
株式会社プリンスホテル（本社：東京都豊島区東池袋 3-1-5、代表取締役社長：赤坂 茂好）が運営する「プリンスアイ

スワールド」は、1978 年にスタートした日本で最も歴史あるアイスショーで、「お客さまへのエンターテインメントの提

供」と、「フィギュアスケートの振興と普及に貢献すること」を目的に 40年間歩んでまいりました。

昨今は、フィギュアスケートブームということもあり、さまざまなアイスショーが開催されるようになりました。その中でも約

30名のスケーターからなるプリンスアイスワールドチームがメインとなってショーを構成するのは、プリンスアイスワール

ドならではの特徴です。また、お客さまと出演者の距離が近く、公演終了後にリンクサイドから出演者に花束やプレゼ

ントを直接渡すことのできる「ふれあいタイム」は、プリンスアイスワールドの目玉とも言えます。

これまでプリンスアイスワールドは 40 年の歴史の中で、さまざまな挑戦を重ねてきました。2014 年から構成・演出に

「THE CONVOY SHOW」主催の今村ねずみさんを迎え、新たな歴史を作り続けています。プリンスアイスワールドは、

全国各地で公演を開催しており、独自の魅力で競技とは違ったフィギュアスケートの楽しみ方を発信することでフィギ

ュアスケートの振興やさらなる活性化に努めてまいります。 
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◎本件に関する報道各位からのお問合せは

 株式会社プリンスホテル 広報部

 TEL：03-5928-1154 FAX：03-5928-1514 

◆佐野 稔 ◆福原 美和 ◆佐藤 信夫 ◆佐藤 久美子 ◆渡部 絵美 ◆松村 充

◆佐藤 紀子＆高橋 忠之 ◆伊藤 みどり  ◆鍵山 正和 ◆佐藤 有香 ◆八木沼 純子 ◆田村 岳斗

◆村主 章枝 ◆荒川 静香 ◆安藤 美姫 ◆本田 武史 ◆髙橋 大輔 ◆織田 信成 ◆中野 友加里

◆浅田 舞 ◆浅田 真央 ◆鈴木 明子 ◆恩田 美栄 ◆無良 崇人 ◆太田 由希奈  ◆小塚 崇彦

◆村上 佳菜子 ◆町田 樹 ◆羽生 結弦 ◆本郷 理華 ◆宇野 昌磨 ◆田中 刑事 ◆村上 大介

◆樋口 新葉 ◆本田 真凜  ◆三原 舞依 ◆坂本 花織 ◆友野 一希  ほか ※出演年度順

これまで世界で活躍しプリンスアイスワールドに出演したスケーター ※敬称略 

プリンスアイスワールド 2017 横浜公演の様子 

佐野稔 伊藤みどり 八木沼純子 

荒川静香 本田武史 安藤美姫 

  ～日本で最も長い 40年の歴史あるアイスショー～ 



［A］

［C］

［B］

第1回目パンフレット

八木沼 純子さん

「プリンスアイスワー
ルド」に改称したシー
ズンのパンフレット

1982 ● 第5回目を、旧 新高輪プリンスホテル（現 グランドプリンスホ
テル新高輪）開業記念として開催。アニメキャラクターが登場。

1984 ● 第7回目は、「孫悟空」をテーマに初めてスケート劇に挑戦。旧 東
伏見アイスアリーナ（現 ダイドードリンコアイスアリーナ）開業
記念として、旧 東伏見アイスアリーナでも開催。

1985 ● この年から待望の全国展開を実施。東京、京都、福岡、名古屋、札幌で開催。

1986 ● 氷上ミュージカル「スーパージャンプ牛若丸」を披露。公演回数は初年の約6倍の年
間58回を記録。

1987 ● 10周年記念公演はキャラクターが活躍する「スーパー悟空 宇宙大戦争」を披露。

1988 ● 「VIVA!  ICE WORLD」から「プリンスアイスワールド」に改称。［B］

1992 ● 15周年記念公演開催。東京公演からアマチュアを引退した
伊藤 みどりさんが参加。

1993 ● 伊藤 みどりさんをフィーチャーし、ミュージカル仕立ての
新しいショー内容を展開。

2002 ●

2003 ● 観客総動員数200万人を突破。

2006 ● 同年開催のトリノオリンピックの金メダリスト 荒川 静香さんがゲスト出演。

2007 ● 30周年記念公演。初の海外公演として、台湾での
台北公演（3日間・6公演）が実現。

2010 ● 同年開催のバンクーバーオリンピックのメダリスト 
浅田 真央さん、髙橋 大輔さんがゲスト出演。

公演収益の一部を東日本大震災義援金として寄付。 ● 2011

この年から構成・演出を今村 ねずみさんが担当。　 ● 2014

佐野 稔さんを中心に約50名のプロフィギュアスケーターが集合し、日本
初のアイスショー「VIVA!  ICE WORLD」を品川スケートセンターで開催。
「エンターテインメント」と「スポーツとしてのスケート」を融合。［A］

1978
●

 ● 2016株式会社プリンスホテルとスポンサー契約を結んだ
樋口新葉選手と本田真凜選手がゲスト出演。

 ● 201335周年記念公演を開催。国内外のプロフィ
ギュアスケーターがゲスト出演。

25周年はスケートの魅力満載の「大スケート博」。
初めて外国人スケーターをゲストとして公演に招聘。

1995 ● 八木沼 純子さんがチームに加入。以降、18年間出演し、うち
10年間チームリーダーに。現在は広報大使として参画。［C］

日本で最も歴史あるアイスショー
40年間の歩み
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（1）プリンスアイスワールド～40th Anniversary～DVD販売 

   プリンスアイスワールドがスタートした 1978年の懐かしい映像から 2017年の最新ショー映像までをまとめた DVD 

を販売いたします。これまでショーに出演した豪華なゲストや関係者のインタビューも収録されており、40 周年を

記念した見ごたえある DVD となっております。 

  【先行予約受付期間】2018年 4月 20日（金）まで 

  【DVD引換期間】2018年 4月 28日（土）～30日（月・振休）、 

5月 3日（木・祝）～5日（土・祝） 

  【料 金】DVD2枚組 \4,000 

  【予約受付先】プリンスアイスワールド横浜公演事務局、各種プレイガイド 

  【引 換 会 場】KOSÉ 新横浜スケートセンター 

  【お 問合せ先】プリンスアイスワールド横浜公演事務局  

TEL:045-663-9939 (受付時間：平日 10:00A.M.～6:00P.M.) 

www.tvkcom.net 

 

（2）プリンスアイスワールド 40周年記念パネル展 

  誕生 40周年を記念し、これまで「プリンスアイスワールド」に出演していただいたフィギュアスケーターや歴史がわ 

かるパネル展を期間限定で開催いたします。 

 【場 所】新横浜プリンスホテル 1F ロビー（無料） 

  【期 間】2018年 3月 29日（木）～4月 23日（月） 

 

（3）プリンスアイスワールド 40周年記念全国公演開催 

  プリンスアイスワールドでは、ゴールデンウイークに開催する横浜公演を皮切りに、全国各地にて公演を開催いた

します。総勢 26名のプリンスアイスワールドチームやゲストスケーターの華麗な演技がお楽しみいただけます。 

  ①横浜公演 

   【期 間】2018年 4月 28日（土）～30日（月・振休）、5月 3日（木・祝）～5日（土・祝） 

   【時 間】各日 1回目 11:00A.M.～1:00P.M.／2回目 3:30P.M.～5:30P.M. 

   【会 場】KOSÉ新横浜スケートセンター（所在地：横浜市港北区新横浜 2-11） 

   【ゲスト出演者】本田武史、町田樹、安藤美姫、村上佳菜子、小塚崇彦（全日程） 

織田信成、友野一希、田中刑事、樋口新葉（4月 28日（土）～30日（月・振休）） 

須本光希、村上大介、宇野昌磨（5月 3日（木・祝）～5日（土・祝）） 

【席 種 ・料 金】  

 
エキサイティングシート 1 

(1列目) 

エキサイティングシート 2 

（2列目） 
SS席 S席 A席 

おとな ￥22,000 

（オリジナルグッズ付き） 

￥20,000 

（オリジナルグッズ付き） 
￥16,000 

￥10,000 ￥7,000 

こども ￥5,000 ￥3,500 

※全席指定です。※上記料金は消費税を含みます。※チケットは席種により売り切れの場合がございます。 

※こども料金は 4才～小学生となり、3才までは無料となります。ただし座席を必要とされる方は有料となります。 

【お 問 合 せ】プリンスアイスワールド横浜公演事務局  

TEL: 045-663-9939 (受付時間：平日 10:00A.M.～6:00P.M.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プリンスアイスワールド誕生 40周年記念イベント概要 



  ②八戸公演 

   【期 間】2018年 5月 12日（土）・13日（日） 

   【時 間】各日 1回目 11:00A.M.～1:00P.M.／2回目 3:30P.M.～5:30P.M. 

   【会 場】テクノルアイスパーク八戸（所在地：青森県八戸市新井田西 4-1-1） 

   【ゲスト出演者】本田武史、安藤美姫、小塚崇彦、村上佳菜子、佐藤洸彬、宇野昌磨 

 ※出演者は日程によって異なります。 

【席 種 ・料 金】  

 
エキサイティングシート 1 

(A列目) 

エキサイティングシート 2 

（B, C列目） 
SS席 

スタンド 

S席 

スタンド 

A席 

おとな ￥18,000 

（オリジナルグッズ付き） 

￥16,000 

（オリジナルグッズ付き） 
￥14,000 

￥8,500 ￥5,500 

こども ￥4,000 ￥2,500 

※全席指定です。※上記料金は消費税を含みます。※チケットは席種により売り切れの場合がございます。 

※こども料金は 4才～小学生となり、3才までは無料となります。ただし座席を必要とされる方は有料となります。 

   【お 問 合 せ】プリンスアイスワールド八戸公演事務局 

             TEL: 0178-20-8234 (受付時間：平日 9:00A.M.～5:00P.M.) 
 

③滋賀大津公演 

【期 間】2018年 5月 19日（土）・20日（日） 

【時 間】各日 1回目 11:00A.M.～1:00P.M.／2回目 3:30P.M.～5:30P.M. 

【会 場】滋賀県立アイスアリーナ（所在地：滋賀県大津市瀬田大江町 17-3） 

【ゲスト出演者】本田武史、安藤美姫、村上佳菜子、髙橋大輔、織田信成、小塚崇彦、田中刑事、宇野昌磨 

          ※出演者は日程によって異なります。 

 【席 種 ・料 金】  

 エキサイティングシート 1 エキサイティングシート 2 SS席 S席 A席 
青少年 

（立見） 

おとな ￥25,000 ￥23,000 ￥20,000 ￥12,000 ￥8,000 ￥6,000 

※全席指定です。※上記料金は消費税を含みます。※チケットは席種により売り切れの場合がございます。 

※2才までは無料となります。ただし座席を必要とされる方は有料となります。※青少年（立見）は 18才までです。 

    【お 問 合 せ】夢番地 大阪 TEL: 06-6341-3525 (受付時間：平日 11:00A.M.～7:00P.M.) 
 

④東京公演 

【期 間】2018年 7月 13日（金）～16日（月・祝） 

【時 間】2018年 7月 13日（金） 1回目 2:00P.M.～4:00P.M.／2回目 7:00P.M.～9:00P.M. 

2018年 7月 14日（土）～16日（月・祝）  

1回目 11:00A.M.～1:00P.M.／2回目 3:30P.M.～5:30P.M. 

   【会 場】ダイドードリンコアイスアリーナ（所在地：東京都西東京市東伏見 3-1-25） 

【ゲスト出演者】本田武史、町田樹、織田信成、小塚崇彦、安藤美姫、村上佳菜子 

          ※出演者は日程によって異なります。 

【席 種 ・料 金】  

 
エキサイティングシート 

(1列目) 

エキサイティングシート 

（2・3列目） 
SS席 S席 A席 

おとな ￥22,000 

（オリジナルグッズ付き） 

￥20,000 

（オリジナルグッズ付き） 
￥13,000 

￥10,000 ￥7,000 

こども ￥5,000 ￥3,500 

※全席指定です。※上記料金は消費税を含みます。※チケットは席種により売り切れの場合がございます。 

※こども料金は 4才～小学生となり、3才までは無料となります。ただし座席を必要とされる方は有料となります。 

     【チケット発売開始日】2018年 4月 21日（土）より各種プレイガイドにて販売 

【お 問 合 せ】プリンスアイスワールド東京公演事務局  

TEL: 045-663-9939 (受付時間：平日 10:00A.M.～6:00P.M.) 



⑤広島公演 

【期 間】2018年 8月 18日（土）・19日（日） 

【時 間】各日 1回目 11:00A.M.～1:00P.M.／2回目 4:00P.M.～6:00P.M. 

【会 場】広島サンプラザホール（所在地：広島県広島市西区商工センター3-1-1） 

【ゲスト出演者】本田武史、エフゲニー・プルシェンコ、髙橋大輔、安藤美姫、織田信成、町田樹、小塚崇彦、 

村上佳菜子 ※出演者は日程によって異なります。 

【席 種 ・料 金】  

 SS席 アリーナ S席 スタンド S席 A席 B席 
学生チケット 

（立見） 

おとな ￥25,000 ￥22,000 ￥20,000 ￥16,000 ￥8,000 ￥6,000 

※全席指定です。※上記料金は消費税を含みます。※チケットは席種により売り切れの場合がございます。 

※3才以上は有料となります（3才未満入場不可）。 

※学生チケットは 25 才までの学生が対象です。お席をご利用される方は指定席をご購入ください。ご入場の際は 

学生証のご提示をお願いいたします。 

    【お 問 合 せ】HOME イベントセンター TEL: 082-221-7116 (受付時間：平日 10:00A.M.～5:00P.M.) 

               夢番地 TEL: 082-249-3571 (受付時間：平日 11:00A.M.～7:00P.M.) 

 

公演の内容・そのほかの公演に関するお問合せ 

プリンスアイスワールド事務局 TEL:03-5928-1270（受付時間：平日 10:00A.M.～5:00P.M.） 

 

   ※都合により、出演者・公演日程・公演内容が変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。 

※チケットご購入後の払い戻しは、お受けできませんのでご了承ください。 

※そのほかの公演につきましては、決定次第発表させていただきます。 

 

（4）プリンスアイスワールド 40周年記念オリジナルソングが登場 

528Hz作曲家・ピアニスト エイコン・ヒビノの「アリガトウ 528」がプリンスアイスワールド 40周年記念テーマ曲に 

決定。40年間支えてくださったファンの皆さま、プリンスアイスワールドに関わってくださったあらゆる方々への感 

謝の気持ちを表現し、プリンスアイスワールドのために作られた楽曲がテーマ曲に決定いたしました。 

   

  エイコン・ヒビノ プロフィール  

滋賀県大津市出身。 

2015年 1月テイチクエンタテインメントよりメジャーデビュー。 

528Hzを音楽理論や医学的観点から作曲。その手法が高く評価され、 

第 57回日本レコード大賞企画賞を受賞。「機能を持つ音楽」を生み出す 

528Hz作曲家・ピアニストとして独自の地位を確立する。 

2016年に起こった熊本・大分地震の際に開催されたプリンスアイス 

ワールド大分・熊本公演では、テーマ曲や会場 BGM として癒やしの 

空間を演出しました。 

  

  エイコン・ヒビノからメッセージ  

毎日出会いがあり、毎日別れがある。過去を振り返り、今を生き、未来を目指す時に、自分を支え、助け、導いてく 

れる全ての人、そして物に、感謝を込めて「アリガトウ」。「アリガトウ」は、毎日の人生全ての触れ合いの付箋である 

ように感じます。プリンスアイスワールドも 40年を迎えました。この 40年の感謝を込めて、「アリガトウ」。この曲を聴 

いて、いつも支えてくれている友に、仲間に、恋人に、家族に、関係者に、「アリガトウ」が響き続ける事を願ってい 

ます。   

 


