2019 年 5 月 27 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」
開業 4 周年記念企画

光のレインボー・イルミネーション登場！！
テーマは～見ると幸せになれる虹～
＃happyrainbow で幸せを拡散させよう！
★8/1 の開業記念日は宿泊者に『レインボーグッズ』プレゼント★
レストランではフェア中レインボーかき氷をサービス♪
開催期間：2019 年 6 月 24 日（月）～9 月 5 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、2019 年 6 月 24 日（月）～9 月 5 日（木）の期間、「HAPPY RAINBOW
～見ると幸せになれる虹～」をテーマに 4 周年記念企画を展開。8 月 1 日に迎えるホテル４周年
のアニバーサリーをカラフルに輝く光のレインボー・イルミネーションや記念宿泊プラン、レストラン
フェアで彩り、ゲストの皆様にスペシャルな夏の思い出を提供いたします。

1.

エントランス装飾 ＜期間＞6 月 24 日（月）～9 月 5 日（木）
① N.Y.側エントランス
巨大な時計盤をモチーフにした、煌びやかな「タイムトラベル・イルミネーション」。イルミ
ネーションに導かれ、ウエルカムゲートをくぐればそこは、時空を超えた旅の始まりで
す！フォトスポットとして大人気のこのイルミネーションを、この度 4 周年を記念し「光のレ
インボー・イルミネーション」として大きくバージョンアップしました。
“HAPPY RAINBOW”～見ると幸せになれる虹～をテーマに、4 つのカラーのグラデーショ
ンで表現する光の輪。＃happyrainbow で SNS に投稿して、幸せをみんなに拡散させてく
ださいね。今後はイベント毎にカラーチェンジし、ますますフォトジェニックなスポットとして、
皆様にお楽しみいただけます。

＜変更前＞時計盤のイルミネーション

＜変更後＞イベント毎にカラーチェンジ！ますます華やかに！！

② L.A 側エントランス
L.A..の自然をモチーフにした L.A エントランスには、キラキラ輝く流星をイメージしたイルミ
ネーションを設置。パーク帰りのゲストを優しいきらめきでお出迎えします。

2.

8/1 開業記念日スペシャル特典
2019 年 8 月 1 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
は開業 4 周年を迎えます。みなさまの日頃のご愛顧に感謝を込めて、ホテルからステキな“贈
り物”をご用意いたしました！
開業記念日当日の 8 月 1 日にご宿泊いただいたゲスト限定で、4 周年のコンセプトである
“Happy Rainbow”をテーマにしたオリジナルノベルティをプレゼント。楽しい旅の思い出ととも
に、ぜひ記念にお持ち帰りください♪♪
＜ノベルティについて＞
パークで大人気のスヌーピーと、ホテル 4 周年のロゴがデザインされた缶バッジは、ユニバーサ
ル・スタジオ・ジャパンとザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとの
コラボグッズ。6 個入りなので、家族やお友達と分け合ってご使用いただけるアイテムです！！ホ
テル開業記念日の 8 月 1 日しかもらえない超レア品なので、周りに自慢できるかも？！

また、ブッフェダイニング「アーカラ」では開業記念日の 8 月 1 日限定で
「丸ごとパイナップルジュース」（通常 1,000 円/お一人様おひとつ）をプレゼント！！※ディナー
ブッフェ＜グラン＞をご利用の幼児・小学生のお子様全員※（詳細は以下レストランフェアにて）
開業記念日はぜひ、ザ パーク フロント ホテルで HAPPY なホテルステイをお楽しみください。

3.

レストランフェア 【ランチ＆ディナーブッフェ“Welcome to our Birthday Party！”】
ブッフェダイニング「アーカラ」では、ホテル 4 歳のバースデーを祝い、ファミリーでお楽しみいた

だけるブッフェをご用意。ホテルコンセプトである「アメリカ」をテーマに、ジューシーな「ポークスペ
アリブ」、「オニオンリング」「ホットドッグ」などが並び、まるでバースデー・パーティの気分♪人気の
“フードライブ”では「ローストビーフ」「天ぷら」「お寿司」を出来たてでご賞味ください。また、キッズ
には「自分で作るキッズハンバーガー」がオススメ。パパやママにシェフ気分でサービスしては★
一番の注目は 4 周年記念の「レインボーかき氷」！！4 種のシロップ＆トッピングで、自分流にカ
スタマイズしてお楽しみください。
8 月 1 日の開業記念日には、キッズ限定で「丸ごとパイナップルジュース」（通常 1,000 円）をプ
レゼント。（※）さらにディナーご利用の皆様に、クルーから記念写真を入れたフォトカードをプレゼ
ント！！！お盆期間（8 月 10 日～15 日）は、ローストビーフがフォアグラ添えにアップグレードす
る「スペシャルディナーブッフェ」が登場。夏はアーカラに集合し、パーティ気分のブッフェを満喫し
てください♪

※グランディナーブッフェをご注文の幼児・小学生のお子様限定

＜期間＞2019 年 6 月 24 日（月）～9 月 5 日（木） ＜会場＞ブッフェダイニング「アーカラ」
＜内容＞メニュー詳細は下記をご参照ください。
＜料金＞（すべて税金・サービス料込）
ランチブッフェ

大人 1,558 円（1,850 円） 小学生（6～12 歳）969 円（1,150 円）
幼児（4～5 歳）548 円（650 円）

ディナーブッフェ＜プチ＞

大人 1,684 円（2,000 円） 小学生（6～12 歳）1,095 円（1,300 円）
幼児（4～5 歳）674 円（800 円）

ディナーブッフェ＜グラン＞ 大人 3,662 円（4,350 円） 小学生（6～12 歳）2,273 円（2,700 円）
幼児（4～5 歳）1,179 円（1,400 円）
お盆期間限定・スペシャルディナーブッフェ＜8 月 10 日～15 日のみ開催＞
大人 4,209 円（5,000 円） 小学生（6～12 歳）2,820 円（3,350 円）
幼児（4～5 歳）1,726 円（2,050 円） ※この期間ディナーブッフェ＜プチ＞＜グラン＞はお休みとなります※

まるでアメリカのバースデー・パーティの気分♪ご家族皆様で楽しめます【ディナーブッフェ＜グラン＞】

★メニュー詳細★
■ランチブッフェ■11:30～14:30（最終入店 14:00）
ボリューム満点！「ローストチキン」「ホットドッグ」のほか、網状ポテトに乗った「ラティスピザ」等の
メニューが登場。他、目の前でシェフが作る「ふわとろオムライス」や「天ぷら」、4 種の「ラーメン」か
らアメリカン気分満載のスイーツまで、和洋中バラエティ豊かなお料理が勢揃い。

大人から子どもまで人気のアメリカンメニューが集合！

オムレツは目の前でシェフがひとつずつお作りします★

■ディナーブッフェ＜プチ＞■17:30～21:30（最終入店 21:00）
「ホットドッグ」や「ジャンバラヤ」など、気軽に楽しめるアメリカンメニューから、サラダ、ホテルメイド
のカレー、スープまでホテルの味をお気軽に！パーク帰りのお食事にも最適♪コスパ満点のライ
トブッフェです。
■ディナーブッフェ＜グラン＞■17:30～21:30（最終入店 21:00）
料理長オリジナル！カレー風味がヤミツキになる「ポークスペアリブ」をはじめ、「ミートボールのト
マト煮込み」や「ジャンバラヤ」「オニオンリング＆ポテト」など気取らず楽しめるアメリカン・メニュー
が目白押し！国産牛ローストビーフや天ぷら、にぎり寿司などご馳走メニューを出来たてでご賞味
いただける「フードライブ」は大好評。ドーナツやチョコクランチ、クッキーなど、ボリューミーなアメリ
カンスイーツも登場！和洋中バラエティに富んだ美味しさ、たっぷりとお楽しみください。
★★お盆期間限定・スペシャルディナーブッフェ（8 月 10 日～15 日）★★
※この期間ディナーブッフェ＜プチ＞＜グラン＞はお休みとなります※
人気の「ローストビーフ」をフォアグラ添えでご用意。ご家族でリッチな味わいを堪能してください。

ダイナミックにほおばりたい！料理長自慢のスペアリブ

【スペシャルブッフェ限定】ローストビーフがフォアグラ添えに！！

パーティ気分で♪シュリンプロール＆フライドポテト

お子様も大喜び♪キッズメニューもいっぱい

カラフル＆アメリカンなスイーツたちが大集合

キッズ限定！自分で作るキッズバーガー

★【ディナーブッフェ＜グラン＞限定 SPECIAL】★
①開業 4 周年記念メニュー！『4 色レインボーのかき氷』
4 周年を 4 種のシロップで表現♪夏ならではの
「レインボーかき氷」を作ろう！！イチゴ・レモン・メロン
ブルーハワイのシロップでカスタマイズ♪
トッピングやアイスを添えれば自分だけの
オリジナルかき氷の完成です★
上手に出来たら写真に撮ってお友達とシェア♪

②8 月 1 日開業記念日限定！
『丸ごとパイナップルジュース』をプレゼント♪♪
（※グランメニューをご注文の幼児・小学生のみ）
ハワイでおなじみ、丸ごとパイナップルをくりぬいたジュースを
開業記念日限定でお子様にプレゼントいたします。
ボリュームもインパクトも、もちろんフレッシュな美味しさも満点
ぜひお楽しみに★（通常はディナータイムのみ、おひとつ
1,000 円でご注文いただけます）

4.

宿泊プラン

【★開業 4 周年 SPECIAL★】
W プレゼント！テナントショップ利用券＆ホテルオリジナルグッズ付プラン
8 月 1 日に迎えるホテル 4 歳のバースデー。これを記念し、日ごろの感謝を込めた今だけの嬉し
いプランが新登場！①ホテル内の人気ショップ 5 店舗で使用できるテナントショップ利用券（お一
人様 1,000 円）と、②ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとザ 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
なバッグにパークのお土産と、ホテルでの楽しい思い出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＞2019 年 9 月 5 日（木）まで
＜料金＞おひとり様 7,000 円～（3 名様一室／税金・サービス料込）
＜内容＞①ホテルテナントショップ利用券付（一泊につき、お一人様 500×2 枚＝1,000 円分）
②ホテルオリジナルバッグ
＜ご予約方法＞ホテル公式サイト
■①の利用券は下記店舗にてご利用いただけます■
・タリーズコーヒー ザ パーク フロント ホテル店
・ウルフギャング・パック ピッツァバー
ザ パーク フロント ホテル店
・ピンクベリー ザ パーク フロント ホテル店
・CANDY SHOW TIME ザ パーク フロント ホテル店
・エッグスンシングス ザ パーク フロント ホテル店
※引換券はチェックイン時フロントにてお渡しいたします。
※500 円未満の場合、おつりは出ません。

【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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