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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：大阪市此花区、総支配人：金井 紀生）は、2022年 3月 4日（金）～7月 31日

（日）の期間、1日 1室限定の謎解きホラールーム「Chronus 運命の牢獄（クロノス とき

のろうごく）」の宿泊プランを販売しますのでお知らせします。2022年 2月 17日（木）よ

り、ホテル公式ウェブサイト（https://www.hoteluniversalport.jp/）にて、予約受付を開始

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本企画は、2015 年にスタートした、ホテルの客室で謎解きと恐怖を味わえる「謎解きホ

ラールーム」シリーズの第 8弾です。シスターホテルの「ホテル ユニバーサル ポート ヴ

ィータ」で実施中の第 7弾「THE BLOOD FLOOD血塗られた絵画（メッセージ）」※1は、

予約受け付け開始後、約 10分で完売するなど、友人同士やカップルなどに幅広くお楽しみ

いただいています。 

今回の客室設定は、廃墟と化した不気味な牢獄跡。宿泊者は物語の主人公“時計技師”に

なりきり、牢獄跡にある“不思議な魔力をもつ古時計”にまつわる謎を時計技師ならではの

技法を用い、解明していきます。客室は牢獄を感じさせる鎖や柵、血が付いたようなカーテ

ンなどで装飾し、恐怖とスリルのある不気味な空間を演出します。牢獄跡の壁面や物品など

に隠されたヒントをもとに、ご自身のスマートフォンやタブレットを使ってストーリーを

進め、謎を解読していきます。また、翌朝の起床後にもストーリーのエピローグが続くなど、

謎解きとホラーを存分に満喫していただけます。2月下旬にはホテル公式ツイッターで本ス

トーリーのプロローグを公開します。 

客室に入った瞬間からはじまる謎解きとホラーの世界を、アナログとデジタルの融合を

通じて、ぜひお楽しみください。 

※1 https://www.u-vita.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/09/Release_20210917.pdf 
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1日 1室限定、完売必至の謎解きホラールームの最新作！ 
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電話：06-6460-8099（直通） E-mail：marketing@u-port.co.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。 

 
Minions and all related elements and indicia TM & © 2022 Universal Studios. All rights reserved. 
Universal elements and all related indicia TM & © 2022 Universal Studios. All rights reserved. CR22-0107 
 

「Chronus 運命の牢獄」イメージ 

https://www.hoteluniversalport.jp/
https://www.u-vita.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/09/Release_20210917.pdf
mailto:marketing@u-port.co.jp


 

1．謎解きホラールーム「Chronus 運命の牢獄」宿泊プラン 概要 

【宿泊期間】2022年 3月 4日（金）～2022年 7月 31日（日）（予定） 

【予約開始】＜Ⅰ期＞ 対象宿泊期間 2022年 3月 4日（金）～3月 31日（木） 

2022年 2月 17日（木）午前 11時より受付開始 

      ＜Ⅱ期＞ 対象宿泊期間 2022年 4月 1日（金）～30日（土） 

2022年 3月 17日（木）午前 11時より受付開始 

※Ⅲ期以降も 4月、5月、6月の第 3木曜日より翌月の宿泊予約を受け付けます。対象宿泊期間 
 は、ホテル公式ウェブサイトをご確認ください。 

【予約受付】ホテル公式ウェブサイト https://www.hoteluniversalport.jp/ 

【料   金】4名 1室利用 1名あたり（素泊まり）8,500 円～（1日 1室限定） 

※消費税・サービス料込み、宿泊税別  ※1～4名さまでご利用が可能です。 

※料金は一例です。料金は宿泊日により異なります。 ※スマートフォンをご持参ください。 

【内   容】 謎解きホラールームで、恐怖ストーリーの謎解きをお楽しみいただきながら、

ご宿泊いただきます。 

※客室にはホラー要素が含まれるため、ホラーが苦手な方はご遠慮ください。 

※未就学児はご利用できません。小学生以上のお子さまのご利用は保護者さまのご判断でご利用くだ

さい。 

※対象宿泊期間および予約開始日などは変更になる場合があります。 

 

＜ストーリー＞ 

ある老人から古い時計の

修理の依頼を受け、指定場

所に赴いた時計技師。しか

しそこは、廃墟と化した不

気味な牢獄跡だった。人々

を翻弄する“不思議な魔力

をもつ古時計”に突如心を

奪われ、隠されたミステリ

ーに出会う。時空間のひず

みに起きた深い悲しみの谷

から戻りたい…。怪奇な謎

を解き明かし真犯人を暴く

ことができるのだろうか。 

  

 

 

 

 

 

 

 

「Chronus 運命の牢獄」客室イメージ 

 

 

 

 

ホテル ユニバーサル ポート 

謎解きホラールーム装飾前の客室 

デラックスルーム（40㎡） 

 

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータにて 

昨年 9月から実施中の謎解きホラールーム

「THE BLOOD FLOOD 血塗られた絵画」客室
イメージ 

https://www.hoteluniversalport.jp/


 

＜謎解き＞ 

まるでこの場所で凄惨な出来事があったかのような牢獄跡に模した客室には、囚人が命が

けで残したであろうメッセージが隠されています。牢獄の数少ない手がかりで、“不思議な

魔力をもつ古時計”が生み出した謎を解き明かさなければなりません。ミステリアスなスト

ーリーを紐解きながら、時計技師だから知り得る技法で時の経過を調べ、真相を掴みます。

牢獄跡の壁面や残された物品などには謎解きのヒントはもちろん、ストーリーの場面が隠

されています。ご自身のスマートフォンを使ってストーリーを進め、謎をクリアしてくださ

い。 

 

 

＜謎解きホラールームのポイント＞ 

①本格的なイベントルームに宿泊 

通常のデラックスルーム（40㎡）が、期間限定で謎解きホラールーム仕様に変わります。

客室内の壁面やカーテン、物品までストーリーイメージを具現化した本格的なイベントル

ームに宿泊して、ストーリーの世界へ没入しながらデジタルとアナログを駆使して解き明

かす恐怖体験をお楽しみいただけます。 

②「謎解きホラールーム企画チーム」が考案 

シスターホテルの「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」

と同じ当ホテルの企画チームが、多数の謎解きイベント企画・運

営をしている専門会社とコラボレーションして制作していま

す。ホラーストーリーは当チームが考案したオリジナルストー

リーで、初めての方も、リピーターの方もお楽しみいただける謎

や仕掛けをご用意しています。 

③安心してご利用いただくために 

本イベントは客室内のみでご体験いただくため、同行者以外の方と密な状況になること

はありません。お客さまに安心してご利用いただくために、客室は通常の清掃に加え、謎解

きに使用する備品などもアルコール除菌を実施します。 

 

＜ホテル公式ツイッター＞ 

本企画をよりお楽しみいただけるよう、謎解きホラールーム「Chronus 運命の牢獄」のス

トーリープロローグを、ホテル公式ツイッターにて 2月下旬に公開します。 

Twitter  https://twitter.com/osaka_hotel 

 

客室の壁にも謎解きのヒントやホラーストーリー

の場面が隠されている（イメージ） 

デラックスルーム（一例） 

コピーです○○○○○○ダミーコピーです○ 

 

スマートフォンを使ったホラーストーリーの 

恐怖体験と謎解き（イメージ） 

 

砂時計を使った謎解きも 

（イメージ） 

https://twitter.com/osaka_hotel


 

＜シスターホテルでの開催＞ 

現在、隣接するシスターホテルの「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」にて、シリ

ーズ第 7弾の謎解きホラールーム「THE BLOOD FLOOD 血塗られた絵画（メッセージ）」

を開催しています。好評につき、5月 31日（火）まで予定期間を延長して実施します。 

また、ご利用後のアンケートでは、「ドアを見た瞬間や部屋に入った瞬間のドキッとする感

じが良かった」、「スマートフォンとホテルの部屋を使った謎解きが斬新だった」、「部屋で謎

解きが完結できるのが時間も気にせずマイペースに出来、今のご時世柄よかった」などのお

声をいただいています。 

 

2．施設概要 

「ホテル ユニバーサル ポート」は、「楽しさいっぱいの世界へつながる、港でありたい」

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、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～」など、多彩なコンセプトルームをご用意し

ています。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・パーク」の「ミニオン」をモチー

フとしたロビー装飾（期間限定：2022年 7月 14日（木）までの予定）、ホテルのコンセプト

である“アクア”を表現した水の流れるエントランスなど、楽しさを詰め込んだテーマパーク・

リゾートホテルです。 

 

 

 

 

 

所 在 地 大阪府大阪市此花区桜島 1-1-111 

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 

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） 

電 話 番 号 06-6463-5000（代表） 

運 営 会 社 オリックス・ホテルマネジメント株式会社 

U R L https://www.hoteluniversalport.jp 

 

3．受賞歴 

・トリップアドバイザー 

「2021トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベストホテル」受賞 

・楽天トラベルアワード 2020 プレミアム施設部門「ブロンズアワード」受賞 

・じゃらんアワード 2019 

「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸ブロック」受賞（11年連続）  

「泊まってよかった宿大賞 総合 3位・朝食 1位」受賞 

・「JTB・るるぶトラベルアワード」12年連続受賞 

客室（一例） 外 観 客室（一例） 

https://www.hoteluniversalport.jp/

