
 

「ユニバーサル・ワンダーランド」オープン日を 

2012年3月16日（金）に決定 
――人気キャラクターのカラフルでカワイイ世界観のエリアに全 28 施設が誕

生。 

大人も、小さなお子さまも、ファミリーみんなが思う存分 1日中楽しめる！―― 

2011 年 12 月 16 日（金）発表 
 
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、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、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
「ユニバーサル・ワンダーランド」を 2012 年 3 月 16 日（金）にオープンすることを決定
しましたので、お知らせします。  
 人気キャラクターたちの世界観を忠実に再現した「ユニバーサル・ワンダーランド」（総面
積約 3 万㎡）には、大人とお子さまが一緒に体験できる「フライング・スヌーピー」（エント
ランスイメージ図の中央）や「エルモのバブル・バブル」などがあり、お子さまたちだけが
体験できる「エルモのリトル・ドライブ」や「セサミのビッグ・ドライブ」のライド・アト
ラクションもあります。 
 また、ハローキティがゲストの皆様を VIP としてお迎えし、あなただけのための時間と空
間でおもてなしをする「ハローキティのリボン・コレクション」では、お子さんだけではな
く、大人も童心に返って心躍る体験ができます。そして、各キャラクターのゾーンにはアス
レチックやプレイランドが数多くあって、お子さまたちがのびのびと自由にからだを動かし、
遊びまわることができ、また、その様子をゆったり眺めながら休憩できるベンチや写真スペ
ースも用意します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 さらに、各ゾーンにあるレストランでは、アメ
リカでは定番の人気スウィーツのアップル・フラ
イズや、見た目もかわいらしいカップケーキ、シ
ェフのクッキー・モンスターが手がけたという設
定の手作りのサンドウィッチなど、軽食を食べる
こともできます。各ゾーンには各キャラクターの
グッズを取り揃えたショップがあり、親子でショ
ッピングも楽しめます。この「ユニバーサル・ワ
ンダーランド」では、親子で一緒に楽しい時間を
過ごし、かけがえのない思い出を深めていただき
たいと考えています。 

＊ ＊ ＊ 

 
 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、現在、シーズナル・イベント「ユニバーサル・ワン
ダー・クリスマス」を開催しています（2012 年 1 月 9 日（月・祝）まで、12 月 31 日は除く）。
ギネス世界記録認定の世界一※のクリスマスツリーは、パーク中央の湖面に浮かび、その世に
も美しい姿に、連日多くのゲストの皆様が感嘆の声をあげたり、写真を撮ったりしています。 
 夜には、この世界一の、光り輝くクリスマスツリーを中心とした水上ステージで、ナイト・フ
ァンタジー・ラグーンショー「フォーエバー・ラブ・クリスマス」を、お昼には楽しいクリス
マスショー「ハッピー・スノー・パーティ」を楽しめます。さらに、フィンランド、ラップ
ランド州公認のサンタクロースも期間中滞在しています。※モミの木または松を再現した人工式ツリ

ーにおけるクリスマスライトの電飾数において世界一。 
 
 
 
 
 

↑ユニバーサル・ワンダーランド エントランスイメージ図 

   ユニバーサル・ワンダーランド マップ↓ 

ハローキティ・ファッ
ション・アベニュー 

セサミ スト リー ト
™・ファン・ワールド スヌーピー・スタジオ 

© & ® Universal Studios.  All rights reserved.  © 2011 Sesame Workshop © 2011 Peanuts Worldwide LLC. 

©’76,’11 SANRIO APPROVAL No.P031207-02 



 
 10 周年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、最高にハッピーな気分とこれまで味わっ
たことのないような、期待と想像を超える感動を提供し、ゲストの皆さまの心にいつまでも
残る楽しい思い出作りのお手伝いをしていきます。 

＊  ＊  ＊ 

 
【ご参考】    「ユニバーサル・ワンダーランド」内の施設一覧 
 
・ 「スヌーピー・スタジオ™」のゾーン 
 映画監督スヌーピーがみんなと一緒に撮影を行う映画スタジオがコンセプトのゾーン。 

名称 タイプ 特長 
フライング・スヌーピ
ー※ 

ライド・アトラクショ
ン 

スヌーピーと一緒に空を飛ぼう！ピーナッツの仲間た
ちの周りを、自分で操縦して、上昇したり、低空飛行し
たり。高く舞い上がって、雲の上にいるようなフワフワ
気分を味わって。 

スヌーピーのグレー
ト・レース™ 

ライド・アトラクショ
ン 

“ ソープボックス・ダービー” をイメージしたローラー
コースターで、所狭しと駆け回ろう！丘を越え、雪山を
横目に駆け抜け、小屋に突入する冒険の数々を、監督の
スヌーピーが、ウッドストックを助手に撮影していま
す。 

ペパーミント パティ
のスタント・スライド 

ライド・アトラクショ
ン 

野球をしたらプロ顔負け、運動神経抜群のペパーミント 
パティが主演する映画のスタントに挑戦するという設
定で、ラフト（ゴムボート）に乗って、チューブを一気
にすべり降りるウォータースライダーです。 

スヌーピー・サウン
ド・ステージ・アドベ
ンチャー™ 

プレイランド スヌーピーと「ピーナッツ」の仲間たちが活躍する映画
スタジオを模した屋内アトラクション。「ルーシーのプ
レビュー・シアター」「シュローダーのサウンド・スタ
ジオ」「サリーのアート・デパートメント」「スパイクの
ウエスタン・セット」そして「チャーリー・ブラウンの
お隣さん」で、大人から小さなお子さままで、映画制作
を手伝いながら、さまざまな体験を楽しめます。 

スヌーピー™・バック
ロット・カフェ 

レストラン 世界中の人から愛されているスヌーピーたちが集まる
カフェをテーマにした店内では、ピーナッツの仲間たち
のイラストが楽しめます。ピーナッツの世界を満喫しな
がらお食事をどうぞ。 

スヌーピー・スタジ
オ・ストア 

ショップ スヌーピー・スタジオ・ストアではスヌーピーとピーナ
ッツの仲間たちのオリジナルグッズをたくさん取り揃
えています。 

※ フライング・スヌーピーは、ユニバーサル・ワンダーランドのオープンにともなって登場
する新アトラクションです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
・ 「ハローキティ・ファッション・アベニュー」のゾーン 
 ハリウッド帰りのハローキティが大好きなリボンをテーマにしてオープンするファッショ
ン・スタジオがコンセプトのゾーン。 

名称 タイプ 特長 
ハローキティのカッ
プケーキ・ドリーム 

ライド・アトラクショ
ン 

ハローキティのケーキ・パーティにご招待。色とりどり
に並んでいるカップケーキから、どれを選ぶかな？音楽
に乗って、クルックルッとカップが回転。ハンドルを回
せば、もっと楽しくなるかも。 

ハローキティのリボ
ン・コレクション 

ミート＆グリート 
滑り台 

VIPなゲストを迎えるために、スタジオを開放してたハ
ローキティ。彼女がデザインする最新のファッションア
イテムと触れ合ったあとは、個室でハローキティと一緒
にお揃いのリボンをつけて記念撮影！ 

ハローキティのカッ
プケーキ・ショップ 

レストラン ハローキティのお気に入り、カラフルなワンハンド、ス
ティックタイプのカップケーキがずらり！あなたはど
のカップケーキを選ぶかな？ 

ハローキティのアッ
プル・フライズ 

フードカート ハローキティが大好きなリンゴを使った、新感覚のスウ
ィーツが登場！揚げたてのリンゴにディップソースを
たっぷりつけて召しあがれ。 

ハローキティのリボ
ン・ブティック 

ショップ ハローキティの「リボン」をモチーフにしたグッズのお
店。キラキラアイテムがいっぱい！ 

 
・「セサミストリート™・ファン・ワールド」のゾーン 

このゾーンは「ユニバーサル・ワンダーランド」内で最大のスペースを誇り、屋内と屋外
の 3 つに分けられます。 
【セサミストリート™・プラザ（屋外）】 

名称 タイプ 特長 
ビッグバードのビッ
グトップ・サーカス 

ライド・アトラクショ
ン 

ビッグバードが座長をつとめるサーカス団のスターで
ある動物たちの背中に乗って、優雅にくるくる回転。あ
なたもサーカス団の一員になった気分を楽しめるよ！ 

エルモのリトル・ドラ
イブ 

ライド・アトラクショ
ン（3歳～小学生未満
対象） 

エルモのかわいい顔がデザインされた車で、小さな周回
コースのドライブをじっくり楽しめます。3歳のお子さ
まもドライブを満喫できます。 

セ サ ミ ス ト リ ー ト
™・キッズ・ストア 

ショップ キッズをターゲットにした、セサミストリート™のグッ
ズショップ。おもちゃを中心に、お子さまがワクワク、
ドキドキする楽しいグッズがいっぱい！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
【エルモのイマジネーション・プレイランド（屋内）】 

名称 タイプ 特長 
エルモのバブル・バブ
ル 

ライド・アトラクショ
ン 

エルモのペットである金魚のドロシーの背中に乗って、
泡だらけの川をめぐるライド・アトラクション。途中、
エルモがつくるシャボン玉に包まれて、まるで本当の泡
の中を旅する気分に！ 

バートとアーニーの
ワンダー・ザ・シー 

ボールプール、滑り台 水に見立てた大量のボールプールに入ったり、泳いだ
り！? からだを思いっきり動かせるスペース。 

グローバーのコンス
トラクション・カンパ
ニー 

プレイランド 巨大なブロックを、豊かな想像力を駆使して、お城や電
車など、好きなものに組み立てて楽しもう！ 

ビッグバードのビッ
ク・ネスト 

アスレチック ビッグバードの巣に見立てたネット型の巨大なジャン
グルジムが出現。自分の好きなように登ったり降りた
り、自由にからだを動かそう。 

モ ッ ピ ー の ラ ッ キ
ー・ダンス・パーティ 

ダンス DJと一緒に楽しい音楽にあわせてダンスを楽しもう。
頑張って踊ると最後にラッキーなご褒美がもらえるよ。 

アビーのマジカル・パ
ーティ 

プレイランド 魔法をテーマにした不思議な空間で、小さなお子さまが
自由にからだを動かして遊べるプレイランド 

ク ッ キ ー モ ン ス タ
ー・キッチン 

レストラン 食いしん坊なクッキーモンスターのキッチンをのぞい
ちゃえ！クッキーモンスター・シェフのサンドウィッチ
やクッキーなど、かわいいメニューがたくさん！ 

【セサミ・セントラルパーク（屋外）】 
名称 タイプ 特長 

セサミのビッグ・ドラ
イブ 

ライド・アトラクショ
ン（お子さまのみ対
象） 

セサミストリート™のキャラクターをデザインした車
に乗って、自分の思うがままに、実際のニューヨークの
セントラルパークを再現したコースをドライブできる
ライド・アトラクション。 

ビッグバードのクラ
イミング・ネスト 

アスレチック ビッグバードをテーマにしたアスレチック。登ったり降
りたり、自由にからだを動かして楽しもう！ 

アビーのマジカル・ツ
リー 

アスレチック 空洞の木の中に入って、登ったり降りたりできるジャン
グルジム。上った先に見える景色は！? 

アビーのマジカル・ガ
ーデン 

プレイランド アビーがかけた魔法の失敗作の奇妙な野菜や果物のオ
ブジェの中に入って遊ぼう！ 

ウォーター・ガーデン
（仮称） 

水遊び リズミカルに飛び出す噴水や、小さな滝で水遊び！ 

ク ッ キ ー モ ン ス タ
ー・スライド 

滑り台  クッキーモンスターの口から一気に滑り降りる巨大な
滑り台が登場。  

アーニーのラバーダ
ッキー・レース 

水遊び  アーニーのお気に入りのアヒルのおもちゃ（ラバーダッ
キー）が浮かぶ川が登場。アヒルを川に流そう！ 

 


