
 

 

 

 

 

『天使のくれた奇跡Ⅲ～The Voice of an Angel～』が、 
光と歌、まったく新しい“空中演出”で、完全新作として誕生！ 
 
世界最高の評価を誇る伝説のクリスマス・ライブショーが贈る 

“今年のプレゼントは、奇跡です。” 
『ユニバーサル・ワンダー・クリスマス』 

2015年 11月 13日（金）～2016年 1月 6日（水）開催 
 

ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、2015 年 11 月 13 日（金）から 2016 年 1 月 6 日（水）までの 55 日間、冬のシ

ーズナルイベント『ユニバーサル・ワンダー・クリスマス』を期間限定で開催します。 

世界最高賞を受賞したクリスマス・ライブショーがまったく新しい空中演出とストーリーで一新、『天使のくれた奇跡

Ⅲ～The Voice of an Angel～』として、より壮大なスケールで圧倒的な感動をお届けします。また、4 年連続ギネスに

輝いた『世界一の光のツリー』は新しい空中イルミネーションで登場。昼は、ご家族皆様でお楽しみいただける『サン

タのトイ・マーチ』に大人気キャラクターのミニオンが新登場。一度きりしかない「今年」のクリスマスの思い出を一生も

のにしてくれる、親子で無邪気になって思い切りはしゃげるクリスマス・パレードです。 

 

世界最高のクリスマス・ライブショーが一新！『天使のくれた奇跡Ⅲ～The Voice of an Angel～』 

エンターテイメント業界で、世界的権威を誇る

ティア・アワード（THEA Award）において最高の

栄誉｢アウトスタンディング・アチーブメント賞｣を受

賞（*2）したクリスマス・ライブショーが、『天使のくれ

た奇跡Ⅲ～The Voice of an Angel～』として、スト

ーリーも演出も一新して誕生します。このショーは、

クリスマスの夜に親子の深い愛情が奇跡をもたら

すストーリーに、まったく新しい「空中演出」と世

界最高アーティストがタッグを組んだオリジナル楽

曲で、これまで以上に壮大なスケールでお届けし

ます。クライマックスでは、光り輝く天使たちが空

高く舞い上がり、人々の深い愛を象徴する幾つも

の光が球形になると空中に舞い飛び、クリスマス

ツリーの尖塔に集まります。ツリーの上空で、まるで天使の輪のように光り輝いたその瞬間、『世界一の光のツリー』が

点灯、天使の羽が大きく舞う様子を表現した壮大なパイロ（演出用花火）が上がると、すべてを忘れて思わず手を取

り合う、今までにない次元を超えた感動体験がパークに広がります。 

※演出は、都合により変更する場合があります。多くのゲストに楽しんでもらうため、1 日 2 回のショー開催日を増やします。詳細につい
ては、オフィシャル WEB サイトを参照下さい。＜後日公開予定です＞ 

●『天使のくれた奇跡Ⅲ ～The Voice of an Angel～』は、コーポレート･マーケティング･パートナー企業の株式会社エディオンが協賛
します。 

2015年9月14日（月）発表 

※写真はイメージ 



 

 

★世界最高の英国少年合唱団と、日本を代表する作曲家がタッグを組んだ初のオリジナル楽曲★ 

世界が認めたクリスマス・ライブショーの進化にふさわしく、このショーのために世界最高のアーティストにより初の

オリジナル楽曲『天使のくれた奇跡（英題：Angel）』が書き下ろされました。この楽曲は、日本を代表する作曲家、 

村松崇継氏によって制作され、原曲を世界のクラシックチャートのトップを飾る“世界一はかなく美しいエンジェル・ 

ヴォイス”と称される英国少年合唱団「Libera（リベラ）」が歌います。親子、恋人、友人など、人との繋がり、絆の大切

さを改めて深く感じ、もっと大切にしたくなる思いが込められています。ショーの中では、原曲を特別にアレンジした

楽曲を、ミュージカル『Mary Poppins』などで活躍する子どもたちが、すべてを洗い流すような清らかな歌声で歌い 

上げ、クライマックスを盛り上げます。 

【英国少年合唱団 Libera（リベラ）】 

英国・南ロンドン在住の7歳から18歳の厳しいオーディ

ションで選ばれた少年たちによるボーイ・ソプラノ・ユニット。

“奇跡の3オクターブ”の歌声は、これまでに「彼方の光」

（NHK土曜ドラマ『氷壁』主題歌）、「あなたがいるから」（映

画『誰も守ってくれない』主題歌）を飾ったほか、映画『ハ

ンニバル』、エルトン・ジョン、パヴァロッティなどのアルバ

ムにも参加するなど、世界のTOPクリエーター達にも愛さ

れ続けている。『天使のくれた奇跡Ⅲ～The Voice of an 

Angel～』とタイアップした、オリジナル楽曲『天使のくれた

奇跡（英題：Angel）』は、2015年11月に全国で発売が予定されており、またアメリカ、イギリスなど世界各国でも発売予定。 

同時に、「ユニバーサル･スタジオ･ジャパン限定バージョン」が、パーク内店舗で限定発売予定です。（詳細は後日発表い

たします。） 

【作曲家、ピアニスト村松崇継（むらまつたかつぐ）】 

1978 年生、浜松出身。国立音楽大学作曲学科卒業。作曲家としても早

くからその才能が注目され、2004 年 NHK 連続テレビ小説『天花』の音楽を

NHK 歴代最年少で担当。リベラが歌う名曲「彼方の光」は、NHK ドラマ『氷

壁』の主題歌として大ヒット、世界同時リリースも話題となり、ユニバーサル･

スタジオ･ジャパンのクリスマス CM にも起用。クラシックからポピュラーまで、

国内外のアーティストへ楽曲を多数提供している。ユニバーサル･スタジ

オ･ジャパンのクリスマスイベント、Libera とのコラボレーションは2011年から

続いており、今回で 5 年目を迎え、初のオリジナル楽曲書き下ろしとなる。 

 

★4 年連続ギネス世界記録『世界一の光のツリー』が、“新・空中イルミネーション”で登場！★ 

4 年連続ギネス世界記録*3 に認定され、世界最

大の旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」による

「死ぬまでに１度は見たいクリスマスツリー10」で世

界 10 選（日本国内で唯一）に選出*4 された『世界

一の光のツリー』は、『天使のくれた奇跡Ⅲ～The 

Voice of an Angel～』の中でこれまでにない優麗な

姿を現します。愛を象徴する球形の光がツリーの尖塔へと昇る、新「空中イルミネーショ

ン」によって全点灯する瞬間には、心が熱くなり一緒に来たみんなとの絆を深めてくれる、

奇跡をも感じる圧倒的な感動体験の中心として、壮大で壮麗な姿をみせます。 

●『世界一の光のツリー』は、コーポレート･マーケティング･パートナー企業の株式会社三井住友銀行が協賛します。 

※写真は昨年のショーとツリーの様子 



 

 

 

『このクリスマスは、一度っきり。』 
ママの笑顔もはじけるクリスマス・パレード『サンタのトイ・マーチ』に、大人気キャラクター「ミニオン」が新登場！ 

子どもゲストが扮するかわいらしい“リトル・サンタ”たちが賑やかなクリスマス・パレードを先導！ 

昼には、小さな子どもゲストが“リトル・サンタ”に扮して、

パレードに参加できる『サンタのトイ・マーチ』を開催。今年3

月に登場し、パークの大人気キャラクターとなった「ミニオ

ン」が新登場！ケーキやおもちゃをテーマにした衣装を纏

い、カラフルなフロート（移動式ステージ）とともに人気キャ

ラクターも勢揃いします。子どもゲストはもちろん、ご家族

のみなさまにとっても、思わずはしゃいであったかい気持

ちになれる、一生の思い出に残るクリスマスを演出します。

（リトル・サンタの参加方法詳細はオフィシャルWEBサイト

を参照下さい。＜後日公開予定です＞） 

 

 

●『サンタのトイ・マーチ』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（アート引越センター）が

協賛します。 

 

 

＜ユニバーサル・ワンダー・クリスマス プログラム一覧＞ 
プログラム名 開催場所 開催期間 時間・回数 

「世界一の光のツリー」 

ニューヨーク・

エリア 

グラマシー 

パーク 

2015 年 

11 月 13 日

（金） 

～ 

2016 年 

1月6日（水） 

日没後 

「天使のくれた奇跡Ⅲ ～The Voice of an Angel～」 

ショー中に点灯～パーククローズまで 

「天使のくれた奇跡 Ⅲ 

～The Voice of an Angel～」 
ニューヨーク・

エリア 

 （クリスマスツ

リーを含むグ

ラマシーパー

ク周辺） 

11 月 21 日（土）～12 月 29 日（火）の土日祝は、 

① 17:35～ ② 20:00～の１日２回開催 

※12 月 19 日（土）～12 月 29 日（火）は 

平日含む連日 1 日 2 回開催 

ツリー・イルミネーション・ 

ショー 

「Joy of Lights 

～世界一のツリーのしらべ～」 

１日 2 回 

「天使のくれた奇跡Ⅲ ～The Voice of an Angel～」 

終了後に実施。開催時間は日によって異なります。 

昼のパレード 

「サンタのトイ・マーチ」 

ハリウッド・ 

エリア 

1 回～2 回 約 10 分 

※日によって開催時間は異なります。 

 

★『天使のくれた奇跡Ⅲ～The Voice of an Angel～』特別観賞エリア★ 
ショーをよりお楽しみいただくため、２種類の特別鑑賞エリアをご用意しております。圧巻の光と音楽に包まれる 
特別なエリアで、ぜひ奇跡の感動のクリスマス体験を。 
 
【販売開始】2015 年 9 月 28 日（月）～売切れ次第終了 
【価  格】特別観賞エリア（プレミア）…2,315 円（税込 2,500 円）／特別観賞エリア…926 円（税込 1,000 円）、 

12 月の 1 回目のみ 1,297 円（税込 1,400 円） 
【販売場所】ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オフィシャル WEB サイト、 

ローソン（店頭の Loppi、ローチケ.com）、オフィシャルホテル、 
パークのチケットブースおよび一部の物販店舗で当日チケットも発売（売り切れ次第、販売終了） 

【観賞場所】グラマシーパーク中央の特別観覧エリア（ニューヨーク・エリア） 
 
 

写真はイメージ 

※写真はイメージ 



 

 

                                ＊      ＊       ＊ 
 
*2：テーマパークや常設アミューズメント施設の国際業界団体 IAAPA（International Association of Amusement Parks and Attraction、
本部：米国バージニア州）が主催する第 20 回ティア・アワード（THEA Award）のライブショー部門｢アウトスタンディング・アチーブメント
賞｣を受賞。 
*3：「Most lights on an artificial Christmas tree /人工クリスマスツリーに飾られた電飾の最多数」としてギネス世界記録™認定（36 万
4,200 個、2014 年 10 月 30 日現在）。ギネス世界記録™はギネスワールドレコーズリミテッドの登録商標です。  
*4：トリップアドバイザー「死ぬまでに見たい世界のクリスマスツリー10」（http://www.tripadvisor.jp/TripNews-a_ctr.christmastrees） 
 
© & ® Universal Studios. All rights reserved.  
 
 
 

＊  ＊  ＊ 

 

 

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 

 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オフィシャル 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 
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＜クリスマスイベント期間中のプログラム資料＞ 

 

大切な人に普段なかなか伝えられないメッセージを世界一の輝きとともにお届けします。 
その想いに、涙あふれるイルミネーション・ショー『Joy of Lights 〜世界一のツリーのしらべ〜』 
 

体験者の多くが感涙した珠玉のイルミネーション・ショー

『Joy of Lights（ジョイ・オブ・ライツ）～世界一のツリーのしら

べ～』が、ゲストの強い要望に応えて今年も登場。今年は、

リベラの代表する楽曲 3 曲（彼方の光・生命の奇跡・天使の

くれた奇跡）で、より一層心に沁みる感動体験をお届けしま

す。普段なかなか素直に想いを伝えられない大切な人への

気持ちをゲストから募集し、そのメッセージをプロジェクショ

ン・マッピングで、ステージ上に投影。ラストには、シンガー

による透明感あるライブの歌声が加わり、思わず涙が流れる

ほどの強烈な幸福感に満たされるショーです。 

 

 

※「Joy of Lights ～世界一のツリーのしらべ～」への投影メッセージは、2015 年 9 月 28 日(月)よりオフィシャルWEBサイト

にて募集します。（募集詳細はオフィシャルWEBサイトを参照下さい。＜後日公開予定です＞） 

 

大切な人との絆を深める、この時季だけのフォトサービスが初登場！ 

 
普段は恥ずかしくてなかなかできない愛情表現を、暖かい光に映し出されたシルエットで表現できるフォトサービスがパー

クに初登場！映画のワンシーンのような美しいフォトは、大切な人との絆を深め一生の思い出になります。 
また、パークの仲間たちをモチーフにした「あったかグッズ」をおそろいで身に着ければもっとかわいく冬のパークをより快適
に楽しめます。 

 
カラフルなクリスマス・デコレーションに包まれた「クリスマス・ハピネス・マーケット」 
 

仲間や家族と一緒に温まるパンチャウダーやホット・デザートなどのクリスマスフ
ードを楽しめる『クリスマス・ハピネス・マーケット』が登場。華やかなクリスマスの装飾
が施されたエリア内では、とびきりキュートにデザインされたクリスマス仕様のカップ
を持って、幸せな時間をセルフィーで残すこともできます。 
 
（写真）トリックドリンク 

 

 

 

大人気ミニオンが、クリスマスのフード&グッズに登場！クリスマス限定ミニオンを楽しもう！ 
 
パークでも大人気のミニオンが、クリスマスの限定フードやグッズになって

登場。夏から引き続き大人気のミニオン・ポップコーンバケツは、キュートなサ
ンタ姿で登場します。又、クリスマス時季だけのユニバーサル・スタジオ・ジャ
パン限定ミニオン・グッズも続々登場！みんなで持てばテンションも最大限に、
一緒に楽しめるフードやグッズが勢ぞろいします。家族や友達と、今この瞬
間をこころゆくまで楽しめます。 
 
（写真）ミニオンクリスマスバケツ、マスコット・キーチェーン 
 
 

※写真は昨年の様子 

※写真はイメージ 


