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  ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・オフィシャルホテルの1つ「ホテル ユニバーサル ポート」（所在地：大

阪市此花区桜島 1-1-111、総支配人：金井 紀生）は、2015年 9月 1日（火）～11月 8日（日）まで「ポート

の Surprise Halloween!」を開催します。 

 

  1 日 1 室限定の「ハロウィーン・ホラールーム」は、10 年前に宿泊した女性が行方不明となり、その後立

入禁止となったいわく付きの部屋という設定です。古めかしい装飾の部屋に仕掛けられたアイテムが「…ゾ

クリ」と忍び寄るような恐怖を演出します。宿泊後も続く恐怖をご体感ください。 

 

ポートダイニング リコリコでは、2015年 9月 9日（水）～11月 3日（火）の期間「秋の味覚とハロウィーン

フェア ディナーバイキング」を開催します。ビーツ（※1）で赤く染まった「赤いパスタ ハロウィーン仕立て」

やいか墨を使用した「黒いパスタ サーモンクリームソース」、ドラキュラのご馳走“Blood(血)”をイメージした

「ドラキュラ大好き 血のポトフ」などスプーキー（※2）なメニューをご提供します。また、お子さまにもお楽し

みいただけるキュートなハロウィーンスイーツも多数ご用意しております。ホテルパティシエ手作りの「蜘蛛

のケーキ」や「目玉タルト」、１個ずつ顔が違う「おばけちゃんケーキ」など、ハロウィーンパーティをより楽しく

盛り上げます。また、パルミジャーノ・レッジャーノを器にして風味豊かに仕上げる、きのこたっぷりのリゾット

は秋の味覚をお楽しみいただける一品です。 

 

 2015年 7月 15日に開業 10周年を迎えた「ホテル ユニバーサル ポート」。ロビーには、この春パーク

に仲間入りしたキャラクターの「ミニオン」が、ゲストのみなさまを賑やかにお迎えするため、開業 10周年を

祝うバースデーデコレーションをお手伝いしています。 

 

“サプライズ”がたくさん詰まった、「ホテル ユニバーサル ポート」のハロウィーンでご家族・ご友人のみ

なさまと楽しいひとときをお過ごしください。 

 

以上 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

ホテル ユニバーサル ポート マーケティング課 ／ 鈴木・大山 

電話：06-6463-5930（直通） FAX：06-6463-4050 

E-mail：takashi.suzuki@u-port.co.jp  URL：http://www.hoteluniversalport.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。 

 
  

 

10th Anniversary 

「ポートの Surprise Halloween !」 

静かに忍び寄る恐怖を演出したハロウィーン・ホラールームや 

期間限定のユーモラスなハロウィーンメニューが登場！ 

※1ビーツ…赤甜菜とも言う。アカザ科の根球部を食べる野菜で、甜菜（砂糖大根）の仲間。鮮やかな赤色と独特の甘みが特徴。      

※2スプーキー…怖い、気持ち悪いの意味。 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%A2%A5%AB%A5%B6%B2%CA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E7%BA%AC


 

 

1. ハロウィーン・宿泊プラン 

 

「      そこは開かずの部屋…ハロウィーン・ホラールーム」 

 

【期間】2015年 9月 11日（金）～2015年 11月 8日（日） 

【料金】1泊 1名 朝食付き 13,800円～（4名さま 1室 利用）  

※税金・サービス料込 

10年前、ホテル ユニバーサル ポートの「ハロウィーン・ホラー                                            

ルーム」に宿泊した女性グループの内、1名が行方不明となった。 

室内に残された女性の荷物とおびただしい血の跡…。 

立入禁止となったはずの部屋で「…ゾクリ」と忍び寄る恐怖。 

貴方はこの部屋で一晩過ごせますか…？ 

※設定はすべてフィクションです。実際にはそのような事件は起こっておりません。                                       

※画像はイメージです。 

※15歳以上限定のプランです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ハロウィーン気分満点でパークへＧＯ！キッズ用ハット＆マント付プラン」 

【期間】2015年 9月 11日（金）～2015年 11月 8日（日） 

【料金】1泊 1名 朝食付き 12,700円～（4名さま 1室 利用） 

※税金・サービス料込 

ご家族に大人気のファミリールームに 

キッズ用のハット＆マントを 2セットご用意した 

ハロウィーン限定の宿泊プラン。 

仮装して、家族みんなでパークをお楽しみください！ 

 

 

可愛く変身してハロウィーンを楽しもう♪ 

 

立入禁止の看板が張られた 

ドア 

室内の鏡には助けを求める

女性の姿が… 

バスルームのガラスにも 

無残な血の跡が…！ 

バスルームで感じる視線…。 

決して振り返ってはいけない！ 

ハロウィーン・ホラールーム 

R15+ 



 

2. ハロウィーン・ホラーカクテル＆スイーツ 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ハロウィーン・ディナーバイキング 

「秋の味覚とハロウィーンフェア ディナーバイキング」 

【場所】 ホテル ユニバーサル ポート 2階 ポートダイニング リコリコ 

（収容人数 342名） 

【期間】 2015年 9月 9日（水）～11月 3日（火） 

【時間】 17:30～21:30 （最終入店 21:00） 

【料金】 大人（中学生以上）4,300円、小学生 2,600円、 

幼児（4～6歳）1,300円 ※税金・サービス料込 

【料理】 黒いパスタ サーモンクリームソース、 

赤いパスタ ハロウィーン仕立て、ハロウィーン 

ピザ、グリルポークのベリーソース、魔女の指 

ドッグ、ドラキュラ大好き 血のポトフ、チキンの 

小悪魔風、きのこたっぷりパルミジャーノ・レッ 

ジャーノ・リゾット、蜘蛛のケーキ、目玉のタル 

ト、コウモリのサブレ、おばけちゃんケーキ 

など、全約 70種類 

 

4. 10th Anniversaryスペシャル宿泊特典 

【期間】 2015年 7月 15日（水）～2015年 11月 30日（月） 

ご好評につき、期間延長いたします！ 

「ミニオン」も一緒にお出かけに連れてってください。 

「ミニオン」のユニークな表情を見つけると、思わず笑顔があふれます。 

 

2015年 12月 1日（火）以降にご宿泊いただく際にも「ミニオン」の 

アイテムを限定特典として予定しております。お楽しみにお待ちください。 

えぐり取られた目玉、引きちぎられた臓器…。 

ゾンビのご馳走をお楽しみください…。 

【場所】Lounge R 

【期間】2015年 9月 1日（火）～2015年 10月 31日（土） 

・THEパラサイト（左） 1 ,000円（税金・サービス料込） 

・マッドドクター（右）    1,000円（税金・サービス料込） 

 

 

お子さまから大人の方までお楽しみいただける味わい

のキュートなハロウィーンケーキ♪ 

【場所】REX CAFE 

【期間】2015年 9月 9日（水）～2015年 11月 3日（火） 

・魔女の魅惑の赤リンゴ（左）      500円（税金・サービス料込） 

・おめかしジャック・オ・ランタン（右）  500円（税金・サービス料込） 

 
☆上記ハロウィーンカクテル＆スイーツがセットとなった宿泊プランもご用意しております。☆ 

「ミニオン」のオリジナルレジャーシート   ※イメージ 

TM & © 2015 Universal Studios. 



 

  ☆ じゃらんアワード 2014                                                                     
「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸エリア 301 室以上部門」受賞 （6 年連続）  
※2009 年～4 年間は同エリア 101 室以上部門にて受賞 
 

☆ 「JTB・るるぶトラベルアワード 2014」  ゴールドアワード 受賞 (3 年連続） 

☆ 2015 年 トリップアドバイザー 「エクセレンス認証」を 5 年連続獲得したホテルとして                       
「殿堂入り」施設に認定              

☆ トリップアドバイザー 「評判の施設 2014」 受賞 （3 年連続） 

☆ トリップアドバイザー 「トラベラーズ チョイス アワード 2015」 受賞 （2 年連続） 
 ファミリー部門 第 12 位 
※トリップアドバイザー：http://www.tripadvisor.jp/ 

☆ 楽天トラベルアワード 2014 プレミアム施設部門 近畿エリア 銀賞 

☆ 楽天トラベルアワード 2014 近畿エリア 楽パック賞 

■ 施設概要 

 

「ホテル ユニバーサル ポート」は、はじめて出会うリゾート&エンターテイン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。目の前にユニバーサル シティ ポートを望み、ユニバーサ

ル・スタジオ・ジャパンへも歩いてすぐという素晴らしいロケーションです。 

ホテルオリジナルのコンセプトルーム、6 名さままで一緒に泊まれる Party ルームや、ベビー・キッズと一緒に

家族旅行が楽しめるWAKU WAKUワンダールームは、ファミリーに大人気です。コンセプトテーマである「アク

ア」をイメージした水の流れるエントランスや 15m の巨大水槽、「映画」のセットをモチーフにしたモニュメントなど

エンターテインメント性溢れるホテルです。 

 

【施 設 名】 ホテル ユニバーサル ポート 

【所 在 地】 大阪府大阪市此花区桜島 1-1-111 

【電 話 番 号】 06-6463-5000 

【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 

【交通ｱｸｾｽ】 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） 

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

【運 営】 オリックス不動産株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tripadvisor.jp/

