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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の 1つ「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、2015年 11月 13日（金）～12月 27日（日）（※）ま

で、「ポートの Sparkling Christmas !」を開催します。 

 

2015 年 11 月 13 日（金）～12 月 25 日（金）の期間は、“柔らかい光に包まれる夢”をコンセプトに、シャ

ンパンピンクを基調とした「Sweet Christmas Room」を 1日 3室限定で販売します。同期間にはパーティ

料理やクリスマスケーキをセットにした宿泊プランも販売します。さらに、2015 年 12 月 23 日（水・祝）～12

月 25 日（金）の 3 日間限定で、サンタクロースがお部屋を訪問するクリスマススペシャル宿泊プラン

「Christmas Night with Santa Claus !」もご用意しました。 

 

また、ポートダイニング リコリコでは、2015年 11月 4日（水）～12月 25日（金）の期間「クリスマスディ

ナーバイキング」を開催します。ザクロソースでフルーティに仕上げた「七面鳥とモッツァレラチーズのロース

ト」やローズマリーなどの香草を使用した「ローストチキン」、しっとりと焼き上げた「ローストビーフ」など、クリ

スマス気分が盛り上がるお料理をご用意しています。デザートにはクリスマスを代表する「シュトーレン」、

「ブッシュ・ド・ノエル」などをはじめ、約 20種類のホテル自慢のスイーツをお楽しみいただけます。 

 

 2015年 7月 15日（水）に開業 10周年を迎えた「ホテル ユニバーサル ポート」。ロビーはユニバーサ

ル・スタジオ・ジャパンで大人気の「ミニオン」が、開業10周年を祝うバースデーデコレーションをお手伝いし

ている姿をイメージした装飾を施し、ゲストの皆さまを賑やかにお迎えしています。なお、2015 年 11 月 13

日（金）～12月 27日（日）の期間は、月光揺らめく水面が幻想的なハーバーサイドを背景に、イエロー＆ブ

ルーのオーナメントが煌めくクリスマスツリーが美しく並びます。さらに 12 月 23 日（水・祝）～12 月 25 日

（金）にはロビーにサンタクロースが登場し、和やかなクリスマスタイムを演出します。 

 

クリスマスは「ホテル ユニバーサル ポート」で、大切な人と笑顔はじける時間をお過ごしください。 

※一部期間が異なるイベント、フェア、プランもございます。 

 

                                                                                以上 

 

 

 

 

 

＜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・大山 

電話：06-6463-5930（直通） FAX：06-6463-4050 

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

 

 

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。 

10th Anniversary 

「ポートの Sparkling Christmas !」 

～ 夢に見たサンタクロースに会えるクリスマス ～ 
 

 

 



 

        ポートの Sparkling Christmas             

期  間 / 2015年 11月 13日（金）～12月 27日（日） 

 

1. クリスマス 宿泊プラン 

「Christmas Night with Santa Claus !」 
【期間】2015年 12月 23日（水・祝）～2015年 12月 25日（金） 

【料金】1泊 1名 朝食・クリスマスパーティセット・クリスマスケーキ付き 

22,700円～（3名さま 1室利用） ※税金・サービス料込 

【販売】「ホテル ユニバーサル ポート」公式 HP 

 

サンタがお部屋にやってくる！ 

毎年大人気の夢のような 3日間限定のスペシャル宿泊プラン。 

事前にお預かりしたプレゼントを 

サンタクロースがお部屋までお届けします。 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. クリスマスディナー 

「クリスマスディナーバイキング」 

【場所】 ホテル ユニバーサル ポート 2階 

ポートダイニング リコリコ （収容人数 342名） 

【期間】 2015年 11月 4日（水）～12月 25日（金） 

【時間】 17:30～21:30 （最終入店 21:00） 

【料金】 大人（中学生以上）4,300円、小学生 2,600円、幼児（4～6歳）1,300円  

※2015年 12月 19日（土）～12月 25日（金）の 7日間は、 

  大人（中学生以上）4,800円、小学生 2,900円、幼児 1,450円 

※税金・サービス料込 

【料理】 ローストチキン、七面鳥とモッツァレラチーズのロースト、 

国産骨付きポークの角煮、鮭のクリームシチュー パイ包み 

焼き、牛ロースステーキ（牛脂注入加工肉を使用）、ロースト 

ビーフ、ムール貝のマリネ、カプレーゼのクリスマスツリー仕 

立て、にぎり寿司、ブッシュ・ド・ノエル、シュトーレンなど 

全約 70種類 

※画像はイメージです。 

 

☆「シャンパン&オードブル付プラン」、「クリスマスケーキ付プラン」など他にもクリスマス限定宿泊プランをご用意しております☆ 

クリスマスパーティセット シャンパンピンクを基調とした Sweet Christmas  Room 

「クリスマスパーティセット付プラン」 
【期間】2015年 11月 13日（金）～2015年 12月 25日（金） 

【料金】1泊 1名 朝食付き 

17,300円～（4名さま 1室利用） ※税金・サービス料込 

【販売】「ホテル ユニバーサル ポート」公式 HP、じゃらん net、 

楽天トラベル、一休.com、るるぶトラベル、スマ宿 

「Sweet Christmas Room」 
【期間】2015年 11月 13日（金）～2015年 12月 25日（金） 

【料金】1泊 1名 朝食・クリスマスパーティセット付き  

19,100円～（4名さま 1室利用） ※税金・サービス料込 

【販売】「ホテル ユニバーサル ポート 公式 HP、じゃらん net、 

楽天トラベル 

 



 

「クリスマスディナーコース」（1日 6組限定・完全予約制） 

【場所】 ホテル ユニバーサル ポート 2階 

ポートダイニング リコリコ 

【期間】 2015年 12月 19日（土）～12月 25日（金） 

【時間】 18:00～21:00 （最終入店 20:00） 

【料金】 12,000円 ※税金・サービス料込 

  

 

 

3. クリスマスカクテル＆スイーツ 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. クリスマスイベント 
「サンタクロースの Christmas Time」 
【期間】2015年 12月 23日（水・祝）～12月 25日（金） 

【時間】日により異なる 【対象】ホテル利用者限定 

【場所】1階ロビー    【料金】無料 

 

おしゃべりしたり、ハグしたり、写真を撮ったり、 

夢に見たサンタクロースに会えるスペシャルな時間！ 

 

 

5. 10th Anniversaryスペシャル宿泊特典 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボグッズ 

うじゃうじゃミニオンが楽しい！ 

「ミニオンオリジナル B6 ノート」をプレゼント 

【期間】2015年 12月 1日（火）～2016年 1月 31日（日） 

※ホテル公式サイトからの予約限定とさせていただきます。 

※特典内容は予告なく変更になる場合があります。 

 

☆上記クリスマスカクテル＆スイーツがセットとなった宿泊プランもご用意しております☆ 

ジュエリーカラーが華やかなクリスマスカクテル 星空やクリスマスツリーをイメージした      

クリスマス期間限定スイーツ♪ 

【場所】Lounge R 

【期間】2015年 11月 1日（日）～12月 25日（金） 

・マーメイドウィッシュ（左）     

・トゥインクルナイト（中）      

・クリスマスタイム（右）      

※税金・サービス料込 

 

1,000円 

1,000円 

1,000円 

 

【場所】REX CAFE 

【期間】2015年 11月 4日（水）～12月 25日（金） 

・クリスマスショートケーキ（左）  

・スノーツリー（中）          

・エトワール（右）           

※税金・サービス料込 

 

550円 

550円 

550円 

 

国産牛フィレとシャラン産鴨のロースト トリュフ

ソース、オマール海老のパイ包み焼きなど、全 7品。 

※画像はイメージです。 

 

ご宿泊人数分プレゼント！（添い寝のお子さまを除く） 

※イメージ 

TM & © 2015 Universal Studios. 



 

■ 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 ポートを臨み、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】 ホテル ユニバーサル ポート 

【所 在 地】 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、コインロッカー、宅配便コーナー、コインランドリー、ベビールームなど 

【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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ☆ じゃらんアワード 2014                                                                     
「じゃらん OF THE YEAR売れた宿大賞 近畿・北陸エリア 301室以上部門」受賞 （6年連続）  
※2009年～4年間は同エリア 101室以上部門にて受賞 
 

☆ 「JTB・るるぶトラベルアワード 2014」  ゴールドアワード 受賞 (3年連続） 

☆ 2015年 トリップアドバイザー 「エクセレンス認証」を 5年連続獲得したホテルとして                       
「殿堂入り」施設に認定              

☆ トリップアドバイザー 「評判の施設 2014」 受賞 （3年連続） 

☆ トリップアドバイザー 「トラベラーズ チョイス アワード 2015」 受賞 （2年連続） 
 ファミリー部門 第 12位 
※トリップアドバイザー：http://www.tripadvisor.jp/ 

☆ 楽天トラベルアワード 2014 プレミアム施設部門 近畿エリア 銀賞 

☆ 楽天トラベルアワード 2014 近畿エリア 楽パック賞 

http://www.tripadvisor.jp/

