2018 年 12 月 12 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」

～Cheers to a Great New Year!!～
ステキな新年のはじまりはザ パーク フロント ホテルで。
豪華なシャンパンタワーで新年をお祝い！
3 周年記念「バルーンサービス」や、カラフルな「綿菓子サービス」など
大人も子どもも楽しめるイベント満載★
約 5m！キラキラきらめくウィンター・ツリーがお出迎え
《開催期間：2018 年 12 月 26 日（水）～2019 年 1 月 31 日（木）》
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 12 月 26 日（水）～2019 年 1 月 31 日（木）の期間、「Cheers to
a Great New Year!!～ステキな新年のはじまりはザ パーク フロント ホテルで。～」をテーマに全
館で年末年始イベントを開催します。
今年は例年の“伝統的な日本のお正月”とは一味異なる、ザ パーク フロント ホテルならでは
のお正月をご提案します。ホテルコンセプトである「アメリカ」を舞台にした“アメリカンテイストのニ
ューイヤー”がテーマ。ゴージャスな N.Y.ロビーの雰囲気に合わせ、「シャンパンタワーの鏡開き」
で新年の幕開けをお祝いします。
N.Y.ロビーには真っ白に雪化粧した高さ約 5ｍのウィンター・ツリーと光のゴージャスチェアがお
出迎え！ダイナミックにキラキラと光り輝く姿はまるで冬の森の中にいるよう。ファンタジックでイン
パクト満点のフォトスポットです。
レストランでは「年末年始スペシャル！ランチ&ディナーブッフェ」を開催。「おせち料理」や「お造
り」から「ローストビーフ」、「にぎり寿司」、「天ぷら」など正月気分を盛り上げるごちそうが並びま
す！3 種のフレンチ風ソースでいただく「ODEN」など“あつあつメニュー”や、大阪の味が楽しめる
「大阪コーナー」も登場！親子 3 世代、ご家族おそろいでたっぷりとお楽しみいただけます。
注目は元日に開催する「ニューイヤーズイベント」。フレアバーテンダーの「シャンパンサーベラ
ージュ」の演出の後は、カクテルパフォーマーとのジョイントショーを開催。鮮やかな手つきでカラフ
ルなジュースやノンアルコールカクテルをサービス。お子様もちょっぴり大人気分の特別なお正月
が味わえます。また、元日・2 日には 3 周年を記念したカラフルなバルーンや綿菓子をお子様限
定でご用意。ステキな新年のはじまりは、大切な人やご家族と一緒に、ザ パーク フロント ホテ
ルでお過ごしください！最高の 1 年のスタートが切れますようお手伝いいたします★

１． 館内装飾 ＜期間＞2018 年 12 月 26 日（水）～2019 年 1 月 31 日（木）まで
＜N.Y.（ニューヨーク）ロビー＞
高さ約 5ｍ、真っ白に雪化粧したウィンター・ツリーがロビーに出現！ダイナミックに、キラキラとき
らめく姿は迫力満点！「冬の森」をテーマにしたオリジナル・ツリーの横には、きらめく光の「ゴージ
ャスチェア」を設置。ここでしか出会えない、ザ パーク フロント ホテルならではのフォトスポットで
す。チェアに座れば、まるでファンタジックな冬の森に迷い込んだよう･･･。思い出の一枚はこちら
で！とっておきの写真撮影がお楽しみいただけます。アメリカ各都市に瞬間移動できる、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とともに、お子様に大人気のスポット。
インスタ映えも間違いなし！

＜レストラン＞
ブッフェダイニング「アーカラ」の入り口では、樹氷や氷柱がキラキラきらめく迫力のウィンター・ツリ
ーがお出迎え。年末年始のお食事のひとときを、いっそう華やかに盛り上げてくれます！

2. レストラン 【年末年始スペシャル！ランチ&ディナーブッフェ】
ブッフェダイニング「アーカラ」では、ハッピーなホリデー・シーズンを盛り上げるブッフェをご用意。
「年末年始ディナーブッフェ」では、「おせち料理」や「お雑煮」など“お正月メニュー”をはじめ、ジュ
ーシーな「国産牛のローストビーフ」、「天ぷら」、「にぎり寿司」などシェフが目の前でご用意する
「フードライブメニュー」他、ニューイヤー・パーティー気分で楽しめるご馳走メニューが勢揃い。ま
た大阪のロコフードである、「たこ焼き」、「紅しょうがの天ぷら」など、「大阪メニュー」もご用意！フ
レンチ風ソースでいただく「ODEN」などあつあつメニューを含む、和洋中約 80 品のラインナップ。
ご家族はもちろん、親子 3 世代で楽しめるお食事のひとときをお届けします。
同期間に開催される「年末年始ランチブッフェ」にも、お正月メニュー＆ローストビーフが登場！！
「アーカラ」で、最高の新年をどうぞ♪

【年末年始ブッフェ】

※お正月メニューは 1/1～のご提供になります。

＜期間＞2018 年 12 月 31 日（月）～2019 年 1 月 3 日（木）
＜時間＞ランチタイム

12:00～14:30（最終入店 14:00）

※12/31 のみ 11:30～OPEN となります。

ディナータイム 17:30～21:30（最終入店 21:00）
※12/31 のみ 17:00～OPEN となります。

＜会場＞3 階 ブッフェダイニング「アーカラ」
＜料金＞（すべて税金・サービス料込）
ランチブッフェ

大人 3,000 円 小学生（6～12 歳）2,300 円

ディナーブッフェ 大人 5,000 円

小学生（6～12 歳）3,350 円

幼児（4～5 歳）1,800 円
幼児（4～5 歳）2,050 円

《年末年始特別メニュー》
■12 月 31 日（月） 年越しそば
■1 月 1 日（祝・火）～1 月 3 日（木） おせち料理・お雑煮

年越しそば

お雑煮

ローストビーフ

にぎり寿司

天ぷら

デザート各種

3．ニューイヤーイベント「Cheers to a Great New Year！2019」
ステキな新年の始まりは、ザ パーク フロント ホテルで。1 月 1 日・2 日限定で「ニューイヤーズイ
ベント」を開催いたします。新年の始まりは、「シャンパンタワーの鏡開き＆カクテルパフォーマンス
ショー」で豪華にお祝い！ホテル 3 周年を記念した「バルーンサービス」や、カラフルな「コットンキ
ャンディサービス」など、大人から子どもまで楽しめるイベント満載で楽しもう♪
＜開催日＞2019 年 1 月 1 日（祝・火）および 2 日（水） ※イベントにより異なる
＜会場＞3 階 N.Y.ロビー
＜内容＞■1 月 1 日（火）11:00～ 先着 100 名様
【シャンパンタワーで鏡開き＆カクテルパフォーマンスショー】
（シャンパン・ノンアルコールカクテル 各先着 100 名様限定）
※キッズにはスペシャルジュースをご用意！先着 100 名様※
フレアバーテンダーによる「シャンパンサーベラージュ」とゴージャスな
「シャンパンタワー」で新年の幕開けをお祝いしましょう。
カクテルパフォーマーとのジョイントショーでは、ノンアルコール
カクテルも！！もちろんキッズにも、カラフルなスペシャルジュースを
ご用意いたします♪
■1 月 1 日（祝・火）・2 日（水）◎キッズ限定◎ 9:30～15:30
【アニバーサリーバルーンサービス】 各日先着 200 名様 なくなり次第終了
【コットンキャンディサービス】

各日先着 200 名様 なくなり次第終了

※イベント詳細は下記ご参照ください
＜参加費＞無料
※時間は変更となる場合があります。
※イベントはご宿泊および「アーカラ」の利用者限定です。
＜出演者プロフィール＞
◎フレアバーテンダー／岩本博義
2000 年よりフレアバーテンダーの世界に入り 2002 年全日本選手権優勝、
2003 年ラスベガス世界大会「Legend5」で 3 位受賞。2005 年よりショー専門バーテンダーとして活躍中。全国各地
のホテルや披露宴会場におけるカクテルショーにて 1000 回以上のショーを行う。
◎カクテルパフォーマー／北野浩二
国内・海外大会に参戦し現在は関西を中心に全国各地で活躍中。関西 TV「よ～いドン！」の「隣の人間国宝さん」
にも認定。2007 年 NATIONS International Flair Challenge Finalist 8th Place/2010 年 AFJ Cocktail Challenge
Champion 他受賞実績多数。

★キッズ限定イベント★
■1 月 1 日（祝・火）・2 日（水） 時間：9:30～15:30
【アニバーサリーバルーンサービス】 （各日先着 200 名様 なくなり次第終了）
ホテル開業 3 周年を祝うオリジナルバルーンを、キッズ限定でプレゼント。
カラフルなバルーンと一緒に新しい 1 年のはじまりをお祝いしよう！！

【コットンキャンディサービス】

（各日先着 200 名様 なくなり次第終了）

カラフルでふわふわ、ビッグな綿菓子をキッズ限定でプレゼント。
ホテルで過ごすお正月の忘れられない思い出に。SNS 映えも抜群！！

【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。
TM & © Universal Studios.
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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

広報担当：佐々木、田中まで

FAX(06)6460-0113

e-mail :k.sasaki@tpfh.co.jp

k.tanaka@tpfh.co.jp

URL : https://parkfront-hotel.com
以上

