
 

 

 

 

 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン® 
ハロウィーンのパークは超絶の連続！ 

あなたの本能を呼び覚ます、この秋最高のエンターテインメント 

「ユニバーサル・サプライズ・ハロウィーン」 
2012 年 9 月 14 日（金）~2012 年 11 月 11 日（日）開催 

 
昼は「パレード・デ・カーニバル」のフォトジェニックな世界のカーニバルに大熱狂！ 

夜の「ハロウィーン・ホラー・ナイト」では、バイオハザード、ジェイソン、ハムナプトラを 

集結させ、世界最恐に大絶叫！昼・夜ふたつの超絶体験が、あなたの感情を解き放つ！ 
 
ファミリーに大人気の「ユニバーサル・ワンダーランド」で、かわいいキャラクターたちと 

世界中で楽しまれているTrick or Treatを体験すれば、子どもたちの笑顔は最高潮に！ 
 

2012 年 6 月 29 日（金）発表 
 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、昼と夜でまったく違う驚きと感動の体験ができる秋のシー
ズナル・イベント「ユニバーサル・サプライズ・ハロウィーン」【2012 年 9 月 14 日（金）～11 月
11 日（日）】を期間限定で開催します。 
 
このハロウィーンのイベントでは、昼から夜まで一日中、まったく違う 2 つの世界観にどっぷりと

浸り、次々に起こる超絶体験を楽しむことができます。昼は、世界が認めた伝統のお祭りをモチーフ
にした熱狂必至のパレード「パレード・デ・カーニバル」。夜は、世界を震撼させたバイオハザード、
ジェイソン、ハムナプトラを集結させ、パークが“ 世界最恐” のホラーの世界に変貌する大絶叫必至
の「ハロウィーン・ホラー・ナイト」。熱狂のパレードで『驚く』、『叫ぶ』、『はしゃぐ』のはもちろ
ん、“ 最恐” ホラーの環境に入り込んで『怖がる』、『思いきり叫ぶ』、『逃げ回る』というスリリング
な体験から思い切り自分をさらけ出すことで、日常の中で、がんばって、強がって押さえ込んでいる
心の奥底の感情やストレスを、思い切り解き放つことができます。ご自身が満足できるのはもちろん、
一緒にパークでの時間を過ごされたお友達やご家族との心の距離がいっそう縮まる、この秋最高のエ
ンターテインメントです。 

パレード・デ・カーニバル（昨年の様子）       バイオハザード（イメージ） ユニバーサル・ワンダーランド 



また、ご家族連れで毎日活況を呈している「ユニバーサル・ワンダーランド」では、期間限定のお
子さま向け特別体験「Trick or Treat（トリック・オア・トリート）」を実施し、欧米で人気のハロウ
ィーンの楽しみ方を本格的に再現してお届けします。 
 
「ユニバーサル・サプライズ・ハロウィーン」概要 
 

イベント  期間 時間・回数 場所 
バイオハザード ニューヨーク・エリア 

アトラクション「ターミネーター 
2-3:D」、 

およびグラマシーパーク周辺 
ジェイソン サンフランシスコ・エリア 

レストラン「ロンバーズ・ランディン
グ」 

ザ・マミー・ミュージア
ムⅡ 

ハリウッド・エリア 「ステージ22」 

＜ゾンビ＞ 
ジュラシック・パーク、アミティ、 
サフランシスコの各エリア一帯 

ハロウィーン・ホラー・ナ
イト 

（ホラーが苦手な方には、セイフ
ティー・エリアも設けておりま

す） 

アトラクション 

9月14日（金）～11月11日
（日） 

期間中の金、土、日、月およ
び 

10月31日（水・ハロウィーン） 

18：00～ 
パーククローズ 

＜ライド＞ 
スペース・ファンタジー・ザ・ライド 
ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド、

ジョーズ 
パレード・デ・カーニバル １回、約40分 ハリウッド・エリア～ニューヨーク・

エリア 
トリック・オア・トリート 

9月14日（金）～11月11日
（日） 

随時 ユニバーサル・ワンダーランド 

 
世界最恐に大絶叫！叫び、怖がり、逃げ回れ ！！「ハロウィーン・ホラー・ナイト」 
夜になり、「ハロウィーン・ホラー・ナイト」が始まると、活気あふれた明るいパークは絶叫が響

き渡るホラーパークに変貌します。「バイオハザード」、世界を震撼させたあまりにも有名なホラー映画
「13 日の金曜日」の「ジェイソン」、映画「ハムナプトラ」シリーズをテーマとした「ザ・マミー・ミュ
ージアムⅡ」、これら3つのホラーコンテンツを投入。もちろん、ストリートを徘徊するゾンビたちも、
昨年よりさらに怖さがパワーアップ。エリアも内容も昨年を大きく越えるスケールのホラー・ナイト
を実現します。脅かされ、怖がり、叫び、逃げ回ることで、もはやいつもの強がっている自分ではい
られない、世界最恐の大絶叫ホラー・ナイトをお届けします。 
 
① 「バイオハザード」の世界を全身で体感！恐怖と驚きと感動が一気に押し寄せる！ 
★一切の妥協を許さない制作チームが徹底的にこだわりぬいた空間演出、特殊効果と、世
界から集結したパフォーマー。世界観の完璧な３次元化に、恐怖と同時に驚きと感動がこ
みあげます！ 
 高解像度プロジェクターや音響・照明、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのエンターテイメント
チームだからこそ実現できる特殊効果を駆使し、グラマシーパーク周辺を一瞬にしてウイルスに侵さ
れた街、「ラクーンシティ」に変貌させ、このエリア一帯にゲストの皆様の想像を大きく超えるスケ
ールでバイオハザードの世界を再現します。 
 
★「この先を進めば、わたしもウイルスに感染するかもしれない…」想像力を掻き立てる
恐怖の連続に、あなたの緊張はＭＡＸに！ 
 垂直の壁をまるで普通の道であるかのように走り抜ける「パルクール」、関節、筋肉など人体の構
造を一切無視した信じがたい軟体を活かし、究極のゾンビを演じる「コントーショニスト」など、高



い技術をもつエンターテイナーが世界から集結し、ウイルス感染からゾンビ化していくまでを、人間
とは思えない奇怪な動きで表現。ゲストが、ウイルスに関する研究を進めているアンブレラ社に感染
の有無を確認するために訪れると、突然感染者が見つかったという警報が！避難経路には、感染者（ゾ
ンビ）や突然変異を起こしたクリーチャーたちが待ちうけ、「この先に進めば、自分もウイルスに感
染するかもしれない！」という想像力を掻き立てずにはいられなくなり、恐怖と緊張感に完全に覆わ
れます。 
 
② あの悲劇の名場面が蘇る！「ジェイソン」 
 
 悲劇が悲劇を招いたサイコ・サスペンス、ホラーファンから絶大なる支持
を得ている映画「13 日の金曜日」のあの「ジェイソン」が、ホラー・ナイ
トで蘇る！ 映画で観た、あの“ クリスタルレイクのキャンプ場” に集まっ
たゲストは、映画のシーンさながら“ キャンプ場の指導員” になるために
受付を通って中に入っていくと、そこに待ち構えていたのは…。 
 
 
 
③ 心臓が飛び出すほどの、恐怖の再来！「ザ・マミー・ミ
ュージアムⅡ」 

 この春開催して好評を博した「ザ・マミー・ミュージアム」の
恐怖に、さらに心臓をわしづかみにされるような、完全に予測不
可能な恐怖を加え、パワーアップしてお届けします。ゲストは、
映画「ハムナプトラ」（原題「The Mummy」）のシリーズ作品
の壮大な世界観をテーマとし、特殊メイク、最高のSFX技術とサ
ウンドシステムを駆使した空間演出と、精巧な技術で再現したエ
ジプトの砂漠に埋もれた遺跡都市に迷い込みます。360度どこか
ら何が襲ってくるのか全く予測不可能！足がすくみ、閉ざされた
空間からもう二度と抜け出せないとさえ覚悟するほどの恐怖の中
で突然現れるゾンビたちに、これまで出したことのないような声で
大絶叫のクライマックスです。 
 

④ ゾンビに支配された街！もう、ここからは逃げられない！ 
昼間は風向明媚なサンフランシスコ・エリア、アミティ・ビレッ

ジ、熱帯植物が茂り南国の雰囲気があふれるジュラシック・パーク
が、夜になると次々とゾンビたちに占拠されてしまいます。あると
きは建物の影から、あるときは茂みの影から、ゾンビは思いもよら
ぬところからあなたに容赦なく襲い掛かってきます。特殊メイクと
こだわりの衣装、そしてゾンビをとことん研究したエンターテイナ
ーたちの人間離れした動きで創出されるゾンビたちはあまりにリ
アルで、そのゾンビたちに襲われ、絶叫し、走り出し、また別のゾ
ンビに遭遇し、悲鳴を上げ、逃げ回り、スリリングな体験の恐怖があなたを囚えて離しません。  
⑤ アトラクションやメニューも徹底的にホラー・ナイト！ 

徘徊するゾンビたち（画像はイメージ） 

ジェイソン（画像はイメージ） 

ザ・マミー・ミュージアムⅡ（イメージ） 

THE MUMMY™& © Universal Studios.  
 All rights reserved.  



 アトラクション「スペース・ファンタジー・ザ・ライド」、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」、
「ジョーズ」が「ハロウィーン・ホラー・ナイト」限定のホラー・アトラクションに変貌します。 
ライド・アトラクション以外にも、ホラー・ナイトの日だけの限定メニューとして、「バイオハザ

ード」をテーマにした見た目にもインパクト大のホラーフードが登場。テーマ性にあふれたメニュー
の数々も「ハロウィーン・ホラー・ナイト」のエンターテインメントとしてお楽しみいただけます。 
 
熱狂必至の昼のパレード「パレード・デ・カーニバル」 
★どっぷりと異国情緒に浸れるのは、“ 世界で認められている” から  

 「ニューオリンズのマルディグラ」（アメリカ）や「ヴェネ
ツィアのマスカレード」（イタリア）、そして「リオのカーニバ
ル」（ブラジル）といった世界に認められた伝統あるお祭りの
世界観を再現した 9 台のフロートでは、眩しいほどの色彩あふ
れるコスチュームをまとったエンターテイナーたちによるビ
ートの効いた情熱的な生演奏、青空に突き抜けるような高音を
響かせる歌、陽気なリズムにのったダンスを披露しながら、異
国情緒たっぷりにパレードを繰り広げます。徹底的にクオリテ
ィにこだわりぬいたフロートや衣裳の華やかさでゲストの皆

様を圧倒し、陶酔させる、最高にフォトジェニックなパレードです。 
さらに、今年はユニバーサル・スタジオ・ジャパン ファンクラブ会長・ベッキーさんのパレード

参加が決定しました。昨年沿道のゲストを熱狂の渦に巻き込んだように、今年も大熱狂を巻き起こし
ます！日程は 9 月 15 日（土）、9 月 23 日（日）、9 月 29 日（土）、10 月 7 日（日）、10 月 13 日（土）、
10 月 21 日（日）、10 月 27 日（土）の予定です。 
 
★カッコなんかつけてられない！！ ほんとうに自分をさらけ出せる、熱狂必至の演出！ 
このパレードは、ニューオリンズの「マルディグラ」で行なわれている伝統要素を取り入れ、ゲス

トの興奮レベルを一気に引き上げる演出を加えています。フロートがルート上４ヶ所でいったん停止
すると、100 名を越えるパレードのエンターテイナーたちがカラフルなビーズのネックレスを毎日 1
万本、まるでライスシャワーのように沿道のゲストに向かって投げ、プレゼント。手を伸ばして懸命
に受け取ろうとゲストが歓声をあげると、パレードの興奮は最高潮に達します。 
 

★今日だけは、いつもの“ 強がり” を封印！かわいい自分に酔いしれて！ 
このパレードのもうひとつの特徴は、「参加できるパレード」であること。思い思いの仮装をし、

オーディションを通過したゲストは、フロートに乗ったり、パレードルートをねり歩いて大きな声で
ゲストを盛り上げたり、手を振ったりすると、まるでエンターテイナーになった気分で、開放感に満
たされる特別な体験となります。 
 
 
 
 
 
 
 

パレード・デ・カーニバル（昨年の様子） 



 
達成感とうれしさと満面の笑み ！ “ いまだけ” のお子さまとの思い出作りは、
ユニバーサル・ワンダーランドの「Trick or Treat （トリック・オア・トリート）」
で。 
 
 今春オープンして以来、ファミリーに絶大な人気を得ている「ユニバーサル・ワンダーランド」で
は、お子さまたちがハロウィーンをより楽しむプログラムをご用意。「トリック・オア・トリート！
（お菓子をくれなきゃいたずらするぞ！）」の合言葉を元気よく言えたお子さまには、クルーからオ
リジナルキャンディをプレゼント。とびきりかわいいハロウィーンの衣装を着たかわいいキャラクタ
ーたちと一緒に記念撮影をすれば、お子さまの成長を実感した、この時期だけのご家族の思い出をつ
くることができます。もちろん、お子様がハロウィーン衣裳を着ての参加も大歓迎！ 
 この「Trick or Treat（トリック・オア・トリート）」は、コーポレート・マーケティング・パー
トナー企業のアートコーポレーション株式会社が協賛します。 
 
ハロウィーンをよりいっそう楽しむ、期間限定のおすすめパスとエクスプレス 
■ハロウィーン 1.5 デイ・スタジオ・パス 
【内  容】1 日目は午後 3 時から 2 日目は終日入場が可能なスタジオ・パス 
【税込価格】大人（12 歳以上 ※ただし、12 歳でも小学生の場合は子ども料金）￥8,400／子ども（4
～11 歳）￥6,300 
【販売場所】ローソン（ローチケ.com、店頭の Loppi）、主な旅行会社、オフィシャル WEB サイト
www.usj.co.jp（パソコン、携帯電話から購入できます）。 
■ホラー・ナイト限定の「ユニバーサル・エクスプレス・パス」 
「ハロウィーン・ホラー・ナイト」限定アトラクションの待ち時間を短縮してお楽しみいただける、
ホラー・ナイト限定の「ユニバーサル・エクスプレス・パス」の販売も予定しています。  
 

＊  ＊ ＊ 
 
 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2012 年 3 月にアトラクションやショップ、レストランな
ど全 28 施設を含む、世界最新鋭のファミリーエリア「ユニバーサル・ワンダーランド」をオープン
しました。小さなお子さまから大人まで、家族の誰もがそろって思う存分 1 日中楽しめる総面積約 3
万㎡の広大なファミリーエリアです。 
  
 2014 年後半には、「The Wizarding World of Harry Potter」を米国外で初めてオープンします。家
族の誰もがそろって楽しめる場所としてハリー・ポッターの世界に命を吹き込み、壮大なホグワーツ
城と城を含むすべての景観が映画で見た光景を忠実に再現したものになります。隅から隅に至るまで
徹底的に本物にこだわりぬき、ファンが本で読み、映画で見たのと同じハリー・ポッターの魔法の世
界を実現します。 
 
 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、世界最高クオリティのエンターテインメントで世界最高の
思い出をつくっていただける場所を目指してまいります。 


