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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『ホテル ユニバーサル ポ

ート』（所在地：大阪府大阪市此花区、総支配人：金井 紀生）は、2018 年 7 月 15 日（日）

より、パークの人気者「ミニオン」が繰り広げる、ハチャメチャで愉快なロビー装飾「ミ

ニオン・ハチャメチャ・アイス・デコレーション」を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パークとのコラボレーションによる「ミニオンロビー装飾」は、当ホテル開業 10 周年

の記念企画として、2015 年より開始しました。第 4 弾を迎える今年の装飾では、ミニオ

ンたちのいたずらがさらにパワーアップ！パークにオープンした新ライド「ミニオン・

ハチャメチャ・アイス」でのミニオンたちの大騒動を、ホテルでもお楽しみいただけま

す。 

ハチャメチャなミニオンの世界が楽しめる『ホテル ユニバーサル ポート』で、ミニ

オンたちと、とびっきりの笑顔で最高の時間をお過ごしください。 

 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで大人気のミニオンが、  

今年もホテル ユニバーサル ポートで大騒ぎ！ 

さらにパワーアップしたハチャメチャなロビー装飾が登場  

「ミニオン・ハチャメチャ・アイス・デコレーション」 

 

Press Release 

『ミニオン・ハチャメチャ・アイス・デコレーション』（イメージ） 

 



                               

1.「ミニオン・ハチャメチャ・アイス・デコレーション」概要 

 (1)期 間：2018 年 7 月 15 日（日）～2019 年 7 月 14 日（日） ※予定 

(2)特 長：プールで楽しく遊ぶミニオンたち。そこに突然「巨大凍らせ銃」が現れて、 

「レイトウコウセン」を発射！プールはみるみる凍り、逃げるミニオン、凍 

るミニオン、おもしろがるミニオンなど、おちゃめなミニオンたちがあちら 

こちらに！ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ミニオン・パーク」と連 

動した、ミニオンたちのハチャメチャ騒動をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像は変更になる場合があります。 

全長約 115ｍのロビーに広がる窓には、プール遊びを楽しむミニオンたち。そこに「巨大凍らせ銃」が

突然現れて、大あばれ！プールはあっという間に凍りつき、ミニオンたちが次々と・・・？！ 

DAVE が仲間を凍らせちゃった？！ 



                               

2. パークとのコラボレーションによるハチャメチャなミニオンの世界 

 ゲスト満足度 99％※を維持する大好評のミニオンルーム（2 タイプ）や、等身大のミニオ

ンとのフォトスポットなど、ミニオンの世界観をたっぷりお楽しみください。 

※ホテル ユニバーサル ポート調べ 

「Minions Room ～グルーの邸宅～」 

いたずら大好き、おちゃめなミニオンと一緒に

過ごす、おもしろおかしい世界へようこそ！映

画「怪盗グルー」シリーズに出てくるユニーク

なアイテムにあふれた「ミニオンルーム」で、

ここならではの最高の滞在を。 

（1）室 数：10 室  

（2）面 積：40 ㎡ 

（3）料 金：4 名 1 室 1 名あたり（朝食付） 
20,000 円～（税・サ込み）                                                   

※朝食はランチへ変更可能 

 

「Minions Room 2 ～アグネスたちのお部屋～」 

映画「怪盗グルー」シリーズに登場するグルー

のおうちの3姉妹のお部屋を忠実に再現！巨大

なクマのチェアやユニコーンのソファなどのイ

ンテリアに加え、3姉妹のところに遊びにきたミ

ニオンたちも一緒。ポップでキュートなお部屋

で、とっておきの滞在を。  
（1）室 数：2室 

（2）面 積：46 ㎡ 

（3）料 金：4 名 1 室 1 名あたり（朝食付） 

22,000 円～（税・サ込み） 

※朝食はランチ、ディナーのいずれかへ変更可能 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミニオンルームにご宿泊で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 

とコラボレーションした限定アメニティやオリジナルグッズが 

もれなくもらえる！  

※1 滞在につきおひとりさま 1 つずつ。添い寝のお子さまは除く。 

※デザインは予告なく変更する場合があります。 

限定アメニティのランドリーバッグと 

アメニティポーチ 

 

ロビーには、ミニオンの等身大フォトスポットも。ミニオンと一緒にとっておきの記念撮影を！ 



                               

『ホテル ユニバーサル ポート』 総支配人 金井 紀生 

2015 年 4 月にパークに仲間入りした「ミニオン」が、同年 7 月よりホテルのロビー装飾

に登場し、今年で第 4 弾となります。ゲストの皆さまがいつでもとびきりの笑顔で過ごせ

るホテルを目指し、パークと連動したワクワク感高まる装飾を毎年お届けしています。今

年は、パークの「ミニオン・パーク」に 6 月 30 日にオープンした「ミニオン・ハチャメチ

ャ・アイス」でミニオンが引き起こすハチャメチャな騒動を、ホテル内でもお楽しみいた

だけます。これからも、当ホテルだからこそ体験できるエンターテイメントを創出してま

いりますので、今後もご期待いただければ幸いです。 

 

3.『ホテル ユニバーサル ポート』について 

『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。 

客室はベーシックタイプをはじめ、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～」や 6 名様まで宿泊可能な「Party ルーム」、小さなお子様連れ

のファミリーに最適な「WAKU WAKU ワンダールーム」など、多彩なコンセプトルーム

をご用意しています。2017 年 4 月 1 日には「ミニオンルーム」第 2 弾となる「ミニオンル

ーム 2 ～アグネスたちのお部屋～」が誕生しました。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、さまざまな特典で上質なご滞在

を演出します。 

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。 

 

4.『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』について 

ユニバーサル･スタジオ･ジャパンはコムキャスト NBC ユニバーサルが完全所有してい

ます。 

ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れる

エンターテイメント、レジャー界における一大ランドマークとしての地位を築きあげてい

ます。「世界最高を、お届けしたい。」という強い想いの下、ハリウッドの人気映画だけ

ではなく、さまざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的な

アトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・イベントなど、世界最

高クオリティのエンターテイメントを提供し、訪れるゲストに世界最高の体験と思い出を

つくっていただいています。 

2001 年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・

オブ・ハリー・ポッター」が絶大な人気を博しているほか、「ジュラシック・パーク」エ

リア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大

人気エリア「ミニオン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超える〝ハチャメ

チャ″が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」など次々と世界最高エンターテイ

メントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。 
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5.『イルミネーション社』について 

2007 年に設立されたイルミネーション社は、エンターテイメント業界におけるアニメ映

画制作大手のひとつです。イルミネーション社が創りだす印象的でユニークなキャラクター

たちは、世界中の人々を魅了、世界中の興行収入は 58 億ドルを超えています。 

 

イルミネーション社はユニバーサル・ピクチャーズと提携しており、驚くべき数のヒット

作品を生み出してきました。『怪盗グルーの月泥棒』の大ヒットをはじめ、『怪盗グルー』

シリーズは、アニメーション映画の中で最高の興行収入を挙げています。ユニバーサル史上

最もヒットした『ミニオンズ』に加え、アカデミー賞にノミネートされた『怪盗グルーのミ

ニオン危機一発』、さらに 2017 年夏公開の『怪盗グルーのミニオン大脱走』は世界の興業

収入がすでに 8.8 億ドルを超えるヒットとなりました。 

 

2016 年夏に公開された『ペット』は米国史上、オリジナルのアニメ映画では初公開時に

最高の興収を記録。また、『シング』も世界中で大ヒットするなど、昨年はオリジナル 2

作品を制作し、世界中の観客を魅了しました。 

 

イルミネーション社は、オリジナルのストーリーを描くだけでなく、人々に愛されるおな

じみの作品を創り続けています。また、携帯ゲーム、グッズ、ソーシャル／デジタルメディ

アの成功により、イルミネーション社の作品は、映画館を飛び出し、様々な形で展開してい

ます。『怪盗グルーのミニオンラッシュ』は大人気の携帯ゲームアプリとなり、ユニバーサ

ル・オーランド・リゾートとユニバーサル・スタジオ・ハリウッドにあるアトラクション『ミ

ニオン・ハチャメチャ・ライド』は、2017 年 4 月、ミニオンが最も人気のあるキャラクタ

ーとなっているユニバーサル・スタジオ・ジャパンに新たにオープンしたミニオン・パーク

に加わりました。 

 

今後公開予定の長編アニメ映画は、『グリンチ（仮題）』が 2018 年 11 月公開予定、『ペ

ット 2（仮題）』は 2019 年 6 月公開予定、『ミニオンズ 2（仮題）』は 2020 年 7 月公開予

定、『シング 2（仮題）』は 2020 年 12 月公開予定。 

 

 

本件に関する報道関係各位からのお問合わせ先 

ホテル ユニバーサル ポート 

マーケティング課／鈴木・大山・寺本 

電話：06-6463-5930（直通） FAX：06-6463-4050 

E-mail：marketing@u-port.co.jp  URL：www.hoteluniversalport.jp 

 

ユニバーサル･スタジオ･ジャパン（株式会社 ユー･エス･ジェイ） 

マーケティング部 External Relations 

【情報媒体の方】Tel:06-6465-3030（Brand PR直通） 

【報道媒体の方】Tel:06-6465-3333（広報室直通） 携帯:090-5979-2774（広報室長／高橋） 

〒554-0031 大阪市此花区桜島 2-1-33 

 

 

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。 


