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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

ヴィータ」（所在地：大阪市此花区、総支配人：金井 紀生）は、2021 年 10 月 15 日（金）

～2022年 2月 27日（日）の期間、1日 1室限定の謎解きホラールーム「THE BLOOD F

LOOD 血塗られた絵画
メッセージ

」の宿泊プランを販売しますのでお知らせします。2021 年 9 月 21

日（火）より、予約受付を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本企画は、姉妹館「ホテル ユニバーサル ポート」にて、2015年から毎年開催している、

「謎解きホラールーム」シリーズです。昨年度は、予約開始日当日に約 9割のご予約が埋ま

るほどの反響をいただき、その後のアンケートでは約 8 割以上のお客さまにご満足いただ

きました。カップルからファミリーまで、幅広い方にお楽しみいただける人気プランとして、

今年はヴィータで初開催します。 

 

宿泊者は、絵画を見て得体の知れないメッセージを感じた主人公“美術学者”になりきり、

見る者の心を暗闇の世界へ誘う絵画が散在する不気味なアトリエに見立てた客室内で、隠

された謎を解き明かしながらご宿泊いただけます。また、ストーリーに没入してお楽しみい

ただけるよう、多数のミッションをご用意しています。謎を解くごとに謎が深まるストーリ

ーは、翌朝の起床後にもエピローグがつづくなど、謎解きとホラーを存分に満喫いただけま

す。9月下旬にはホテル公式ツイッターで、本ストーリーのプロローグを公開します。 

 

客室に入った瞬間からはじまる謎解きとホラーの世界を、ぜひお楽しみください。 

以 上 

 

   

姉妹館で人気の謎解きホラールームが初登場！ 

「THE BLOOD FLOOD血塗られた絵画
メッセージ

」  
～客室が不気味なアトリエに。1日 1室限定の宿泊プランを販売開始～ 

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ  

マーケティング課 ／ 鈴木・萩野・大山 

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

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。 
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「THE BLOOD FLOOD 血塗られた絵画（メッセージ）」イメージ 
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1．謎解きホラールーム「THE BLOOD FLOOD 血塗られた絵画
メッセージ

」宿泊プラン 概要 

【宿泊期間】2021年 10月 15日（金）～2022年 2月 27日（日）（予定） 

【予約開始】＜Ⅰ期＞ 対象宿泊期間 2021年 10月 15日（金）～31日（日） 

2021年 9月 21日（火）より受付開始 

      ＜Ⅱ期＞ 対象宿泊期間 2021年 11月 1日（月）～30日（火） 

2021年 10月 15日（金）より受付開始 

※Ⅲ期以降も 11月、12月、1月の第 3金曜日より翌月の宿泊予約を受け付けます。対象宿泊期間は 

ホテル公式ウェブサイトをご確認ください。 

【予約受付】ホテル公式ウェブサイト https://www.u-vita.co.jpにて受付。 

※その他宿泊予約サイトでの受付は、後日ホテル公式ウェブサイトにてお知らせします。 

 ※宿泊日により予約受付サイトは異なります。詳細はホテル公式ウェブサイトにてお知らせします。 

【料   金】4名 1室利用 1名あたり（素泊まり）8,000 円～（1日 1室限定） 

※消費税・サービス料込み、宿泊税別  ※1～4名さまでご利用が可能です。 

※料金は一例です。料金は宿泊日により異なります。 ※スマートフォンをご持参ください。 

【内   容】     謎解きホラールームで、恐怖ストーリーの謎解きをお楽しみいただきながら、  

ご宿泊いただきます。 
※客室にはホラー要素が含まれるため、ホラーが苦手な方はご遠慮ください。 

※対象宿泊期間および予約開始日などは変更になる場合があります。 

 

＜ストーリー＞ 

ある日、医療センターの竣工記

念に寄贈された絵画に美術学者

は目を奪われる。突如心は暗闇へ

誘われながら不可思議な恐怖心

に襲われていく。美術学者は、絵

画が秘める幾つもの謎を解き明

かし、得体の知れない恐怖感から

脱却しようと調査に挑む。このア

トリエで誰が、何のために…。真

実は一つのはずなのに、謎を解く

ごとに謎は深まるばかり。美術学

者のプライドにかけて、恐怖体験

に耐えながら真相を明らかにす

ることはできるのか。 

 

  

 

  

「THE BLOOD FLOOD 血塗られた絵画（メッセージ）」客室イメージ 

 

謎解きホラールーム装飾前の客室 

デラックスルーム 

 

ホテル ユニバーサル ポートにて昨年実施の 

謎解きホラールーム「THE JOURNALIST 

～写真が明かす記憶（かぎ）～」 

https://www.u-vita.co.jp/


 

＜謎解き＞ 

まるで血塗られたような不気味なアトリエに様変わりした客室には、絵画、画材、美術品

などが散在しています。その中からストーリーの謎を解くための手がかりを見つけ、美術学

者になりきり調査することが真相発見の近道です。数多くの美術品をどう調べるか…ご自

身のスマートフォンを使ってストーリーを進めながら、絵画をよく見て調べたり、絵画技法

のフロッタージュ（物の上を鉛筆などでこすって模様などを写し取る技法）を使うなど、デ

ジタルとアナログのツールを駆使していただきます。客室内に謎解きミッションを多数用

意していますので、クリアするごとに真相に近づきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜謎解きホラールームのポイント＞ 

①本格的なイベントルームに宿泊 

通常のデラックスルーム（37 ㎡）が、期間限定で謎解きホラールーム仕様に変わりま

す。本格的なイベントルームに宿泊して、デジタルとアナログを駆使して解き明かす恐

怖体験をお楽しみいただけます。 

②「謎解きホラールーム企画チーム」が考案 

姉妹館の「ホテル ユニバーサル ポート」と同じ当ホテルの企画チームが、多数の謎解

きイベント企画・運営をしている専門会社とコラボレーションして制作しています。 

ホラーストーリーは当チームが考案したオリジナルストーリーで、初めての方も、リピ

ーターの方もお楽しみいただける謎や仕掛けをご用意しています。 

③安心してご利用いただくために 

本イベントは客室内のみでご体験いただくため、同行者以外の方と密な状況になること

はありません。お客さまに安心してご利用いただくために、客室は通常の清掃に加え、

謎解きに使用する備品等もアルコール除菌を行います。 

 

＜ホテル公式ツイッター＞ 

本企画をよりお楽しみいただけるよう、謎解きホラールーム「THE BLOOD FLOOD 血塗

られた絵画
メッセージ

」のストーリープロローグを、ホテル公式ツイッターにて9月下旬に公開します。 

■Twitter  https://twitter.com/vita_hotel 

 

＜姉妹館での開催＞ 

姉妹館「ホテル ユニバーサル ポート」では、シリーズ第 7弾となる謎解きホラールームを

今冬に企画準備中です。詳細は後日発表予定です。 

 

絵画技法のフロッタージュを用いて謎を解く 

（イメージ） 

デラックスルーム（一例） 

コピーです○○○○○○ダミーコピーです○ 

 

スマートフォンを使ったホラーストーリーの 

恐怖体験（イメージ） 

 

https://twitter.com/vita_hotel


 

2．施設概要 

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、“太陽や自然の恩恵を大いに受けた、活気あふ

れる場所”をコンセプトにし、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月に開業しました。特別なステイを叶える 14 種類のゲストルーム、

季節ごとの多彩なメニューが楽しめるビュッフェレストランを備え、心のこもったおもてな

しで、旅のもう一つの思い出づくりをお手伝いします。 

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：2022年 7月 14日（木）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。 

 

所 在 地 大阪市此花区島屋 6丁目 1番 16号 

建 物 概 要 地下 2階、地上 15階建て（ホテル部分 1階～11階） 

客 室 数 428室 

飲 食 施 設 レストラン 1店舗「ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア」 

交 通 ア ク セ ス JRゆめ咲線「ユニバーサルシティ」駅徒歩約 2分 

U R L https://www.u-vita.co.jp 

 

3．受賞歴 

 

 

 

 

 

 

 

・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 

・じゃらんアワード 2019 近畿・北陸エリア 301室以上部門にて 4部門を受賞 

 「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞」1位 

 「じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞」接客・サービス部門 1位、 

夕食部門 2位、朝食部門 3位 

・トリップアドバイザー「トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト」 

 ファミリー部門 9位 

 

外 観 レストラン 客室（一例） 

https://www.u-vita.co.jp/

