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ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®のオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」（所在

地：大阪市此花区桜島 1-1-111、総支配人：金井 紀生）は、2014 年 1 月 1 日（水・祝）～5 日

（日）の 5日間にお正月イベントを開催し、新春をにぎやかに祝います。 

2014 年元日は獅子舞や鏡開きによる振る舞い酒をご用意し、元日から 1 月 2 日（木）までの

2 日間は、ロビーに設けた縁日や餅つきなどのイベントを無料でお楽しみいただけるなど、お正

月気分を盛り上げます。 

2Fレストラン「ポートダイニング テアトロ」では、おせち料理も味わえる「年末年始ハッピーバイ

キング」を開催し、お正月の伝統的な料理と多彩な和洋バイキングメニューをご提供します。  

また、2014年 1月 6日（月）～2月 28日（金）までは「Welcome2014ニューイヤーキャンペ

ーン」を実施します。ホテル公式サイトから宿泊のご予約をいただいた方に、抽選で大阪湾を巡

るベイクルーズやユニバーサル・スタジオ・ジャパン®1デイ・スタジオ・パスなどの賞品が当たるキ

ャンペーンの開催や、お得な期間限定宿泊プランもご用意しました。 

2014年は、ホテル ユニバーサル ポートで新年の始まりをぜひお過ごしください。                                                                                                      

 

以上 

●お正月イベント● 

日付 時間 イベント 場所 

1月 1日 9：30 獅子舞 テアトロ 

  10：00 鏡開き（祝い酒振る舞い） ロビー 

   縁日（～15：00）ヨーヨーつり、わなげ※ ロビー 

  10：15 餅つき（～10：55）※ ロビー 

  10：30 獅子舞 ロビー、テアトロ 

  11：30 餅つき（～12：10）※ ロビー 

1月 2日 10：00 縁日（～15：00）ヨーヨーつり、わなげ※ ロビー 

  10：15 餅つき（～10：55）※ ロビー 

  11：30 餅つき（～12：10）※ ロビー 

 

 

                                            
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル ユニバーサル ポート 

伝統的な日本のお正月イベントやニューイヤーキャンペーンを開催 

※イベント内容は予告なしに変更する 

  場合がございます。 

※餅つきは数量限定でご用意しております。 

※縁日はホテルご利用のお客さまへの 

無料サービスです。 

（小学生以下のお子さま 1日先着 200名様限定） 

お 1人さまにつき 1回、お楽しみいただけます。 
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●年末年始ハッピー・バイキング● 

【期  間】2013年 12月 26日（木）～2014年 1月 5日（日） 

【時  間】ランチ   12時 00分～14時 30分（最終入店 14時 00分） 

   ディナー 17時 30分～21時 30分（最終入店 21時 00分） 

※2013年 12月 30日は 17時 30分～22時 00分（最終入店 21時 30分） 

2013年 12月 31日は 17時 00分～21時 30分（最終入店 21時 00分） 

【場  所】2階 ポートダイニング テアトロ （収容人数／300名） 

【料  金】ランチ   大人（中学生以上）1,600円、小学生 960円、幼児 480円 

             ※2014年 1月 1日～5日の 5日間は大人（中学生以上）2,500円、小学生 1,500円、幼児 750円 

   ディナー 大人（中学生以上）3,960円、小学生 2,420円、幼児 1,100円 

             ※2014年 1月 1日～5日の 5日間は大人（中学生以上）4,700円、小学生 2,800円、幼児 1,400円 

（料金は税・サービス料込み） 

 

【メニュー内容】  

和洋バイキングメニューに加え、2014年 1月 1日(水・祝）～5日（日）の 5日間はシェフ厳選のおせち

料理コーナーもご用意します。お正月の味覚をご堪能ください。※メニューは予告なしに変更する場合がご

ざいます。 

おせち料理メニュー：  有頭エビのだし煮、酢ダコ、数の子、ひねりこんにゃく、たたきごぼう、 

しいたけ旨煮、手毬り餅、伊達巻、絵馬かまぼこ 

※有頭エビのだし煮、酢ダコはディナータイム限定でご用意しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末年始にファミリーで楽しめるメニューが盛りだくさん！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014年 1月 1日(水・祝）～5日（日）は、バイキングメニューにおせち料理をプラス。お正月気分を盛り上げます。 

 

※画像はイメージです。 

 

 



 

●Welcome2014ニューイヤーキャンペーン● 

１．ホテル公式サイト限定予約特典 

  【期 間】2014年 1月 6日（月）～2月 28日（金） 

  ホテル公式サイトから宿泊のご予約をいただいたお客さまに 

すてきなプレゼント。 

  特典① ポートオリジナル☆スマホスタンドプレゼント 

ホテルオリジナルのイラストがキュートなスマホスタンドを、 

もれなくプレゼント！ 

  特典② 【ニューイヤースペシャル特典！】豪華プレゼントが抽選で当たる？！ 

  プレゼントキャンペーン！ 

   期間中、チェックインの際に抽選で、ステキなプレゼントが当たります。 

  <景品一例> 

  ・ベイクルーズ（1隻貸し切り） 2組さま 

  ・ホテル ユニバーサル ポート ペア宿泊券 3組さま 

  ・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン® 1デイ・スタジオ・パス 80名さま 

  ・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン® オリジナル 

パークの人気者モッピーのぬいぐるみ（L） 3名さま 
 

   ※上記期間中、ホテル公式サイトから宿泊のご予約をいただいたお客さまへの限定サービスです。 

   ※スマホスタンドは 1室につき 1個、抽選は、1室につき 1回となります。 

   ※プレゼントは予告なく変更する場合がございます。 

 

 

2．期間限定宿泊プラン 

  期間限定ウェルカム 2014記念宿泊プラン 

  【期 間】2014年 1月 6日（月）～2月 28日（金） 

  朝・夕食バイキングがついて 

  お 1人さま 10,000円（2名 1室利用時） 

  【スペシャル特典】 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®× 

ホテル ユニバーサル ポート 

コラボ企画 ELMO&MOPPY オリジナルカレンダーを 

プレゼント！ 

 
※1室につき 2つプレゼントいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

© & ® Universal Studios.  All rights reserved. CR13-3868 

ホテル ユニバーサル ポートは 

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。 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

ホテル ユニバーサル ポート マーケティング課 ／ 鈴木・藤原 

電話：06-6463-5930（直通） FAX：06-6463-4050 

E-mail：takashi.suzuki@u-port.co.jp  URL：http://www.hoteluniversalport.jp/ 

 

 



 

施設概要 

 

ホテル ユニバーサル ポートは、はじめて出会うリゾート&エンターテインメントホテルをテーマにした、

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®のオフィシャルホテル。目の前にユニバーサル シティ ポートを望み、

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®へも歩いてすぐという素晴らしいロケーションです。 

ホテルオリジナルのコンセプトルーム、6名さままで一緒に泊まれる Partyルームや、ベビー・キッズと

一緒に家族旅行が楽しめる WAKU WAKU ワンダールームは、ファミリーに大人気です。コンセプトテ

ーマである「アクア」をイメージした水の流れるエントランスや 15mの巨大水槽、「映画」のセットをモチー

フにしたモニュメントなどエンターテインメント性溢れるホテルです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

【 施 設 名 】 

【所 在 地】 

ホテル ユニバーサルポート 

大阪府大阪市此花区桜島 1-1-111 

【電 話 番 号】 06-6463-5000 

【施 設 規 模】  客室数：600室 

【飲 食 施 設】 レストラン 2店舗、ラウンジ 1店舗、カフェ 1店舗 

【その他施設】 ショップ、サロン、キッズルーム、コインロッカー、宅配便コーナー、WEB ステーション、コインラ

ンドリーなど 

【交通 ｱｸｾｽ】 JRユニバーサルシティ駅より徒歩 3分  

（JR大阪駅から JRユニバーサルシティ駅までは直通電車で 12分） 

【U R L】  http://www.hoteluniversalport.jp/ 

【運 営】  オリックス不動産株式会社 

☆「じゃらん OF THE YEAR」  

2012年 4月～2013年 3月近畿・北陸エリア 101室以上部門 4年連続第 1位 

☆「JTB・るるぶトラベルアワード 2012」にてゴールドアワード受賞 

☆世界最大の口コミサイト トリップアドバイザーの「評判の施設」（2012年・2013年） 

 

 


