2018 年 6 月 13 日
報道関係各位

「ザ パーク フロント ホテル
アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」

Welcome to our 3rd Birthday Party!!!
～ホテル３歳のお誕生日をみんなでお祝いしよう～
約 4ｍ『BIG なアニバーサリーケーキ』のフォトスポット登場！
総計 33 名様にプレゼントが当たる★SNS キャンペーンも
【開催期間：2018 年 6 月 30 日（土）～9 月 6 日（木）】
★8/1 開業記念日には「３ｒｄバースデーバルーン」をプレゼント！★

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（所在地：大阪市此花区、総支配人
岡田 徳政）は、2018 年 8 月 1 日（水）に開業３周年を迎えます。日頃のご愛顧に感謝を込めて「Welcome to
our 3rd Birthday Party!!!」をテーマに、ホテルのバースデーパーティにお招きするような、楽しい装飾やイベ
ント盛りだくさんで、ゲストの皆様をお迎えいたします。
楽しいパーティのはじまりを告げるのは、煌く巨大な時計盤のイルミネーション。アニバーサリーカラーの
レッドのリボンをまとった３周年ロゴや LED ライトがきらきら輝くゲートをくぐると、ロビーには高さ約 4m の
「BIG なアニバーサリーケーキ」が出現！バルーンでいっぱいのケーキにきっとお子様は笑顔に！また、レ
ストラン前には約 2.7m の「ビッグ・ウェーブ」が登場し、サーファー気分が楽しめます！インスタ映えバッチリ
の“体験型”フォト・スポットに、大人も子供も夢中になるはず！8/1 開業記念日には、なんとお子様限定で
「3ｒｄバースデーバルーン」をプレゼント！ぜひ、皆様でお越し下さいませ♪
ブッフェダイニング「アーカラ」では「３周年記念アニバーサリーフェア」を開催。アメリカが舞台の”キッズの
バースデー・パーティ“をテーマに、お子様が大好きなメニューや、アメリカンテイストなお料理が勢揃い。国
産牛ローストビーフ、天ぷらにお寿司など人気のラインナップやスイーツの数々で賑わいます。ディナーには
お菓子のガチャガチャやバルーンなどキッズ限定特典もご用意。パーティ気分でたっぷりお楽しみいただけ
ます。その他、３周年記念のスペシャル宿泊プランや、大好評！SNS 写真投稿キャンペーンでは３周年にち
なみ、抽選で 33 名様に宿泊券やお食事券などステキなプレゼントが当たります！！
これからもザ パーク フロント ホテルは、大人も子供も心の底から楽しめるホテルステイをお届けしてま
いります。今年の夏は、ますますパワーアップするホテルで、ここでしか体験できない思い出作りにお越しく
ださい！！

１． 館内装飾

【期間】 2018 年 6 月 30 日（土）～9 月 6 日（木）まで

＜エントランス装飾＞
煌びやかな巨大な時計盤のトンネルがトリップ感を演出し、ゲストをアメリカを舞台にしたタイムトラベル
の世界へといざないます。アニバーサリーカラーのレッドのリボンをまとった３周年ロゴと LED ライトがき
らきらゴージャスに輝くエフェクトを追加し、ホテルの３周年を盛り上げます。
N.Y.側

L.A.側

＜エントランスバナー装飾＞
３周年ロゴのバナーを N.Y.側、L.A.側
両方のエントランスに設置。
アニバーサリーカラーのレッドの
バナーでお祝い感を演出します。

＜ロビー装飾＞
３周年をお祝いする、高さ約 4m の『BIG なアニバーサリーケーキ』の顔出しフォトスポットを設置。ケーキ
の中に入ると、まるでケーキを食べているかのようなユニークな顔出し写真を撮ることができます♪
今回はお子様が大好きなバルーンでケーキをデコレーション。カラフルなスター、ハートやスイーツなど
など、ユニークな形のバルーンオブジェが、ケーキを華やかに彩ります！
ケーキの隣には・・・高さ約 2.6m！「タイムトラベル・コンシェルジュ」のビッグな懐中時計が並びます。ボ
タンを押せばお好きな都市へタイムスリップ気分！アニバーサリーケーキとともに、圧倒的なインパクト
でお楽しみいただける、キッズに大人気のフォトスポットです。

＜レストラン・エントランス装飾＞
ハワイのビーチでサーフィンはいかが？誰もがプロ・サーファーの気分を楽しめちゃう、楽しいフォトスポ
ット。３周年も波のように大きいものに乗って乗り越えたい！というホテルの思いを込めた「Surfing wave
of Time！」をテーマに、波に乗って「タイムトラベル」ができるサーフボードをご用意。とっておきのポーズ
でサーフボードにのれば、時空を超えたサーフィンができるかも！？

２． レストランフェア 「Welcome to our 3rd Birthday Party！ ～3 周年記念アニバーサリーフェア～」
【期間】 2018 年 7 月 9 日（月）～9 月 6 日（木）まで
ブッフェダイニング「アーカラ」では、ホテル開業３周年を記念し「アニバーサリーフェア」を開催！
”アメリカが舞台のキッズのバースデーパーティ”をテーマに、お子様が大好きなメニューや、アメリカンフ
ードを揃えました！ディナータイムにはキッズ限定特典もご用意し、ホテル３周年を祝って来てくれたお
子様ゲストへ、楽しく思い出に残るひとときをお届けします。
＜ランチタイム＞
ローストチキンをはじめ、ホットドックやフライドチキンなどボリューム満点のラインナップ。
＜ディナータイム＞
上記に加えシェフが目の前でサービスする「フードライブ・コーナー」で、国産牛のローストビーフやスペ
アリブ・天ぷら・にぎり寿司が登場。パーティ感満載の約 85 品が満喫できます。注目は増量 OK！のハ
ンバーガー。シェフが目の前で作る「タワー・バーガー」もオーダーしてみて♪アメリカンなカラフルドーナ
ツや、トッピングが楽しめるカップケーキなどフォトジェニックなスイーツも充実です！
また、リゾート気分が楽しめる「丸ごとパイナップルジュース」（1,000 円）、一度は食べたい！「近江牛ス
テーキ 3 種食べ比べ」（3,000 円）がディナーオプションで登場するほか、お盆期間＜8 月 11 日（土）～
15 日（水）＞はローストビーフがフォアグラ添えにアップグレード。 8/1 の開業記念日には、ディナータイ
ムのみキッズ限定で「丸ごとパイナップルジュース」をプレゼント！ユニークな形がいっぱいの「3rd バー
スデーバルーン」やお菓子のガチャガチャができる特典もご用意し、盛り上がること間違いなし！
さあ、大人も子供も「アーカラ」に集まって、賑やかにホテル３歳のバースデーをお祝いしましょう★

ディナー限定で登場する「アニバーサリースペシャルオプション」 ※有料

＜期間＞2018 年 7 月 9 日（月）～9 月 6 日（木）
＜時間＞ランチタイム

11:30～14:30（最終入店 14:00）

ディナータイム 17:30～21:30（最終入店 21:00）
＜会場＞ホテル 3 階 ブッフェダイニング「アーカラ」
＜料金＞（全て税金・サービス料込）
■ランチブッフェ
大人 1.850 円 小人（6～12 歳）1,150 円 幼児（4～5 歳）650 円
■ディナーブッフェ ☆選べる２Price！☆
【グラン】大人 4,350 円 小人（6～12 歳）2,700 円 幼児（4～5 歳）1,400 円
【プ チ】大人 2,000 円 小人（6～12 歳）1,300 円 幼児（4～5 歳） 800 円
―――

《ディナーブッフェ詳細》 ―――

【プチディナーブッフェ】
パーク帰りのお気軽ディナーや、飲み放題ともご一緒に！約 35 品の気軽さが嬉しいライトなブッフェ。
ジューシーな「ローストチキン」をはじめ、「ピザ」や「カナッペ」、「ケサディア」、「骨付きフライドチキン」、「ナポ
リタン」ほか、スイーツまでお子様が大好きなアメリカンフードをラインナップ。

【グランディナーブッフェ】
しっかりお食事を楽しみたい方へ。肉の旨みがつまった国産牛のローストビーフ、ポークスペアリブ＆バック
リブ、天ぷら、お寿司などシェフが目の前で仕上げる「フードライブメニュー」ほか、約 85 品が楽しめるフル・
ブッフェ。お盆期間（8/11～15）にはローストビーフが「フォアグラ添え トリュフソース」にアップグレード！他、
シェフが目の前で作るハンバーガー、アメリカンなカラフルドーナツ、自分でトッピングが楽しめる「カラフルカ
ップケーキ」、ブラウニーやチョコチップクッキーなどアメリカンテイストなスイーツもズラリ。パーティ気分でお
楽しみください。

カラフルなドーナツ

ポークバックリブやピザ、カラフルなカップケーキな
どアメリカンフードが集合

タワー・バーガーにトライ♪

★★ディナー限定特典★★
■ホテル開業記念日特典■ ＜8 月 1 日（水）ディナータイム限定＞
・ディナーブッフェご利用のお子様（小学生以下）に
『丸ごとパイナップルジュース』（通常 1,000 円）をプレゼント！！
・ディナーブッフェご利用のお子様（小学生以下）に、
ユニークな形がいっぱいの『3rd バースデーバルーン』プレゼント！
※バルーンの形はご希望に添えられない場合があります。
■キッズ限定予約特典■＜7/9～9/6 ディナータイム限定＞
・お菓子のガチャガチャ用コイン
1 枚プレゼント（店内マシンでご利用いただけます）
・「3rd バースデーバルーン」 プレゼント！

バルーンイメージ

■お盆期間スペシャル■ ＜8 月 11 日（土）～15 日（水）＞
・「国産牛のローストビーフ」が「フォアグラ添え
トリュフソース」にアップグレード！（グランディナー限定）
・デザートコーナーに、ハリウッドセレブも通う！
あの専門店コラボの『フローズンヨーグルト』が登場！！

３． アニバーサリーイベント～ホテルの 3 歳のお誕生日をみんなでお祝いしよう！～
ホテル開業３周年を迎える 8 月 1 日に、ホテルご利用のお子様ゲストへ
「3ｒｄバースデーバルーン」をプレゼント！
キラキラのバルーンを持って、ホテルのバースデーを一緒にお祝いしよう★
さあ、みんなで 3 階 N.Y.ロビーへ集まれ！！
＜会場＞ ホテル 3 階 N.Y.ロビー
＜時間＞ 11:00～21:00
＜限定数＞1,000 個（なくなり次第終了）
＜対象＞ 8/1(水)にホテルご利用の小学生以下のお子様
バルーンイメージ

４． 宿泊プラン【祝！開業 3 周年記念！ホテルオリジナルグッズ付きプラン】
2018 年 8 月 1 日、ザ パーク フロント ホテルは３歳のバースデーを迎えます！日ごろの感謝の気持ち
を込めて、ホテルからのプレゼント付宿泊プランをご用意しました。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン TM とザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャ
パン TM のコラボグッズ、パークで大人気のスヌーピーと兄弟たちがデザインされたとってもかわいいオ
リジナルバッグをプレゼント！幅 37cm・高さ 34cm・マチが 9cm の大きなバッグには、パークのおみやげ
をたくさん詰めて持ち帰ることができます♪ぜひこの機会にご利用ください！

＜期間＞～2018 年 8 月 31 日（金）まで
＜料金＞お 1 人様 4,500 円～
3 名様一室／朝食なし／税金･サービス料込）
＜ご予約方法＞
ホテル公式サイト・楽天・一休・じゃらん・るるぶ
５．【ホテル開業３周年記念】アニバーサリーSNS 投稿キャンペーン
～ハッシュタグ投稿＃開業３周年おめでとう で、ステキなプレゼントを当てよう！～
ホテルの中には開業３周年を祝うフォトジェニックなスポットがいっぱい！
＃開業３周年おめでとう ＃パークフロント のハッシュタグをつけてホテルで撮影した写真を投稿すれば、
総計 33 名様にステキなプレゼントが当たる！！とびきりの一枚で、ぜひご応募ください★
さらに、ホテルロビーに設置してある「BIG ケーキ」と「BIG ウェーブ」と一緒に撮った写真にハッシュタグ投稿
＃ビッグケーキ ＃ビッグウェーブ で当たる確立が倍に！！
＜募集期間＞2018 年 7 月 2 日（月）～8 月 31 日（金）
＜賞品＞
1 等：パークビュールーム宿泊券（1 室 2 名様朝食ブッフェ付き）

1 名様

2 等：ブッフェダイニング「アーカラ」 ペアディナー券

2 名様

3 等：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン TM １デイ・スタジオ・パス

10 名様

4 等～9 等：テナントショップ利用券

計 20 名様

※詳しくは、ホテル公式ファンサイト https://monipla.com/parkfront/ をご覧下さい。
＜投稿可能 SNS＞
あらゆる SNS アカウント、もしくはメルアドにてご応募いただけます。
＜ご応募 URL＞
https://monipla.com/parkfront/ （ホテル公式ファンサイト）

【ホテル概要】
「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」
東急ホテルズが運営する、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに 1 番近いオフィシャルホテル。
ユニバーサルシティ駅と、パークを結ぶメインストリートに面し、かつメインゲートの正面に位置するという絶
好のロケーションを誇ります。「パークで見た夢の続きを・・・」をコンセプトに、ホテル全館でパークの本場アメ
リカのエンターテインメントシーン等をイメージしたデザインを展開。パークで 1 日楽しんだ興奮と余韻を、ご
出発の瞬間まで存分にお楽しみいただけます。

■所在地：大阪府大阪市此花区島屋 6 丁目 2-52
■開業日：2015 年 8 月 1 日
■規模：地上 28 階（高さ約 100m）
■客室数:全 598 室（4～28 階）
（フロントロビー・レストラン・ファンクションルーム・テナントは 3 階）
■駐車場：95 台（ホテル 1・2 階）
■ホテル URL：https://parkfront-hotel.com

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™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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（参考）本日、この資料は、大阪市政記者クラブ、大阪商工記者会にお届けしています。
《このニュースリリースに関するお問い合わせ先》
株式会社 パークフロントホテル
TEL（06）-6460-0109
e-mail :k.sasaki@tpfh.co.jp,

広報担当：佐々木、大川まで
FAX(06)6460-0113
y.okawa@tpfh.co.jp
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