
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2021 年 3 月に開業 20 周年を迎えたユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、特別なこの一年のテーマを「NO 

LIMIT! 」 とし、突き抜けたエンターテイメントで超感動と超興奮をご提供しています。この記念すべき秋、

2021 年 9 月 10 日(金)～11 月 7 日(日)の期間限定で『NO LIMIT! ハロウィーン』を開催いたします。 

 今年はゲストの皆様に心の底から日頃のストレスを解放し快適にハロウィーン・プログラムを体験してい

ただけるよう、行政機関の指示に従い徹底した衛生強化対策と大幅な入場者数の制限を行いパーク内の密を

避けた運営を行います。ご来場ゲストの皆さまには事前のスタジオ・パス購入、ユニバーサル年間パスをお

持ちのゲストの皆さまは事前のご来場予約が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2 年ぶりの復活を遂げ、スケールアップする「ハロウィーン・ホラー・ナイト」では、最恐ゾンビ達が彷

徨い、突然狂暴化する恐怖のストリートが新登場。さらに「ゲゲゲの鬼太郎」(データイムより実施) が背筋

も凍る最恐ホラー・メイズとして初コラボレーション。そして、今もなお、世界中で愛され続ける名探偵シ

ャーロック・ホームズが映像とショーを一体化した新たな没入型ホラー・シアター(データイムより実施)で

初登場し、恐怖のリミッターがはずれ、“ぶっ壊れる”最恐ハロウィーン体験をお届けします。またファミリ

ーを中心に楽しめる昼の「NO LIMIT!ハロウィーン」では、20 周年の特別プログラム「NO LIMIT! タイ

ム」が期間限定のハロウィーンバージョンで登場。新しいハロウィーンコスチュームのキュートなミニオン

やセサミ・ストリートの仲間たちと一緒に音楽に合わせて超熱狂の渦に巻き込まれます。 

2021年8月17日(火) 

20周年を迎えた特別な秋、 
ハロウィーン・イベントが 2年ぶりの復活！ 

『NO LIMIT! ハロウィーン』開催決定！ 
歴代最恐ゾンビが集結！「ストリート・ゾンビ」に 

パーク史上初！最恐妖怪が登場 

「ゲゲゲの鬼太郎・ザ・リアル」で前代未聞の恐怖へ！ 

2021年 9月 10日(金)～11月 7日(日)開催 



“最恐ホラー”の連続に恐怖のリミッターが外れる！「ハロウィーン・ホラー・ナイト」 

 日が沈むと次から次へとゾンビ＆モンスターがパークに出現、迫りくる恐怖に包まれる夜のストリートで

は、音楽が流れると突如、ゾンビが狂暴化。さらに最恐ゾンビが現れる『サイコ・ストリート』が新登場。

また、全世代に人気を誇る『ゲゲゲの鬼太郎」と史上初のコラボレーション！常識を覆す最恐ホラー・メイ

ズ(データイムより実施)も新登場。妖怪の世界観を圧倒的なクオリティで超リアルにおどろおどろしく再

現。『シャーロック・ホームズ ～呪われた薔薇の剣～』(データイムより実施)では、とある映画の上映会で

突如起こる殺人事件に居合わせた名探偵シャーロック・ホームズが、招待客であるゲストとともに、呪われ

たある事件を解決する新たな没入型ホラー・シアターとして新登場。さらに、2019 年の登場以来、時代にあ

わせ進化しハロウィーンを盛り上げ続ける『ゾンビ・デ・ダンス』では、2 年ぶりに、ゾンビ＆モンスター

にまみれる熱狂“ラタタダンス”が復活するなど、ストリートからシアター、メイズまで多種多様な体験が

できる最恐ホラーが勢ぞろいします。(※「ハロウィーン・ホラー・ナイト」は 9 月 11 日より実施) 

 

 

 

 

 

 

『ストリート・ゾンビ』 （ホラー・エンターテイメント）  Horror UP 

歴代最悪の恐怖が待つ、地獄のストリート 

暴虐や拷問の果て、悪趣味な姿が無限にうごめく...！！今年は超絶インパクトのゾンビが占拠

した“サイコ・ストリート”が、新たに出現。DJ による戦慄のビートが鳴り響けば、ゾンビ洗脳

モードが発動、狂暴化した奴らが束になって襲いかかってくるから気をつけろ！！より残虐に、

より恐怖を増した地獄のストリートで泣き叫べ！ 

＜開催場所＞パークワイド(一部エリア除く)  ＜開催時間＞18:00～パーククローズ 

 

 

 

 

 

『ゲゲゲの鬼太郎・ザ・リアル ～祟られた廃村～』（ホラー・メイズ） NEW! 

最恐 J ホラー・メイズ新登場。まだ見ぬ「ゲゲゲの鬼太郎」の世界を体感せよ 

たどり着いた不気味な廃村で、あなたは、おぞましい妖怪たちの餌食となる―― 漫画「ゲゲ
ゲの鬼太郎」の世界が、監修の水木プロも驚愕する“前代未聞の恐怖レベル”で出現。頼りの鬼
太郎が突如、力尽きる絶望。孤独に暗闇を彷徨う中、生々しい妖怪に四方八方からつけ狙われ
る…さあ、逃げ場のない予想外の戦慄体験に泣き叫べ…！ 
＜開催場所＞stage18  ＜開催時間＞データイムから開催 日によって異なる  
※体験には事前に整理券が必要です 

 

 

 

『シャーロック・ホームズ ～呪われた薔薇の剣～』 （ホラー・シアター） NEW! 

シャーロック・ホームズの物語の一部となる、本格ホラー・シアター 

とある映画の試写会に招待されたあなたは、作品の舞台となった館にまつわる“呪いの事件”に

遭遇する――凄惨な殺人現場の、次の被害者は...あなたかもしれない！！探偵シャーロック・

ホームズの物語の一部として巻き込まれる、驚きのミステリー体験に入り込め。 
＜開催場所＞ユニバーサル・モンスター・ライブ・ロックンロール・ショー   
＜開催時間＞データイムから開催 日によって異なる 
※体験には事前に整理券が必要です 

 

 

 

 

『ゾンビ・デ・ダンス』 （ホラー・エンターテイメント） 

ゾンビ＆モンスターにまみれる熱狂ダンスが、驚きの演出でスケール UP！ 

過去最大スケール＆常識を覆す演出で“地獄のゾンビ祭り”が降臨、パーク中をゾンビが支配する！

ハロウィーン・イベントでパーク全体を熱狂の渦に巻き込んだ、三代目  J SOUL BROTHERS from 

EXILE TRIBE の楽曲「Rat-tat-tat」が昨年に引き続き、今年も登場！キレッキレに踊り空を舞うパフォ

ーマンス、そして今年はさらに、ド迫力のモンスターも初登場！！未曾有のゾンビ・ダンスに心解き放

ち、さぁ、飛び込め！ 

＜開催場所＞パークワイド ＜開催時間＞日によって異なる 

 

ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 

スリル満点のライド・アトラクションに三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE の楽曲「Rat-tat-
tat」が今年も期間限定で搭載！ 

お気に入りの音楽とシンクロする爽快感が大人気のスリル満点のライドアトラクション「ハリウッド・ドリー

ム・ザ・ライド」＆「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド～バックドロップ～」に、三代目 J SOUL BROTHERS 

from EXILE TRIBE「Rat-tat-tat」が期間限定で搭載！「Rat-tat-tat」のアップテンポなリズムに合わせ

て爽快なスピードで空を駆け抜ける体験に、いままでにないスリルとワクワクドキドキを感じていただけま

す。 

© 水木プロダクション  



大人気のグローバル・ガールズグループ「NiziU」の楽曲「FESTA」とコラボレーションした「NO 

LIMIT! タイム」は、ハチャメチャ仮装のミニオンが登場し「NO LIMIT! タイム～ハロウィーン・フェス

タ～」としてパワーアップ！ミニオンの愛くるしいダンスとポップでアップテンポな曲に思わず体が動き出

し熱狂の渦に巻き込まれます。ユニバーサル・ワンダーランドでは、子どもたちにとってちょっぴり“コワ

イ”のに、とびきり“カワイイ”ハロウィーン仮装のキャラクターたちがお出迎えする「ワンダーランド 

NO LIMIT! ハロウィーン・ジョイ」を開催。また、キッズだけのお楽しみ！ポシェットを身につけたパー

クのクルーへ合言葉を唱えると、パークオリジナルのお菓子をゲットできる「トリック・オア・トリート」

など、家族みんなで超熱狂できる、とびっきりのハロウィーンをお届けします。 

 
■『NO LIMIT! タイム～ハロウィーン・フェスタ～』  Scale UP 

ハロウィーン仕様でさらに熱狂！20周年だけのスペシャルなフェスティバル 
20 周年を記念した NiziU とのコラボレーションがスペシャル仕様に！ハチャメチャ新コスチュームで登
場するミニオンをはじめ、ハロウィーン仮装のパークの仲間たちやクルーと一緒に踊りまくる、みんなが
主役の超興奮の祝祭が今、巻き起こる！オリジナル楽曲「FESTA」にのって、今だけのフェスティバル
でハジケまくろう！ 
＜開催場所＞グラマシー・パーク   ＜開催時間＞日によって異なる 

 

 

 

 

 

■ワンダーランド・シーズンズ・ジョイ～ハロウィーン ver. (グリーティング) 

今だけしか会えない、ハロウィーン仮装のパークの仲間がお出迎え 

“本気のハチャメチャ仮装”のミニオンやパークの仲間たちとふれ合えば、驚きと楽しさでクルーも一緒
に大笑い。この時季だけの特別なパークの仲間たちと、大はしゃぎしよう！ 

＜開催場所＞ユニバーサル・ワンダーランド ＜開催時間＞日によって異なる 

 

 

 

 

 

 

■『パーク中で“トリック・オア・トリート！”』 （ストリート・エンターテイメント） 

クルーに、「トリック・オア・トリート！」と唱えよう！かわいいキャンディが GETできちゃうよ！ 

パーク中のあちこちにいるクルーを見つけたら、さぁ、みんなで一緒に「トリック・オア・トリート！」と言っ
てみて。合言葉をとなえて、かわいいキャンディをもらっちゃおう！ 

＜開催場所＞パークワイド   ＜開催時間＞10:00～17:00 

 

 

 

 

 

■『NO LIMIT！マーケット』 NEW! 

ハロウィーン・ホラー・フードがそろう、期間限定マーケット 

今年は、ドラキュラやフランケン、チャッキーなど、人気ホラー映画やゲゲゲの鬼太郎などのキャラ

クターをイメージしたフードが登場！今にも襲われそうなチャッキーの表情を再現したスウィーツ

や、映画のキャラクターをアイコニックに表現したチュリトスやホットドッグなど、この期間しか出会え

ないお気に入りのホラー・フードを探そう！ 

＜開催場所＞NO LIMIT！マーケット ＜開催時間＞カート営業時間に準ずる 

 

オンラインイベントで『NO LIMIT! ハロウィーン』を盛り上げる！ 

 『NO LIMIT! ハロウィーン』のイベント内容を、パーク開業以来大人気のエンターテイナーでもあり、『NO 

LIMIT! 情報局』の「綾小路麗華」が切れ味鋭いトークで紹介します。 

                 ■綾小路麗華の NO LIMIT! ハロウィーン インスタ LIVE 

                  日時：8月 18日 21：00～ 

                  視聴方法：公式インスタグラムより配信 

                  告知：17日 21:00に公式インスタグラム・Twitter(予定) 

 ※ ホラーに関連する過激な内容を一部含むため、12 歳以下またはホラーの苦手な方の視聴は推奨しません 

 

 

 

 

 

 

今しか会えないハロウィーン仮装のパークの仲間たちと一緒に“超熱狂” 

「NO LIMIT! 情報局」とは 

「NO LIMIT!」をテーマに、超刺激＆超興奮あふれるユニバーサル・スタジオ・ジャパン。 

そんな 20 周年のパークをとことん遊んで超元気になるためのマル秘情報を発信する「NO LIMIT! 情報局」

が誕生！お茶目なパークの人気者ウッディー・ウッドペッカーに、辛口でおなじみの綾小路麗華。さらに 20

周年の人気ショーに登場する「NO LIMITERS」や、ナゾの情報局長まで加わって…なんとも賑やかな局員た

ちによる、熱く濃い“ニュースリリース”に、乞うご期待！ 



■ハロウィーン期間の来場について 

 現在、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、行政機関の指示に従ったパーク運営を行っています。今

年のハロウィーンでは、ゲストの皆様に心の底から日頃のストレスを解放し快適にハロウィーン・イベント

を体験していただけるよう、ハロウィーン・イベントの期間中(9 月 10 日～11 月 7 日)、現在のパーク運営に

加え、さらに徹底した衛生強化対策と大幅な入場者数の制限を行いパーク内の密を避けた運営を行います。

ご来場ゲストの皆さまには事前のスタジオ・パス購入、ユニバーサル年間パスをお持ちのゲストの皆さまに

は事前のご来場予約が必要となります。  

 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、いつの時代にも、新たな対策や工夫を重ねながら世界最高のパーク

運営を追求し、エンターテイメントを通じてゲストの皆様に元気や明日への活力を得られる特別な体験をお

届けいたします。 

 ・開催期間：2021年 9月 10日（金）～2021年 11月 7日（日） 

   ※ハロウィーン・ホラー・ナイトは 9月 11日(土)より実施 

 ・チケットの購入場所：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン WEBチケットストア、チケットブース など 

 ・販売チケット種類：１デイ・スタジオ・パス、1.5デイ・スタジオ・パス、2デイ・スタジオ・パス、 

   トワイライト・パス、ユニバーサル・エクスプレス・パス 

※チケットの購入に関する詳細は公式 WEBサイト（https://www.usj.co.jp/ticket/）をご確認ください。 

※パーク内での密集回避のため、１日の入場者数に上限を設けています。上限に達した場合、予告なくスタジ

オ・パスの販売・入場予約券の申し込みを終了します。来場日前日までに、公式 WEBチケットストア等での事

前購入・事前予約(年間パス保持者対象)を必ずお願いいたします。 

※年間パスをお持ちの方で、その他前売りチケット(ワンピース・プレミアショー2021、サンジの海賊レスト

ランなど)をご購入の方も「入場予約券」を必ず事前入手の上、ご来場ください。 

※パーク内ではマスクの着用が必要となります。ご来場に際しては、マスクのご持参をお願いします。また、

パークでは、さまざまな衛生強化対策を講じています。ご来場前に公式 WEBサイトにてご確認いただきますよ

うお願いします。（https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/service-guide/safety） 

 

＊     ＊     ＊ 

 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの衛生強化対策について 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、常にゲストの皆さまとクルーの健康と安全の確保を最優先として、国が公表している

「遊園地・テーマパークにおける新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」に準拠することに加え、国内外の情勢ならび

に保健行政機関と医療専門家からの指導のもと、徹底した衛生対策を講じて営業しています。今後も、新しい生活スタイルの中

で、パークでの一日を安心して過ごしながら思いきり楽しみ、その体験をゲストの皆さまの明日への活力としていただける最高

のテーマパーク・エンターテイメントとパーク運営を追求し、社会に貢献してまいります。 

 

なお、人々が集まるすべての公共の場において新型コロナウイルスにさらされることは固有のリスクであり、来場中に曝露さ

れないことを保証するものではありません。 

 

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。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、

新エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド」では、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エン

ターテイメントをお楽しみいただけます。 

https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/service-guide/safety
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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 

 

 

https://twitter.com/USJ_Official

