさらに優雅にしてくれるラウンジが登場します。
限られた人だけが入場できる、ほかにないゴージャスな空間で、最高に
“大人”なフォト・スポットやカクテルを楽しめます。
※別途料金が必要となります

パーク史上初、音をたててはいけないサイレント・ホラー・メイズが登
場。
呪われた幽霊船を舞台にした新登場のホラー・メイズでは、音を立てれ
ば、体を狙いしのび寄るゴーストに捕えられてしまう為、気配を殺し、息
をひそめ、恐ろしいゴーストから逃げ延びなければならない、緊迫のサイ
レント・ホラー・メイズです。
美しくも恐ろしい、ヴァンパイアの住処で繰り広げられる恐怖のストー
リーをリアルに体感。
ゲストたちは人の生き血を求めさまよう、伝説のヴァンパイアの住処で世
にも恐ろしい事実を目の当たりにし、その美しくも壮絶な恐怖を 4－D の
世界で体験いただけます。

こわかわハロウィーン

パレード

フェスタ・デ・パレード
【特別エリア】
ミニオン“こわかわ”
パーティ・エリア

さあ、心はずませ、体おどらせ、世界のパレードに大熱狂！
ノリノリな音楽に合わせ、極採色のフロートとともに、世界のフェスティバル
がにぎやかに展開されるパレードで、大量の泡や紙ふぶきが豪快に舞う
中、ゲストはそのリズムに身を任せ、体おどらせ、究極にスッキリすることが
できます。ハロウィーン・コスチュームのパークの仲間たちと一緒に、ハイテ
ンションで盛り上がれること、間違いなしです。
フロートとステージに３６０度囲まれる大迫力エリアが登場します。 “こ
わかわ”ミニオンたちが登場する超熱狂のド真ん中で、大興奮の予測不
能なハチャメチャ・パーティを体験いただけます。
※別途料金が必要となります

滝のように降り注ぐお菓子を体いっぱいでキャッチ！
キッズのハロウィーンのお楽しみ、「トリック・オア・トリート」を“こわかわ”モン
スターたちに変身したパークの仲間と一緒にお楽しみいただけます。
子供たちは、音楽に合わせて歌って踊って、ハロウィーンの合言葉を唱
え、降り注ぐお菓子を全身でキャッチし、お菓子と一緒に、最高の「トリッ
ク・オア・トリート」体験ができます。

ストリート・エンターテイメント

ハッピー・トリック・オア・
トリート

※ 『ハッピー・トリック・オア・トリート』には、UHA 味覚糖が協賛します。

ユニバーサル・
ワンダーランド
こわかわハロウィーン

ハロウィーンのワンダーランドは、子供と一緒に家族みんなで一日中、大はしゃぎ！
ユニバーサル・ワンダーランドのハロウィーンは、ハロウィーン装飾で彩られ、“こわかわ”コスチュームのエル
モやスヌーピー、ハローキティと色鮮やかなハロウィーン空間で、一日中、大はしゃぎで楽しんでいただけ
ます。
エリア初のライトアップで夜まで大はしゃぎ！
ユニバーサル・ワンダーランドは夜になるとさらに進化し、装飾にあかりが
灯ったり、あちこちの壁面に楽しいハロウィーンのシーンが浮かび上がるな
ど、エリア初の夜のエンターテイメントが登場します。とびきり楽しくて、かわ
いくて、子供と一緒に家族みんなで大興奮、間違いなしの今だけの色
鮮やかな夜のワンダーランドをお楽しみいただけます。

ライティング・エンターテイメント

ユニバーサル・ワンダーランド
こわかわナイト

ハロウィーン・ホラーナイト 「絶叫ハロウィーン」
ホラー・エンターテイメント

ホラー・エンターテインメント

ストリート・ゾンビ

ホラー・エンターテイメント

ゾンビ・デ・ダンス

ホラー・メイズ

インシディアス
～ザ・ラスト・キー～

エリアごとに遭遇する新ゾンビ、前代未聞の地獄絵図に大絶叫！
今年は、狂ったサーカス団、毒まみれの患者、朽ち果てた海賊や凶暴
なゴリラなど新ゾンビが続々登場し、さらにパワーアップ。史上最悪のゾン
ビ地獄が、各エリアで大発生します。リアルに出現したそれぞれの世界
観のなかで遭遇する、見たこともないゾンビに、ゲストたちは大絶叫する
こと、間違いなしです。
奇怪なゾンビとともに、踊りまくる！
新感覚の熱狂ゾンビ・ダンス・エンターテイメント！
ストリートで繰り広げる圧巻のゾンビダンスに、今年はなんとゲストたち自
身が巻き込まれます。緊迫した世界観の中で奇怪なゾンビにまみれて
踊りまくる、まったく新しい熱狂体験で、今までにないホラー・ナイトに大
興奮いただけます。
大ヒットホラー映画『インシディアス 最後の鍵』の世界を体感せよ。
全米で大ヒットを記録したホラー映画『インシディアス 最後の鍵』の世
界を完全再現。不気味な一軒家で繰り広げられる、恐ろしい亡霊との
戦いを目撃せよ。次に憑りつかれるのは、あなたかもしれない…

【DVD 販売情報】
「インシディアス 最後の鍵」
今秋 ブルーレイ＆ＤＶＤリリース・デジタル同時配信（予定）
発売・販売元：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
© 2018 Sony Pictures Worldwide Acquisitions Inc. All Rights Reserved.

自らの力で戦い、選び、生き残る、新形態のミッション型ホラー・
メイズが出現。
ゲストたちは、薬物に汚染された異形のクリーチャーが巣食う、狂気の地
獄へと放たれ、自我を失った化け物に追われる緊急事態のなかで数々
の分かれ道、生死を賭けた戦いに遭遇します。ゲスト自らが罠を仕掛
け、選択し、ミッションをクリアすることで生還することができる新メイズが
登場します。

ホラー・メイズ

ザ・サバイバル
～デッドマンズ・フォレスト２～

ー

しのび寄る呪いの恐怖を描く唯一のジャパニーズ・ホラー・アトラクシ
ョン
いつものアトラクションが、この日は一転。貞子の呪いで次々と起こる不
具合や奇妙な現象。あなたも貞子の呪いを体験することになる…。

ホラー・シアター

貞子
～呪われたアトラクション～

病院を舞台に、あの残虐な殺人鬼が蘇る！
あの恐怖の惨殺劇が再び幕を開ける―。
さらに残酷かつ凶暴になったやつが、患者たちを襲い、切り刻み、解体
する！どこまでも追われる緊迫感、リアルで不快な世界に巻き込まれ
ろ。

ホラー・メイズ

カルト・オブ・チャッキー
～チャッキーの狂気病棟～
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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。
＊

＊

＊

ユニバーサル･スタジオ･ジャパンについてのお問い合わせ先（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

