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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
「ミニオンロビー装飾」や「ミニオンルーム」が、
ハチャメチャかわいいイースターバージョンに！

「ミニオン・イースター・デコレーション」 ３月１５日より開催
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：大阪市此花区、総支配人：金井 紀生）は、2019 年 3 月 15 日（金）～
6 月 23 日（日）の期間、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」
や「ミニオンルーム」をイースターの装いで彩る「ミニオン・イースター・デコレーシ
ョン」を実施します。
ロビーでは、パークの人気者「ミニオン」たちが、イースターエッグの殻やイースタ
ーバニーの耳を付けて、大はしゃぎ！ゲストの皆さまを賑やかにお出迎えします。また、
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 2 タイプの「ミ
ニオンルーム」には、春らしい彩りあふれる装飾を施します。宿泊アンケートで 95％※
以上の満足度をいただく同客室で、ミニオンと一緒に、最高の時間をお過ごしください。
※ミニオンルーム宿泊者アンケート（2016 年 4 月～2019 年 1 月実施）ホテル ユニバーサル ポート調べ

いたずら大好きおちゃめな「ミニオン」に出会える「ホテル ユニバーサル ポート」
で、ご家族やご友人たちと、春らしい、かわいさ一色のイースターの世界をお楽しみく
ださい。
以 上

1. ミニオンロビー装飾

イースターバージョン

パークの人気者「ミニオン」たちが、イースターエッグの
殻やイースターバニーの耳を付けて、ホテルのデコレーシ
ョンをお手伝い！ガーランドを体に巻き付けて大はしゃ
ぎするミニオンたちが繰り広げる、春らしい、かわいさ一
色のイースターの世界。この季節だけの、ハチャメチャか
わいいロビー装飾をお楽しみください。
【期間】2019 年 3 月 15 日（金）～6 月 23 日（日）予定
【場所】1 階ロビー
「ミニオン・ハチャメチャ・アイス・デコレーション」
パークの新ライドで大フィーバーするミニオンたちが、
ホテルでも大さわぎ！
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」は、
2019 年 7 月 14 日（日）までお楽しみいただける予定です。

2. ミニオンルーム イースターバージョン
映画『怪盗グルー』シリーズに登場するアイテムにあふれた 2 タイプの「ミニオンルー
ム」が、カラフルなイースターエッグやお花のリースなどで春らしく彩られます。イー
スターの時期にしか体験できない、とびきり可愛くて心はずむホテルステイをご提供し
ます。
【期間】2019 年 3 月 15 日（金）～6 月 23 日（日）
◀

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過ごす、
おもしろおかしい世界へようこそ！映画に登場する
ワニのソファやミサイル型ベッドを備えた、日本初
のミニオンルーム。
［料金］4 名 1 室利用 1 名様あたり（朝食付き）
20,000 円～（税・サ込み）
※朝食はランチへ変更可能です。

MINIONS ROOM 2 ～アグネスたちのお部屋～

▶

映画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、
棚に見立てた 2 段ベッドがキュートなお部屋。
［料金］4 名 1 室利用 1 名様あたり（朝食付き）
22,000 円～（税・サ込み）
※朝食はランチ、またはディナーへ変更可能です。

『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、ゲストの皆さまを賑やかにお迎えしています。ゲスト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。2018 年からは、パークの「ミニオン・パーク」に同年 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いております。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～」「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」、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。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。そして 2019 年 3 月、13 階を改装し、女性のためのコンセ
プトルーム「Girly ルーム」が誕生します。
パークの人気者「ミニオン」をモチーフとしたロビー装飾（期間限定：2019 年 7 月 14
日まで）、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、15m の巨大水槽、映画のセットをイメージしたモニュメントを配する、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。

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 10 億ドルを超えるヒットとなりました。
2016 年に公開された『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、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 月にユニバーサル・スタジオ・ジャパンにオ
ープンした「ミニオン・パーク」にも加わりました。
今後公開予定の長編アニメ映画は、『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。
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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。
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