
2014年 9月 2 日

「ポートのハロウィーンパーティ 2014201420142014」
不思議な仕掛けが詰まったモンスター・ハロウィーンルームや

期間限定のホラーでユーモラスなハロウィーンメニューが登場！

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、2014年 9月 12日（金）～11月 9日（日）まで「ポー

トのハロウィーンパーティ 2014」を開催します。

ロビーは不敵な笑みを浮かべたジャック・オー・ランタンの装飾が施され、ハロウィーン気分を盛り上げま

す。1日 2室限定の「モンスター・ハロウィーンルーム」では、ライトを当てるとモンスターが浮かび上がる仕

掛けや、ベッドに入ると自分の姿がドラキュラ伯爵に変身する仕掛けなど、不思議な体験をお楽しみいただ

けます。

また、2014 年 9月 3日（水）～11月 4日（火）の期間には、ポートダイニング リコリコにて「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。ゾンビの指に見立てたソーセージが特徴的な「やさ

しく噛んでね♪ゆ・び・寿・司」やぷるんぷるんの揺れ具合がリアルな「目が合っちゃう～！目玉のケーキ」な

どホラーな感覚溢れるメニューをご提供します。さらに、１つずつ表情が異なる「おばけちゃんケーキ」やお

子さまに合うミニサイズの「牙があっても怖くない！ドラキュラバーガー」などのユーモラスなメニューをご用

意し、ハロウィーンパーティをより楽しく盛り上げます。

ハロウィーンの遊び心溢れる料理メニューや装飾で、ご家族やご友人と楽しいひとときをお過ごしください。

1 ロビー装飾

「ポートのハロウィーンは海の中！」

【期間】2014年 9月 12日（金）～11月 9日（日）

ポートのロビーがジャック・オー・ランタンの軍団に乗っ取られた!!
宝物いっぱいの船からロビーを見張り、不敵な笑みを浮かべる

ジャック・オー・ランタンの軍団！

ほら、君のすぐ後ろにも…!?

名 称 / ポートのハロウィーンパーティ 2014

期 間 / 2014 年 9 月 12 日（金）～11 月 9 日（日）



2 コンセプトルーム

「ポートのモンスター・ハロウィーンルーム」

【期間】2014年 9月 12日（金）～11月 9日（日）

ライトをあてると何かが見える!?!?!?!? モンスター・ハロウィーンルーム

ドラキュラ伯爵と夫人がジャック・オー・ランタンを従え君たちを待っている！

お部屋のあちらこちらに、いたずら好きなモンスターたちの仕掛けが…。モンスターライトをあててさがしてみてね！

ベッドで眠る時には君もドラキュラに大変身!?

☆ 朝食付プラン

【料金】1泊 1名 13,000円～（1室 4名利用時） ※ 税・サービス料込み

☆ 朝食・ハロウィーンパーティセット付プラン

【料金】1泊 1名 16,200円～（1室 4名利用時） ※ 税・サービス料込み

＜ハロウィーンパーティセット＞

パイの包帯でぐるぐるにまかれたミイラの骨付き

ソーセージ、黒目が愛らしいミイラサラダ、みん

な大好きなから揚げやサンドウィッチ、ポテトフラ

イ、デザートには背中が赤い蜘蛛がのったカップ

ケーキで、ハロウィーンパーティが盛り上がるこ

と間違いなし。

ベッドに入ると、あらら…。ドラキュラに変身!?

写真を撮って、ハロウィーンの想い出に♪

天井にモンスターライトをあてると…



3 ポートダイニング リコリコ

「秋の味覚とハロウィーンフェア ディナーバイキング」

【期間】2014年 9月 3日（水）～11月 4日（火）

【時間】17時 30分～21時 30分（最終入店 21時）

【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）

【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・サービス料込み

【メニュー内容】

やさしく噛んでね♪ゆ・び・寿・司、疲れ目？な目玉の卵、

牙があっても怖くない！ドラキュラバーガー、パイ包み焼き、

紫芋とかぼちゃのクリームニョッキ、かぼちゃのキッシュ、

グリルポークのベリーソース、ローストビーフ、きのこのマリネ、

かぼちゃのマリネ、茄子のムース、きのことかぼちゃのリゾット、

バサの生ハム巻きフライ 黒いタルタルソース、

野菜のてんぷら寿司（茄子、かぼちゃ、きのこ、みょうが）、

鶏肉のカチャトーラ、かぼちゃの焼売、栗ときのこの炊き込み

ごはん、海老の蒸し寿司、秋刀魚の箱寿司、手巻き寿司、

おばけちゃんケーキ、目が合っちゃう～！目玉のケーキ、

ひゃっ！蜘蛛のケーキ、紫芋のタルト、パンプキンプリン、

モンブラン、自家製バウムクーヘン、季節のタルト、バナナプリン、

抹茶ようかん、マカロン、ゼリー、チョコレートファウンテン、

アイスクリーム 8種、コーヒー、紅茶、ソフトドリンク、他 全約 70種類

※メニューは予告なしに変更する場合がございます。

「ひゃっ！蜘蛛のケーキ」

蜘蛛がケーキを食べている!?

「牙があっても怖くない！ドラキュラバーガー」

ミニサイズでお子さまにぴったり

「やさしく噛んでね♪ゆ・び・寿・司」

まさにゾンビの指…

「目が合っちゃう～！目玉のケーキ」

ぷるんぷるんで甘～い目玉…

「おばけちゃんケーキ」

今にもしゃべり出しそうなおばけちゃんたち♪



4 ホテルオリジナル ハロウィーンスイーツ

「可愛くておいしくて、笑顔になるスイートハロウィーン♪♪♪♪」
【期間】2014年 9月 8日（月）～11月 4日（火）

【場所】1階 レックスカフェ

ホテルパティシエが作るハロウィーンケーキを 2種ご用意。

チョコレートのコウモリが守るケーキの中身は、優しい酸味の

チーズを使用したクリームたっぷりの「ハロウィーンチーズタルト」、

ふわふわマシュマロのごきげんおばけがのった「おばけのキャラ

メルケーキ」。どちらもお子さまから大人の方までお楽しみいただ

ける味わいに仕上げました。

5 ハロウィーンカクテル

「不気味なカクテルもハロウィーンなら許されるよね♪♪♪♪」
【期間】2014年 9月 1日（月）～10月 31日（金）

【場所】1階 ラウンジＲ

ゾンビのご馳走を味わえる?!衝撃的な「ゾンビのディナー」や、

魔術にかかるかも、かけられるかも！赤ワインを使用した「黒魔術

サングリア」など、大人のハロウィーンをお楽しみいただけるカクテ

ルをご用意しました。

6 ホテル公式サイト予約限定特典 先着 2,500室限定

「とぼけた表情がたまらない！おばけハンドタオル」をプレゼント！

【期間】2014年 9月 8日（月）～11月 9日（日）

フェリシモの大人気ブランド haco.の「おばけハンドタオル」は

パペット(操り人形）としても遊べます！かばんやベルトにちょこんとつけて

一緒におでかけしてください。

左 「ハロウィーンチーズタルト」 480 円（税込み）

右 「おばけのキャラメルケーキ」 450 円（税込み）

左から

「黒魔術サングリア」

「ゾンビのディナー」

「満月の夜～Wolf‘s Night～」

「ハロウィーンカーニバル」（ノンアルコール）

900 円（税込み）

900 円（税込み）

1,000 円（税込み）

800 円（税込み）

パークへ

連れて

行ってね♪



■■■■ 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

☆ 「じゃらん OF THE YEAR」
2012年 4月～2013年 3月近畿・北陸エリア 101室以上部門 4年連続第 1位

☆ 「JTB ・るるぶトラベルアワード 2012 ・ 2013」2年連続ゴールドアワード受賞

☆ 世界最大の口コミサイト トリップアドバイザーの「評判の施設」（2012年・ 2013年）

☆ トリップアドバイザー「トラベラーズ チョイス アワード 2014」を受賞

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。

＜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/


