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 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」

「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：野田 良勝）は、

2022 年 9 月 9 日（金）～11 月 6 日（日）の期間、秋のランチ＆ディナービュッフェ「ハロウ

ィーンフェア」を開催しますのでお知らせします。本日より予約受付を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ホテル ユニバーサル ポート」のディナービュッフェでは、カロリーや食のバランスへの

意識を感じつつも“食べずにはいられない…！”という魅惑的な料理をご用意します。ドーナツ

生地のバンズにハニーマスタードソースをたっぷりかけた「ドーナツチキンバーガー」、柔らか

く煮込んだ牛肉が口の中でとろけるような「ビーフシチューのパイ包み焼き」、しっとり焼き上

げた「ローストビーフ」をはじめ、かぼちゃやさつま芋などの秋の味覚をハロウィーン感あふ

れる装いに仕上げた料理、スイーツ約 60 種が揃います。 

店内の石窯で焼くピッツァを提供する「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」のランチビ

ュッフェでは、「キッズが笑顔になっちゃうハロウィーン！」をテーマに、キュートなおばけや

モンスターをモチーフにしたピッツァやスイーツをはじめ、秋が旬の食材を使用した「かぼち

ゃのクリーミーグラタン」や「鮭とレンコンのキッシュ」に、りんごとさつま芋をトッピング

した「秋の味覚ピッツァ」、ビュッフェカウンターでふわふわな食感に焼き上げる「オムレツ き

のこクリームソース」、「サーモンとほうれん草のトマトクリームパスタ」まで、お子さまと一

緒に楽しめるメニュー約 50 種をご用意します。 

 モンスターたちやハロウィーン感あふれる料理がワクワクさせる  

「秋のハロウィーンビュッフェ」  

９月９日から開催  
～ポートではハロウィーン期間限定の宿泊プランも販売～  

 

ホテル ユニバーサル ポート 
ポートダイニング リコリコ「ディナービュッフェ」 

（イメージ） 

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ 
ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア「ランチビュッフェ」 

（イメージ） 
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両館ともにデザートコーナーには、パティシエの遊び心あふれるハロウィーンスイーツが並

び、みなさまを笑顔にします。 

また、ホテル ユニバーサル ポートでは、お部屋でのハロウィーンパーティーにぴったりな

料理とスパークリングワインが付いた期間限定の宿泊プランも登場します。 

今年のハロウィーンは、「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィ

ータ」で、美味しいハロウィーンタイムをお過ごしください。 

 

1. 秋のランチ＆ディナービュッフェ「ハロウィーンフェア」概要 

（1）「ディナービュッフェ」（ホテル ユニバーサル ポート） 

普段であれば思う存分食べることを躊躇するような、魅惑的な料理の数々に加え、ラタトゥ

イユの上にモッツァレラチーズとオリーブを重ねておき、血走っている目玉に見立てた「目玉

チーズ」、ブラックなビジュアルが印象的なイカスミを使った「魔女のカレー」などハロウィー

ン感あふれる料理をご用意します。その他、にぎり寿司、秋野菜の天ぷらまで揃います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）期 間：2022 年 9 月 9 日（金）～2022 年 11 月 6 日（日） 

（2）場 所：2 階 ポートダイニング リコリコ（342 席） 

（3）時 間：午後 5 時 30 分～午後 9 時 30 分（最終入店 午後 9 時）※90 分制 

（4）料 金：大人 4,480 円、小学生 2,680 円、幼児（4～6 歳）1,380 円※ 

※料金は全て、消費税およびサービス料が含まれています。 

（5）予 約：「ポートダイニング リコリコ」の予約サイトにて本日より受付開始 

 
 

甘いドーナツバンズ×鶏の唐揚げ、ビーフシチュー×バ
ターたっぷりのパイ･･･、食べずにはいられない、魅惑
的な料理が並ぶ･･･！ 

紫芋のチーズソースをのせてオーブンで焼く豚肉のポテ
トグラタン、血走った目玉のようなラタトゥイユとチー 

ズの前菜など、ハロウィーン感あふれる料理を楽しめる。 

デザートにはハロウィーン＆秋の味
覚スイーツなど 12 種類をご用意。 

ハロウィーンの夜、思う存分“肉”を堪
能あれ。 

まぐろやうなぎなど 5 種のにぎり寿
司に、彩り鮮やかないなり寿司も。 
 

※画像はイメージです。 

https://www.tablecheck.com/shops/hoteluniversalport/reserve/
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【フェアメニュー例】 

ドーナツチキンバーガー、ビーフシチューパイ包み焼き、ローストビーフ、ヤンニョムチキン、

ナスのラザニア、ハロウィーンピザ、カラスカレイのフリッター、ブラックラーメン、目玉チ

ーズ、かぼちゃの生ハム巻き ハロウィーン仕立て、鶏炭火焼きマリネ セサミオイルの香り、

魔女のカレー、にぎり寿司 5 種、秋野菜の天ぷら、目玉のタルト、モンスタードーナツ、おば

けのケーキ、マスカットのパンナコッタなど。 

※メニューは変更になる場合があります。 

 

（2）「ランチビュッフェ」（ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ） 

テーマは「キッズが笑顔になっちゃうハロウィーン！」。店内の石窯で焼き上げる「オバケの

ミートソースピッツァ」は、熱でとろけたチーズのおばけ姿がなんともキュートです。秋が旬

の食材を使ったお料理のほか、思わず笑顔がこぼれてしまう可愛いハロウィーンスイーツまで

ご用意しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）期 間：2022 年 9 月 9 日（金）～2022 年 11 月 6 日（日） 

（2）場 所：3 階 ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア（367 席） 

（3）時 間：午前 11 時～午後 2 時 30 分（最終入店 午後 2 時）※90 分制 

（4）料 金：大人 1,980 円、小学生 1,180 円、幼児（4～6 歳）680 円※ 

※料金は全て、消費税およびサービス料が含まれています。 

（5）予 約：「ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア」の予約サイトにて本日より受付開始 

 

 

 

※画像はイメージです。 

本フェアでは、にっこりスマイルの「オバケのミートソ
ースピッツァ」をはじめ、りんごとさつま芋をトッピン

グした「秋の味覚ピッツァ」など 4 種をご用意。 

ハロウィーンの魔法で一つ目モンスターになったキュー
トなスイーツがいるかも！早く食べないと逃げられちゃ
うぞ。 

かぼちゃのムースをはじめ、鮭やオ
リーブなど旬の食材で作る前菜も。 

石窯で焼き上げるピッツァは外はサ 
クっと、中はもっちりとした食感に。 

グラタン、パエリア、パスタなど、 

キッズと一緒に楽しめる料理が並ぶ。 

https://www.tablecheck.com/shops/hoteluniversalport-solis-gratia/reserve
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【フェアメニュー例】 

石窯で焼く 4 種のピッツァ（オバケのミートソースピッツァ、秋の味覚ピッツァなど）、かぼち

ゃのクリーミーグラタン、鮭とレンコンのキッシュ、かぼちゃのムース、じゃが芋とオリーブ 

生ハムのピンチョス、オムレツ きのこクリームソース、3 種のパスタ（サーモンとほうれん草

のトマトクリームパスタなど）、チキンパエリア、マロンムース、さつまいもタルト、ぶどう大

福、かぼちゃのプリンなど。 

※メニューは変更になる場合があります。 

 

 

2. 「ハロウィーンパーティーセット付き宿泊プラン」概要（ホテル ユニバーサル ポート） 

ミイラに見立てた「骨付きフランク」や真っ黒な「イカスミライスコロッケ」をはじめ、“紫

×黒”のハロウィーンカラーが印象的な「ロールサンド」、つぶらな瞳が愛らしいおばけの「ポ

テトサラダ」に“ケタケタ！”と陽気な笑い声が聞こえてきそうなモンスターの「マフィン」な

ど、ハロウィーン感あふれる 10 種の料理と、ピーチ風味のスパークリングワイン 1 本をお部

屋にお届けするプランです。お部屋のプライベート空間で大はしゃぎのハロウィーンパーティ

ーをお楽しみいただけるプランです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【期 間】2022 年 9 月 9 日（金）～2022 年 11 月 6 日（日） 

【名 称】お部屋で楽しむハロウィーンパーティー★パーティーメニューデリバリープラン 

【料 金】4 名 1 室利用 1 名あたり（朝食付き）11,000 円～（消費税・サービス料込み、宿泊税別） 

※料金は一例です。料金は宿泊日、客室タイプ、宿泊人数により異なります。 

【客 室】Girly ルーム、Party ルーム、カリブスーペリア、エーゲデラックス、 

カリブデラックスコーナーの 5 種  

【予 約】2022 年 8 月 16 日（火）より、ホテル公式ウェブサイトにて先行販売 

【料 理】ハロウィーンを彩るお料理 10 種＋ピーチ味のスパークリングワイン 1 本付き 

※パーティーセットのお届けが可能な時間は、午後 6 時～午後 10 時です。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、アルコール類の提供など一部サービスを変更・中止する場合があります。 

 

 

 

 

 

客室一例 / Girlyルーム（イメージ） ハロウィーンパーティーセット付き宿泊プラン（イメージ） 

https://www.hoteluniversalport.jp/
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3．施設概要 

「ORIX HOTELS & RESORTS」のグループホテルであるホテル ユニバーサル ポート、ホテ

ル ユニバーサル ポート ヴィータは、パークまで歩いてすぐという素晴らしいロケーションに

あるユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。「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、たくさんの笑顔が溢れるひとときをお届けします。エン

トランスやロビーには、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・パーク」のミニオンた

ちとコラボレーションした装飾（期間：2023 年 7 月 14 日（金）まで予定）を施し、訪れるお

客さまを楽しくお出迎えしています。 

 

■ホテル ユニバーサル ポート 

全 600 室を有するユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバ

ーサル ポート」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～」をはじめ、6 名さままで宿泊可能な「Party

ルーム」、ベビー旅に最適な「WAKU WAKU ワンダールーム」、おしゃれに敏感“可愛い”が大

好きな大人ガールたちのお部屋「Girly ルーム」など多彩なコンセプトルームを展開。今年 7 月

15 日にはパークとのコラボレーション・ルーム第 3 弾となる「ミニオンルーム 3 ～思い出の

遊園地『スーパー・シリー・ファンランド』～」が誕生しました。 

公式ウェブサイト：https://www.hoteluniversalport.jp 

 

＜受賞歴＞ 

◆トリップアドバイザー「2022 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベストホテル」 

◆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」 

◆じゃらんアワード 2021「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸ブロック」 

（12 年連続） 

 

■ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ 

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

開業したホテル ユニバーサル ポート ヴィータ。パークを一望できる「スパークルーム」、上階

がリビングエリア、下階がベッドルームとなった、自宅のように寛げる「もこもこメゾネットル

ーム」、2 段ベッドを 3 台設置した最大 6 名で宿泊できる「レインボールーム」など、個性あふ

れる 14 種類のゲストルームを備えています。  

公式ウェブサイト：https://www.u-vita.co.jp 

 

＜受賞歴＞ 

◆じゃらんアワード 2021  

「じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞 近畿・北陸エリア 301 室以上」総合部門 1 位 

◆一休.com クチコミランキング「FAVORITES 2021 西日本 シティホテル部門（大阪）」2 位  

◆トリップアドバイザー「2022 トラベラーズチョイスアワード」 

 

 

 

ホテル ユニバーサル ポート、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。 

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. CR22-2248 

 

セールス＆マーケティング課 ／ 鈴木・掛水・大山 

電話：06-6460-8099（直通） E-mail：marketing@u-port.co.jp 
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