
Press Release 

2020 年 8 月 20 日 
各 位 

                          ホテル ユニバーサル ポート 
 
 

 

 

 

 

 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル『ホテル ユニバーサル ポート』

（所在地：大阪市此花区、総支配人：金井 紀生）は、1 日 1 室限定の謎解きホラールーム「THE 

JOURNALIST ～写真が明かす記憶
か ぎ

～」の宿泊プランを、本日より販売を開始しますのでお

知らせします。 

  

 

 

 

 

 

 

2015 年からスタートした、ホテルの客室で謎解きと恐怖を味わえる「ホラールーム」シリ

ーズの第 6 弾です。客室の設定は、事件に翻弄されるジャーナリストの“自室兼現像暗室”。

宿泊者は物語の主人公である“ジャーナリスト”として、部屋に隠された手がかりから失踪し

た少女の真実を解明していきます。薄暗い照明や壁に貼られた多数の写真など異様な雰囲気を

醸し出す空間演出はもちろん、写真を水に透かして浮かび上がらせ手がかりを見つけたり、ご

自身のスマートフォンやタブレットを使ってジャーナリストの身に起こる“デジャヴ（既視

感）”を疑似体験できる工夫をしており、ストーリーへの深い没入感を味わうことができます。 

本作は、昨年実施したホラールーム「PLAY ～少女の招く部屋～」のサイドストーリーとし

て展開し、前作を体験した方には新しい視点でスケールアップしたストーリーをお楽しみいた

だけます。本日からホテルの公式 SNS で、全 14 章にわたるプロローグを順次公開し、今回

初めてご宿泊される方にもホラールームの世界観をお伝えします。 

 

客室に入った瞬間からはじまる「滞在型ホラーエンターテイメント」をお楽しみください。 

 

以 上 

 

 

 

 

 
客室で恐怖とスリル体験！謎解きホラールーム 

「ＴＨＥ ＪＯＵＲＮＡＬＩＳＴ ～写真が明かす記憶
か ぎ

～」 

本日から宿泊プランを販売  １日１室限定  

 

 

 

マーケティング課 ／ 鈴木・大山・萩野 

電話：06-6460-8099（直通） E-mail：marketing@u-port.co.jp 

   

 

 

 

 

ホテル ユニバーサル ポートは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。 

  Universal elements and all related indicia TM & © 2020 Universal Studios. All rights reserved.   CR20-1535 

 

「THE JOURNALIST ～写真が明かす記憶(かぎ)～」イメージ 

mailto:marketing@u-port.co.jp
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1. 謎解きホラールーム「THE JOURNALIST ～写真が明かす記憶
か ぎ

～」宿泊プラン概要 

（1）期 間：2020 年 9 月 4 日（金）～12 月 20 日（日）チェックイン（予定） 

※8 月 20 日（木）よりホテル公式ウェブサイト限定で販売開始 

（2）料  金：4 名 1 室 1 名様あたり（素泊まり）8,000 円～（税・サービス料込み） 

（3）室  数：1 室 ※1 日 1 室限定のプランです。 

（4）予 約：ホテル公式ウェブサイトからご予約ください。 

        https://www.hoteluniversalport.jp/archives/stay/journalist 

※お部屋にはホラー要素が含まれるため、ホラーが苦手な方はご遠慮ください。 

※掲載の内容は変更になる可能性があります。 

 

＜ストーリー＞ 

ベイエリアにある住民無き洋館に時折「人影が浮かぶ」という噂を聞きつけ、一人の記者が

これらを記事にしようと思いつき、その洋館を訪れた。管理人に案内されるまま、ある部屋に

記者が足を踏み入れた途端、強烈な既視感“デジャヴ”に襲われる。その体験をきっかけに、

この洋館にまつわる身に覚えのない過去の出来事が次々とフラッシュバックして、記者の記憶

に干渉し始めた。なぜ、強烈な既視感“デジャヴ”が自分を襲うのか、自分はいったい、誰な

のか。「現在」と「過去」の記憶が交差したとき、あなたは驚愕の真実に直面する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「THE JOURNALIST ～写真が明かす記憶（かぎ）」客室（イメージ） 

※部屋には謎解きキットが用意されている。 

（イメージ） 

前作「PLAY ～少女の招く部屋～」客室（イメージ） 

https://www.hoteluniversalport.jp/archives/stay/journalist
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＜謎解きのミッション＞ 

本作の謎解きミッションはジャーナリストとして「少

女が失踪した真実」を再調査し明らかにすることです。客

室の設定は“ジャーナリストの自室兼現像暗室”。古びた

カーテン、壁面に無数に貼られた写真、切り取られた新聞

記事、少女が大切にしていたクマのぬいぐるみ･･･。異様

な空間が広がり、一瞬で宿泊者を本作の世界へと誘いま

す。 

部屋には謎解きキットや手がかりが用意されていま

す。それらの謎を解きすすめる中で、個々のミッションと

して、写真を水に透かして浮かび上がらせる仕掛けや、金

庫の鍵を探して開けるといった、アナログ的な体験と、主

人公である“ジャーナリスト”にたびたび起こる、謎を解

くうえで多くの伏線が隠されている“デジャヴ”をご自身

のスマートフォンまたはタブレットを使用して疑似体験

ができます。 

全てのミッションをクリアし、「少女が失踪した真実」

にたどり着いた時、ジャーナリストに訪れる現実に愕然と

することでしょう。 

 

＜謎解きホラールームのポイント＞ 

①デジタルとアナログを融合させたホラー体験 

スマートフォンやタブレットなどを用いるデジタルな手

法と、実際に触れるなどのアクションを起こさせるアナロ

グな手法を組み合わせ、ストーリーへの没入感を演出しま

す。 

②謎解きホラールーム企画チームが制作 

多数の謎解きイベントを企画・運営・実施している専門

会社とコラボレーション。当ホテルの「謎解きホラールー

ム企画チーム」が考案したストーリーを基に、オリジナル

の謎を用意しました。謎解き好きの方にも楽しんでいただ

けるストーリーを実現します。 

③安心安全に楽しめる体験型謎解き 

謎解きは客室内のみで行うため、謎解き中は同行者以外

の方と密な状況になることはありません。客室は、通常の

清掃に加え謎解きに使用する備品等にもアルコール除菌を

行います。 

 

＜ホテル公式 SNS＞  

本謎解きホラールームのストーリープロローグを 8 月 20 日から順次公開します。 

■Twitter   https://twitter.com/osaka_hotel 

※詳細は、公式ウェブサイトでお知らせします。 

発見した鍵で金庫を開けると、 
次の謎へすすむ重要な手がかりが･･･。 
（イメージ） 

アナログ的手法にて、まるで写真現像の 
ようなミッションも。（イメージ） 

刃物を持った男が殺気をまとい、 
主人公に近づく（ストーリーイメージ） 

https://twitter.com/osaka_hotel
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2.『ホテル ユニバーサル ポート』概要 

『ホテル ユニバーサル ポート』は、「とびっきりの笑顔に出会える！リゾート&エンター

テイメントホテル」をテーマにした、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテ

ルです。目の前にユニバーサルシティポートを臨み、パークまで歩いてすぐという素晴らしい

ロケーションです。当ホテルは、オリックス不動産株式会社の旅館・ホテル運営の事業ブラン

ド「ORIX HOTELS & RESORTS」の「パークサイド」カテゴリーに属します。2020 年 7 月

15 日に 15 周年を迎えました。 

客室はパークとコラボレーションした日本初の「ミニオンルーム ～グルーの邸宅～」「ミ

ニオンルーム 2 ～アグネスたちのお部屋～」や、6 名様まで宿泊可能な「Party ルーム」、ベ

ビー旅に最適な「WAKU WAKU ワンダールーム」、おしゃれに敏感“可愛い”が大好きな大

人ガールたちのお部屋「Girly ルーム」など、多彩なコンセプトルームをご用意しています。

最上階特別フロア「PORT DEEP OCEAN FLOOR」は深海をイメージ。涼やかな空間の中、

同フロア限定の特典で上質なご滞在を演出します。 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・パーク」の「ミニオン」をモチーフとした

ロビー装飾（期間限定：2021 年 7 月 14 日までの予定）、ホテルのコンセプトである“アクア”

を表現した水の流れるエントランス、映画のセットをイメージしたオブジェを配した、エンタ

ーテイメント性溢れるホテルです。 

【 所 在 地 】 〒554-0031 大阪府大阪市此花区桜島 1-1-111 

【施設規模】 客室数：600 室 

【飲食施設】 レストラン 2 店舗、ラウンジ 1 店舗、カフェ 1 店舗 

【その他施設】 ショップ、サロン、コインロッカー、宅配便コーナー、コインランド

リー、ベビールームなど 

【アクセス】 JR ユニバーサルシティ駅より徒歩 3 分（JR 大阪駅から JR ユニバー

サルシティ駅までは直通電車で 12 分） 

【運営会社】 オリックス・ホテルマネジメント株式会社 

【 U R L 】 https://www.hoteluniversalport.jp 

 

 

 

 

 

 

＜受賞歴＞ 

◆トリップアドバイザー 「トラベラーズチョイス ホテルアワード 2019」受賞（6 年連続）
日本国内ファミリー部門 第 4 位 

◆楽天トラベルアワード 2019 プレミアム施設部門「シルバーアワード」受賞 

◆じゃらんアワード 2019 

「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸ブロック」受賞（11 年連続）  

「泊まってよかった宿大賞 総合 3 位・朝食 1 位」受賞 

◆「JTB・るるぶトラベルアワード」12 年連続受賞 

https://www.hoteluniversalport.jp/

