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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 

ヴィータ』（所在地：大阪市此花区、総支配人：三國 浩紀）は、2019年 9月 6日（金）か

ら 11月 7日（木）まで、ハロウィーンイベントとして、ロビーやレストランの装飾やハロ

ウィーンパーティーを楽しめる特別宿泊プランを販売しますのでお知らせします。 

 

 装飾デザインは、1 階エントランスから 3 階レスト

ランまでを、魔女がハロウィーンパーティーへ案内す

るイメージで施されています。1階エントランスは、コ

ウモリなどがエスカレーターへ誘い、2階ロビーからは

ネコやコウモリを引き連れて飛び回る魔女やかぼちゃ

のお化けなどが、ハロウィーン気分を盛り上げており、

撮影スポットとしても楽しめます。 

 

また、期間限定の 2つの宿泊プランを 8月 26日（月）から販売します。ユニバーサル・

スタジオ・ジャパンで、2019年 9月 6日（金）～11月 4日（月）に開催される「ユニバー

サル・サプライズ・ハロウィーン」を楽しめる 1.5デイ・スタジオ・パスと、ハロウィーン

のプチ仮装にぴったりなフェイスシールをセットにした宿泊プラン、そして、ブラックオリ

ーブをクモに見立てる“いたずらトッピング”をしたピッツァと、見た目がコワくてかわい

いスイーツの盛合せをお部屋にお届けする宿泊プランです。広々したリビングがあり、会話

が弾むコンセプトルームは、ご家族や女子会などのハロウィーンパーティーにもぴったり

です。 

 

さらに、ホテル公式インスタグラム、またはツイッターをフォローし、当館でハロウィー

ンイベントを楽しむ様子を投稿していただくと、宿泊券や食事券が抽選で当たる「SNS フ

ォロー＆投稿キャンペーン」も開催します。館内にあるさまざまなハロウィーンフォトスポ

ットで、思い出づくりをお楽しみください。 

 

当ホテルは、オリックス不動産株式会社のホテル・旅館運営の事業ブランド「ORIX 

HOTELS & RESORTS」の「パークサイド」カテゴリーに属しています。ハロウィーンの

お出かけは、「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」へお越しください。 

以 上 

 

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、 

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＞ 

マーケティング課 掛水、萩野、宮田 

TEL：06-6460-8213  MAIL：marketing@u-vita.co.jp 

 

   

魔女やかぼちゃのお化けのハロウィーン装飾が登場！ 

クモトッピングのピッツァ＆お化けスイーツ付き宿泊プラン発売 

滞在の思い出を投稿して、抽選で宿泊券が当たる ９月６日（金）～ 

パーティーにぴったりのピッツァ＆スイーツ付き宿泊プランも 

3階レストラン フォトスポットイメージ 



 

 

1． 館内ハロウィーン装飾概要 

1 階エントランスから 3 階レストランまでを、ハロウィーンをイメージし、魔女やネコ、

かぼちゃのお化けなどをあしらった装飾を施します。エントランスでは、コウモリなどが飛

び回る様子、2階ロビーではランタンとほうきを持った魔女が登場します。魔女がエスコー

トする 3階レストランでは、かぼちゃがフクロウに化け、さまざまな仮装を楽しみながら、

ハロウィーンパーティーが始まります。まるで、空飛ぶほうきにまたがって空を飛んでいる

ような写真を撮影できるので、仮装した姿でもお楽しみいただけます。 

【期   間】2019年 9月 6日（金）～11月 7日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．ハロウィーン期間限定 宿泊プラン概要 
 

（1） ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハロウィーンへ行こう 1.5デイ・スタジオ・

パス、アーリー・チェックイン＆フェイスシールでプチ仮装付きプラン 

 1日目は午後 3時～パーククローズまで、2日目は終日利用できる「1.5デイ・スタジオ・

パス」と、パーククルーによるハローキティやミニオンなどパークの人気者たちのフェイス

シールの施術が付いたプランです。「1.5デイ・スタジオ・パス」はホテルでお渡ししますの

で、チケットブースに並ばず、そのままパークへ入場できます。           

また、通常より 1 時間早い午後 2 時からチェックインが可能なため、事前に館内の専用

ブースでフェイスシールのプチ仮装や、お部屋でハロウィーン衣装への着替えなどをすま

せてパークをお楽しみいただけます。 

2階ロビー装飾イメージ 3階レストラン装飾イメージ 



 

 

 

【宿泊期間】2019年 9月 7日（土）～11月 3日（日） 

【予約開始】2019年 8月 26日（月）より 

ホテル公式ウェブサイト https://www.u-vita.co.jp で受け付け開始 

【料   金】ヴィータ スタンダードツイン（28㎡） 

3名 1室 1名あたり（素泊まり）20,800円～（消費税・サービス料込み・宿泊税別途） 

※料金は一例です。料金は宿泊日や客室タイプにより異なります。 

【客   室】ヴィータ スタンダードツイン、ヴィータ スタンダードキング、ヴィータ ス

ーペリアツイン、ヴィータ スーペリアコーナー、ヴィータ デラックスツイン、

スターリールーム、もこもこルーム、もこもこメゾネットルーム、きらきらコ

ーナールーム、レインボールーム、スパークルームの 11種類の客室が対象 

【内   容】 ・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1.5デイ・スタジオ・パス 

                ・午後 2時からのアーリー・チェックイン  

・フェイスシール（一人一枚）※数種類のなかから 1種類を選択 

※フェイスシールはホテル内の専用ブースでパーククルーが施術します。 

専用ブース営業時間午前 7：00~10：00、午後 2：00~4：00（時間内で先着順） 

 

 

（2）コワい？かわいい？お部屋でわいわいハロウィーンピッツァ＆スイーツ プラン 

 グループで集えるリビングがあるお部屋と限定メニ

ューのデリバリーが付いた宿泊プランです。ちょっぴり

コワくてかわいい見た目の、目玉やお化けの顔などをモ

チーフにしたハロウィーンスイーツ 5種と、レストラン

の石窯で焼き上げた、ブラックオリーブをクモに見立て

る“いたずらトッピング”をしたピッツァを、お部屋に

お届けします。お部屋でのハロウィーンパーティーにぴ

ったりです。 

【宿泊期間】2019年 9月 6日（金）～11月 7日（木） 

【予約開始】2019年 8月 26日（月）より 

ホテル公式ウェブサイト https://www.u-vita.co.jp で受け付け開始 

【料   金】もこもこメゾネット（46㎡） 

3名 1室 1名あたり（素泊まり）17,000 円～（消費税・サービス料込み・宿泊税別途） 

宿泊プランイメージ スパークルーム（一例） 

限定ピッツァ＆スイーツイメージ 

https://www.u-vita.co.jp/
https://www.u-vita.co.jp/


 

※料金は一例です。料金は宿泊日や客室タイプにより異なります。 

【客   室】スパークルーム、レインボールーム、もこもこメゾネットの 3種類の客室が 

対象 

【内   容】ハロウィーン限定ピッツァ＆スイーツ お部屋へデリバリー 

      ※デリバリー時間 午後 3：00～午後 10：00で、ご希望の時間にお届けします（事前予約制）。 

 

 

 

 

 

3．ＳＮＳフォロー＆投稿キャンペーン概要 

 対象期間中にインスタグラム、またはツイッターのホテル公式アカウントをフォローし、

ホテル内のフォトスポットやレストランなどでハロウィーンにまつわる写真を投稿いただ

いた方を対象に、抽選でヴィータ デラックスツインのペア宿泊券、レストラン食事券が合

計 4 組 8 名さまに当たるプレゼントキャンペーンを開催します。必ず、指定のハッシュタ

グを付けて投稿してください。 

【応募期間】2019年 9月 6日（金）～11月 7日（木） 

【応募方法】ホテル公式ＳＮＳアカウント インスタグラム@universalportvitaまたは、ツ 

イッター@vita_hotelをフォローいただき、“こわかわ” “世界最高スマイル”  

“コスプレ”のいずれかのテーマのハロウィーンにちなんだ写真を「#ヴィー 

タでハロウィーン」と「#こわかわ」「#世界最高スマイル」「#コスプレ」のい 

ずれかのハッシュタグをつけて投稿してください。 

【内  容】ヴィータ デラックスツイン ペア宿泊券 1組、ディナーブッフェ ペア食事券 

3組を抽選で合計 4組 8名さまにプレゼント。 

      ※宿泊券・食事券の利用期間は 2019年 12月 1日（日）～2020年 3月 18日（水） 

※土曜・休前日、2019年 12月 21日（土）～2020年 1月 3日（金）は除く 

【当選発表】2019年 11月 17日（日）以降、当選者にインスタグラム、またはツイッター

のダイレクトメッセージで連絡します。 

※電話でのお問い合わせにはお答えできません。 

 

4．施設概要 

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、“太陽や

自然の恩恵を大いに受けた、活気あふれる場所”をコ

ンセプトにし、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの

7 棟目のオフィシャルホテルとして 2018 年 7 月に開

業しました。特別なステイを叶える 14 種類のゲスト

ルーム、季節ごとの多彩なメニューが楽しめるビュッ

フェレストランを備え、心のこもったおもてなしで、

旅のもう一つの思い出づくりをお手伝いします。 
 

所 在 地 大阪市此花区島屋 6丁目 1番 16号 



 

面 積 敷地面積：4,547.17㎡、延床面積：31,600.14㎡ 

建 物 概 要 地下 2階、地上 15階建て（ホテル部分 1階～11階） 

客 室 数 428室 

飲 食 施 設 「ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア（VITA DINING 

SOLIS GRATIA）」 

交 通 ア ク セ ス JRゆめ咲線「ユニバーサルシティ」駅徒歩約 2分 

バス：大阪空港（伊丹）よりリムジンバスにて約 45分 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.u-vita.co.jp 
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