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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 9月 7日（金）～

11月 4日（日）の期間、「ポートのサプライズ・ハロウィーン！」を開催します。 

本イベントでは、ハロウィーンの期間中、館内のレストランやバーなどの 3つの飲食施

設で特別メニューが登場し、館内がハロウィーン一色に染まります。ブッフェレストラン

「ポートダイニング リコリコ」のディナーブッフェでは、「秋の味覚とハロウィーンフェ

ア」を開催します。真っ赤に血走る目をしたちょっぴりこわい目玉ロール寿司や、かわい

らしいモンスターの姿をしたスイーツなど、SNS映えする“こわかわ”メニューが登場し

ます。そのほか、館内の「レックスカフェ」や「ラウンジ R」でも、遊び心いっぱいの期間

限定スイーツやカクテルを販売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この秋は「ホテル ユニバーサル ポート」で、とびっきりおいしいハロウィーンをご体

験ください。              

以 上 

 

 

 

 怖い！楽しい！かわいい！ 

ホテル ユニバーサル ポートのハロウィーンイベント！ 

「ポートのサプライズ・ハロウィーン！」を開催 

お化けやモンスターがおいしく登場、９月７日（金）から 

 

＜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・寺本 

電話：06-6463-5930（直通） FAX：06-6463-4050 

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

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」  

ディナーブッフェ 

イメージ 
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1. ポートダイニング リコリコ ディナーブッフェ「秋の味覚とハロウィーンフェア」 

イカ墨を練り込んだ真っ黒なバンズが驚きの「真っ黒バンズのハロウィーンバーガー」、ま

るで真っ赤に血走る目のような「明太子の目玉のロール寿司」など、ハロウィーンをイメ

ージした怖いメニューや、あんぐり口を開けた顔がかわいい「モンスターもなか」などの

かわいらしいスイーツがデザートショーケースに並びます。また、秋ナス、柿など秋の旬

の味覚を味わえるメニューもご提供。秋の味覚を存分にお楽しみいただけます。 

（1）期 間：2018年 9月 7日（金）～2018年 11月 4日（日） 

（2）場 所：2Ｆ ポートダイニング リコリコ（342席） 

（3）時 間：17:30～21:30（最終入店 21:00） 

（4）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・サ込み） 

■フェアメニュー 一例（全約 70種） 

イカ墨をピザ生地に練り込んだぎょろり目玉のハロウィーンピザ、真っ黒バンズのハロウ

ィーンバーガー、ピタヤ（ドラゴンフルーツ）のピンクリゾット、明太子の目玉ロール寿

司、スペアリブのロースト、サーモン・つぶ貝・トリュフのパイ包み焼き、煮穴子とナス

の煮びたし 吉野酢ゼリー、柿のコンポート 生ハム添え、猫目がキュートなドラゴンフル

ーツのパンナコッタ、モンスターもなか、おばけのケーキ、かぼちゃのモンブラン、季節

のタルト など 

 
 

2. レックスカフェ 「ハロウィーンケーキフェア」 

ホテルパティシエ特製、遊び心たっぷりのおちゃめなハロウィーンケーキ 4種が登場。キ

ュートな装いに隠れて、マロンやナッツ、コーヒーが香る本格的なケーキを大人からお子

さままでお楽しみいただけます。 

（1）期 間：2018年 9月 7日（金） 

      ～2018年 11月 4日（日） 

（2）場 所：1F レックスカフェ（24席） 

（3）時 間：ケーキ販売時間 11:00～22:00 

 

 
上から時計回りに 

ハロウィーンティラミス    610 円 

プリン伯爵             450 円 

キャラメルモンスター     620 円 

ミイラの目覚め        600 円 

※税・サ込 
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3. ラウンジ R 「ハロウィーンカクテルフェア」 

闇夜に光る怪しい満月や、血の滴るゾンビをイメージした、ハロウィーンナイトにふさわ

しいカクテル 3種をご用意しています。 

（1）期 間：2018年 9月 1日（土） 

        ～2018年 10月 31日（水） 

（2）場 所：1F ラウンジ R（46席） 

（3）時 間：カクテル販売時間 15:00～23:00 

 

 

 

 

4. ラウンジ R 「ハロウィーンディナーセット」 

お墓に見立てた前菜や、漆黒のフェットチーネが印

象的なディナーセットです。リバーサイドを眺めな

がら、ゆったり過ごすハロウィーンの夜を。 

（1）期 間：2018年 9月 7日（金） 

        ～2018年 11月 4日（日） 

（2）場 所：1F ラウンジ R（46席） 

（3）時 間：17:00～21:00 

（4）料 金：3,500円（税・サ込み） 

 

 

5. 『ホテル ユニバーサル ポート』概要 

『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。 

【 所 在 地 】 〒554-0031 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 

（左）ゾンビウイルス          1,000円 

（中）スプーキームーン      1,000円 

（右）オレンジモンスター（ノンアルコール） 

    800 円 

※税・サ込み 



Press Release  

【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、ベビールームなど 

【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） 

【運営会社】 合同会社ユニバーサルホテルマネージメント 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

☆              トリップアドバイザー 「トラベラーズチョイス ホテルアワード 2018」 受賞（5年連続） 

 

日本国内ファミリー部門 第 2位 

☆              トリップアドバイザー 「旅好きが選ぶ！朝食のおいしいホテル 2018」 受賞（2年連続） 

 

日本国内トップ 20 第 17位 

☆              2018年 トリップアドバイザー「エクセレンス認証」を 8年連続獲得。 

さらに 2015年には、同認証を 5年連続獲得したホテルとして「殿堂入り」施設に認定              

☆              楽天トラベルアワード 2017 プレミアム施設部門「ゴールドアワード」受賞 

☆              じゃらんアワード 2017                                                                   

 

「じゃらん OF THE YEAR売れた宿大賞 近畿・北陸ブロック 301室以上部門」受賞（9

年連続）  

              ※2009年～4年間は同エリア 101室以上部門にて受賞 

 「泊まってよかった宿大賞 総合 2位・朝食 2位・夕食 1位・接客 3位」受賞 

☆              「JTB・るるぶトラベルアワード 2017」  ゴールドアワード 受賞（6年連続） 
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