
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル
「リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」に

パークの人気者とのコラボレーションルームが登場!

パークの人気者たちとのコラボルーム情報、解禁!

　ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・
ジャパン」(運営会社：株式会社武蔵野 所在地：埼玉県朝霞市 社長：安田信行)は11月13日の開業(予定)と同時に
「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」とのコラボレーションルームをオープンする事を決定いたしました。

　コラボレーションするのは、オフィシャルホテルとしては初の「ピーナッツ」や「ジュラシック・ワールド」に加え、「セサ
ミストリート™」のパークの人気者たち。客室デザインは、全4種類をご用意しています。パークでたっぷり楽しんだ後も
パークの人気者たちの世界観に浸りながら、いままでにないホテルステイを楽しんでいただけます。

※全ての画像はイメージです。

報道関係各位 2019.7.18 (木)
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スヌーピー・ハウス・ルーム

みんなが集まる Home sweet Home 。スヌーピーの大きなおうちのそばで、 

カラフルなステンドグラスに登場した仲間たちとピーナッツの世界に飛び込もう！

客室概要
｜　室数：３室　|　ルームサイズ：66㎡　｜　利用人数：4~6名　｜　ベッド数：4台 ※4名様以上ご利用の場合はエキストラベッドが最大2台入ります。　｜

※全ての画像はイメージです。

ジュラシック・ワールド・アドベンチャー・ルーム

映画『ジュラシック・ワールド』のコンセプト・ルームがいよいよ日本に誕生。

あなたを狙う恐竜の視線や、ツアービークル型ベッドにワクワク！ スリル満点、お部屋でも冒険はつづく！

客室概要
｜　室数：2室　|　ルームサイズ：49㎡　｜　利用人数：2~4名　｜　ベッド数：2台 ※2名様以上ご利用の場合はソファーベッドが最大2台入ります。  ｜　



セサミストリート™・ビッグフェイス・ルーム

超ビッグフェイスのエルモ&クッキーモンスターがお出迎え。

セサミストリート™の楽しさ満載、ポップなアート空間で仲間とのおしゃべりだってはずんじゃう！

ピーナッツ・ジャズ・ルーム

ここでしか出会えないスヌーピーたちが奏でる音色にみんなうっとりリラックス・モード。

ジャズバーのような雰囲気に酔いしれよう！

客室概要

｜　室数：4室　 |　ルームサイズ：4 9㎡　｜　利用人数：2~ 4 名　｜　ベッド数：2台　※3～ 4 名様利用時もベッドは 2台となります。　｜　

客室概要

｜　室数：3室　|　ルームサイズ：49㎡　｜　利用人数：4~5名　｜　ベッド数：2段ベッド2台 ※5名様ご利用の場合はソファーベッドが1台入ります。　｜　

※全ての画像はイメージです。



ジュラシック・ワールド・アドベンチャー・ルーム

オリジナル・カードキー&ケースオリジナル・スパバッグ オリジナル・タオル

表 裏

スヌーピー・ハウス・ルーム

ピーナッツ・ジャズ・ルーム

表 裏

オリジナル・カードキー＆ケース

オリジナル・カードキー＆ケース

表 裏

オリジナル・スパバッグ オリジナル・タオル

オリジナル・スパバッグ オリジナル・タオル

セサミストリート™・ビッグフェイス・ルーム

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのオリジナル・コラボグッズをプレゼント!

　コラボレーションルームにご宿泊のゲスト限定、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」と「リーベルホテル アット ユニ

バーサル・スタジオ・ジャパン」のオリジナル・コラボグッズをプレゼントいたします。オリジナル・デザイン「スパバッグ」と

「タオル」はホテルのスパ利用にも便利となっております。普段使いにもご愛用ください。「カードキー＆ケース」はゲストの

お名前が入ったスペシャルデザイン。ぜひ、旅の思い出に、お持ち帰りください。

 ※全ての画像はイメージです。

※オリジナル・スパバッグとオリジナル・タオルとオリジナル・カードキーはお一人さま1つ/滞在中1回。  ※オリジナル・カードキーケースはひとグループ１つ/滞在中1回。
 ※添い寝のお子さまは対象外です。  ※デザインや内容は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

オリジナル・カードキー&ケースオリジナル・スパバッグ オリジナル・タオル

表 裏



デザイン総監修　エンターテインメント本部　エンターテインメントクリエイティブ
エグゼクティブ・アート・ディレクター  ソル ソン氏のコメント

予約受付開始

宿 泊 料 金

予 約 方 法

2019年7月26日(金)

曜日やプランにより変動します。詳細は下記の公式ホームページにてご確認ください。

公式ホームページ　https://hotel-liber.jp/ 、 一部宿泊予約サイト、一部旅行代理店

宿 泊 期 間 2019年11月13日(水)～ 

コラボレーションルーム概要

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン・エンターテインメントクリエイティブは、リーベルホテル アット ユニバーサル・
スタジオ・ジャパンのコラボレーションルームを紹介できることを、大変うれしく思います。どの客室でも、それぞれ
のパークの人気者たちが持つ楽しい世界を表現しました。「スヌーピー」たちと一緒に、クールにジャズを奏でたり、
「ピーナッツ」の仲間たちが登場している美しいステンドグラスに囲まれてワクワクしたり。アドベンチャーが好き
なみなさんは、「ジュラシック・ワールド」のようなジャングルをジープで探検してみては。大好きな「セサミストリー
ト™」の仲間たちと、にぎやかに遊ぶのも楽しいに違いありません。リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・
ジャパンでは、あなたの夢が、すべて叶います。どうぞお楽しみください。

オフィシャルストアがホテル内にオープン!パークのオリジナル・グッズが購入できる!

　ホテルロビーにひときわ賑やかな雰囲気の「UNIVERSAL STUDIOS STORE」がホテル開業と同時にオープンします。

パークのオリジナル・グッズなどを取り揃え、ホテルに戻ってからもゆっくりお買い物を楽しんでいただけます。パークの

楽しさをそのままに、ストア内にはお子さまも喜ぶような仕掛けをご用意しています。



建 物 概 要 地上14階

客 室 数 760室

施 設 概 要 1 階：エントランス、フロント、ロビー、カフェ＆バル(160席)、駐車場
3 階：ダイニング（320席）、大浴場、多目的ルーム（約300名）
4 ～ 14 階：客室

リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

　リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、「いままでにないスタイリッシュなホテルステイを提供したい」を

テーマに、女性をターゲットにしたユニバーサル・スタジオ・ジャパン 8棟目のオフィシャルホテルです。

　館内には、地下約1,000mからくみ上げた天然温泉の大浴場や、露天風呂とサウナも併設し、旅の疲れを癒すホテルステイと

してもご利用いただけます。客室数はエリア最大規模の全760室。パークの人気者たちとコラボしたコラボレーションルーム

の他に、大人の女性が洗練された上質な世界観に触れ、エネルギーが充足する喜びを表現するスイートルーム「エレガント」や、

安らぎと優美な時を過ごす喜びを表現する客室など、様々な利用シーンに合わせた客室をご用意しています。

所 在 地 〒554-0031 大阪府大阪市此花区桜島一丁目1番35号

ア ク セ ス JR桜島駅 徒歩1分

延 床 面 積 60,395.52㎡

客室タイプ一覧

ホテル概要

スイートルーム 2室 ラグジュアリールーム 18室

スタンダード/スーペリアルーム

12室

デラックスルーム14室

コラボレーションルーム

12室スペーシャスルーム 702室

 ※全ての画像はイメージです。

外観

エントランスロビー 天然温泉の大浴場 スイートルーム  エレガント



パークの人気者について
【ジュラシック・ワールド】

ユニバーサル・ピクチャーズとアンブリン・エンターテインメントがおくる「ジュラシック・ワールド」は、恐竜と人間が共存すべく奮闘する

驚異とスリル満載の新時代を描くことで、幅広い層の観客を熱中させています。「ジュラシック・ワールド」は、映画の枠を超えた作品と

なっています。50億ドルを超える興行収入を記録するこのシリーズは、毎作壮大な探検先、発見、そして壮大な冒険を提供します。恐

竜たちは復活し、「ジュラシック・ワールド」の世界で生きています。

【ピーナッツ】

チャールズ M. シュルツが「ピーナッツ」のキャラクターたちを初めて世に出したのは1950年、「ピーナッツ」漫画の連載が全米7誌で

始まった時でした。これまでに「ピーナッツ」は21の言語に翻訳され、75か国、2,200紙以上へとその連載は広がりました。真の四コマ

漫画のブランドとして、「ピーナッツ」は世界中のファンに愛され続けていて、ライセンス・ブランドとして今や、世界のトップ10に名を連ね

ています。「ピーナッツ」のキャラクターたちは、世界中で何千もの商品として、また、アミューズメント・パークのアトラクション、カルチャー

イベント、ソーシャルメディア、そして漫画の連載を通して、ファンたちを楽しませています。2018年にはNASAと協力し、次世代を担

う学生たちに宇宙探査やSTEM(理系の教科)への関心を喚起させることを目的として、複数年にわたるSpace Act Agreementを結びま

した。その「ピーナッツ」は、2020年に70周年を迎えます。

【セサミストリート™】

セサミワークショップは、1969 年から教育番組「セサミストリート」をはじめ、様々なメディアや教育プログラムを、世界150 余ヶ国

で提供しているNPO 法人です。世界中の子どもたちがかしこく、たくましく、そしてやさしく育つことを支援し、リサーチと研究に基

づいた、その国やコミュニティーのニーズや文化にあったコンテンツを制作しています。

　ユニバーサル･スタジオ･ジャパンはコムキャストNBCユニバーサルが完全所有しています。

　ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは、国内のみならず海外からも多くのゲストが訪れるエンターテイメント、レジャー界における一大ラン

ドマークとしての地位を築きあげています。「世界最高を、お届けしたい。」という強い想いの下、ハリウッドの人気映画だけではなく、さま

ざまな世界的人気エンターテイメント・ブランドをテーマとする本格的なアトラクションやショー、ゲストが思いきり楽しめるシーズナル・

イベントなど、世界最高クオリティのエンターテイメントを提供し、訪れるゲストに世界最高の体験と思い出をつくっていただいています。

　2001年の開業以来、常に革新をし続けており、近年は「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター™」が絶大な人気を博してい

るほか、「ジュラシック・パーク」エリア一帯を滑走する画期的なフライングコースター「ザ・フライング・ダイナソー」、大人気エリア「ミニオ

ン・パーク」ではミニオンたちが繰り広げる想像を超えた〝ハチャメチャ″が楽しめる「ミニオン・ハチャメチャ・ライド」など次 と々世界最

高エンターテイメントを打ち出し、さらなる進化・成長を遂げています。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンについて

◎ホテルロゴマーク、イメージ写真などご入用の際は、下記までご連絡ください。

本件・取材に関するお問い合わせ先
株式会社武蔵野　リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン　担当：細川・松原

TEL：06-6462-1604　e-mail：pr@hotel-liber.jp　WEB：https://hotel-liber.jp

ユニバーサル･スタジオ･ジャパンについてのお問合わせ先(一般)
インフォメーションセンター　TEL: 0570-20-0606

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト　www.usj.co.jp
パソコンおよび携帯電話、スマートフォンからアクセスできます。媒体へは本お問合わせ先を掲載ください。

リーベルホテル 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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