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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 つである「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、2016年 9月 1日（木）～11月 30日（水）まで「ポートの

Happy ! Spooky ? Halloween !!」を開催します。 

1 日 1 室限定の「謎解きホラールーム」は、数々の謎解きを

企画する「クロネコキューブ株式会社」、ホラー×テクノロジー

「ホラテク」で新しい恐怖体験を作り出す「株式会社闇」とコラ

ボレーションしたホラー・エンターテイメントルームです。設定

は“呪いが潜む部屋”。古びた部屋には不可解な絵や文字が

書かれ、謎めいたホラー空間を演出しています。この家に引

っ越ししてきた少女は部屋にあった「ぬいぐるみ」をとても気に

入ります。やがて少女は奇妙な行動を繰り返すようになり、あ

る日「Find me ! （私を見つけて！）」というメッセージを残し、

行方不明に。少女の失踪後、どこにも見当たらない「ぬいぐるみ」。この部屋から出るには消えてしまった「ぬいぐるみ」

を探し出し、呪いを解かなければなりません。「謎解き」×「ホラー」×「宿泊」という、新しい滞在型ホラー・エンターテイ

メントを創り出しました。 

ポートダイニング リコリコでは、2016年 9月 7日（水）～11月 8日（火）

の期間ディナーバイキング「秋野菜とハロウィーンフェア」を開催します。黒

のバンズがハロウィーン感を盛り上げる「ハロウィーンナイトの月見バーガ

ー」、トロンととろけたおばけチーズが愛らしい「とろけるおばけピザ」をはじ

め、「ぎょろぎょろ目玉のタルト」など“コワ可愛い”ハロウィーンメニューをご

用意します。1つずつ表情が違うミニコロネ「トルネード・モンスター」は全色

並べて食べていただきたい可愛さです。また「柿とスモークサーモン、焼き

茄子のサラダ」、「秋野菜ときのこのパイ包み焼き」、パルミジャーノ・レッジ

ャーノの器で風味豊かに仕上げる「秋野菜のリゾット」など、旬の食材を使

った多彩なお料理をご用意しています。美味しい秋をお腹いっぱいお楽しみください。 

 ホテル ユニバーサル ポートで笑顔はじけるハロウィーンのひとときをお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 
「ポートの Happy! Spooky? Hal loween! !」 

呪いの叫び…「Find me!（私を見つけて！）」 

呪われたぬいぐるみを探し出す“謎解き”ホラールームや  

“コワ可愛い”ハロウィーン限定メニューが登場！  

＜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：marketing@u-port.co.jp  URL：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。 

※画像はイメージです。 



 

1. ハロウィーン 宿泊プラン 
 
 
 
滞在型ホラー・エンターテイメントルーム 

呪いの叫び…“ Find me!（私を見つけて！）” 

「 R15+  謎を解いて呪いのぬいぐるみを探しだせ！ 

謎解きホラールーム」 

【期間】2016年 9月 1日（木）～11月 30日（水） 

【料金】1室 4名利用（食事なし）：38,000円/室（1人 9,500円）～  

※税金・サービス料込 

【概要】呪いの根源であるぬいぐるみを手に入れるため、少女の部屋に仕掛けら

れた謎を解き明かす、謎解きホラールーム。部屋に置かれている「招待状」を開

封し、ゲームがスタート。招待状に隠されたヒントを手掛かりに部屋内に隠された

謎の数々をクリアしていくと、少女の母親のブログへたどり着く。しかしそこにはさ

らなる謎が…。スマホやカメラを駆使し、謎を解き続けると最後には少女からの呪

いを解くメッセージが驚愕の演出で現れる…！！ 

【ストーリー】両親と新しい家に引っ越してきた、絵を書くことが大好きな少女。少女は前の住人が置き忘れていったであろう、部屋にあった「ぬい

ぐるみ」をとても気に入り、肌身離さず可愛がっていました。ある日両親は少女が描く家族の絵に、常にもう 1人「いる」ことに気づきました。少女に誰

かと尋ねても首を振るばかり。それからだんだん奇妙な行動が増えていき、次第に「ぬいぐるみ」と共に部屋に閉じこもり、奇怪な絵や文字を壁一面

に描き出し、夜中になるとまるでかくれんぼをするように家中何かを探し回る少女…。そしてある日、少女と「ぬいぐるみ」は忽然と姿を消します。残さ

れた部屋、奇怪な絵、見つからない「ぬいぐるみ」…。なぜ少女は消えてしまったのか。この部屋から無事に出るには「ぬいぐるみ」を見つけ出し、呪

いを解かなければなりません。 

※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。 

 

＜コラボレーション企業＞ 

■クロネコキューブ株式会社 

2011年に行われた神戸市の「デザインの日記念イベント 2011」をきっかけに発足。その後、活動を重ねて 2013

年に法人化。神戸を本拠地とし、参加型謎解きイベントの企画・制作・運営のほか、研修事業や地域活性化事

業なども手がける。 

【代表実績】 

自主公演：「REMOTE」「裏切りのリミット」  

受託公演：「京都謎解心中」（京都市場南座）、「チャリウッド鉄道～時空を超えたミステリー～」（大阪茶屋町） 

■株式会社闇 

2015年設立。スマホの台頭やテクノロジーの普及により、エンターテイメントの質が変わろうとしている今、株式

会社闇はホラテク、つまりホラー演出に最新のテクノロジーを与えることで誰が体験しても同じにならない、まだ

誰も体験したことのない全く新しいホラー体験を作りだす。 

【代表実績】 

プロデュース：ニコニコ町会議「町 VRホラーカー」、プレイベント「残された手首からのメール」 

診断企画・システム構築：ＮＴＴ西日本×ＭＢＳ 梅田お化け屋敷「ふたご霊」  

 

「ハロウィーンパーティセット付プラン」 

【期間】2016年 9月 9日（金）～11月 6日（日） 

【料金】1室 4名利用（朝食付き）：46,800円/室（1人 11,700円）～  

※税金・サービス料込 

ミイラの骨付きソーセージに生ハムサラダ、ジャック・オー・ランタンのマフィンなど、

パーティにぴったりのハロウィーンメニューをお部屋にデリバリー♪ 

× × 

ホテルに存在しないはずの部屋へと 

繋がっていた恐怖の扉…。 



 

2. ディナーバイキング 「秋野菜とハロウィーンフェア」  

【場所】 2階 ポートダイニング リコリコ （収容人数 342名） 

【期間】 2016年 9月 7日（水）～11月 8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】 メニュー数 約 70種 

★ハロウィーンメニュー★ 

秋野菜のハロウィーンサラダ/とろけるおばけピザ/ハロウィーンナイ

トの月見バーガー/パプリカおばけのご馳走ナポリタン/いたずら好

きのトルネード・モンスター/不気味に笑う…かぼちゃのプリン/ぎょろ

ぎょろ目玉のタルト/コワかわミイラのケーキ など 

 

 

★秋野菜を使ったメニュー★ 

柿とスモークサーモン、焼き茄子のサラダ/きのこと秋刀魚のカッペリーニ/かぼ

ちゃのキッシュ/秋刀魚のお寿司/秋野菜ときのこのパイ包み焼き/秋野菜と鶏

肉のシャスールソース/秋鮭のソテー 秋野菜ときのこ添え/秋野菜と海老の甘

辛炒め/パルミジャーノ・レッジャーノの器で仕上げる秋野菜のリゾット など 

 

3. ハロウィーン ディナーコース 

【場所】 1階 ラウンジＲ 

【期間】 2016年 9月 1日（木）～10月 31日（月） 

【時間】 コース提供時間 17:00～21:00 

【料金】 2,800円 ※税金・サービス料込 

【料理】 

前    菜： 蜘蛛の巣に捕らわれた!?海老ときのこのサラダ仕立て 

パ ス タ： イカ墨のフェットチーネ 悪魔のビーツクリームソース 

メ イ ン： 牛フィレ肉のソテー フォアグラ添え 赤ワインソース 

デザート： ハロウィーンケーキ ※フォカッチャ、コーヒー付 

 

4. ハロウィーンカクテルフェア 

薄気味悪い月が、どんよりとポートを照らすハロウィーンの夜… 

なにかミステリアスなことが起こりそうな予感!? 

【場所】 1階 ラウンジＲ 

【期間】 2016年 9月 1日（木）～10月 31日（月） 

【時間】 カクテル販売時間 15:00～23:00 

 

（右）スプーキー・ムーン    1,000円 

（左）ヴァンパイア・クイーン  1,000円 

※税金・サービス料込 

 

蜘蛛の巣にデコレーションした前菜プレートに、まっくろけのパスタ、 

コワかわいい？ハロウィーンケーキがついたディナーセット 

5. ハロウィーンケーキフェア 
 

 

 

（左）ブドウのタルト    600円 

（中）かぼちゃのスフレ  580円 

（右）キャラメルポワール 580円 

※税金・サービス料込 

パティシエが作る Cuteで Spookｙなハロウィーンケーキ♪ 

可愛さと一緒に旬の果物の美味しさをお楽しみください 

【場所】 1階 レックスカフェ 

【期間】 2016年 9月 7日（水）～11月 8日（火） 

【時間】 ケーキ販売時間 11:00～22:00 



 

■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 ポートを臨み、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。2016 年 3月 5 日には、ホテル最上階が深

海の青と海底をイメージした、ワンランク上のご滞在をご提供する「PORT DEEP OCEAN FLOOR」に生まれ変わり、さ

らに、2016 年 4 月 1 日にはユニバーサル・スタジオ・ジャパンで大人気のミニオンをモチーフにした「ミニオンルーム」

が誕生しました。 

ホテルの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 】 www.hoteluniversalport.jp 

【 運 営 】 オリックス不動産株式会社 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

☆ トリップアドバイザー 「トラベラーズ チョイス アワード 2016」 受賞 （3年連続） 
 日本国内ファミリー部門 第 8位 
※トリップアドバイザー ： www.tripadvisor.jp 

 
☆ 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              

 

☆ 楽天トラベルアワード 2015 プレミアム施設部門 近畿ブロック 銀賞（2年連続） 

☆ 楽天トラベルアワード 2015 近畿エリア 楽パック賞（2年連続） 

☆ じゃらんアワード 2015                                                                     
「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 （7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 2015」  ゴールドアワード 受賞 (4年連続） 

 

 

TM & © 2016 Universal Studios. 


