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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」

「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：野田 良勝）は、

2022 年 11 月 7 日（月）～12 月 25 日（日）の期間、クリスマス特別宿泊プランを販売します

のでお知らせします。本日より、ホテル公式ウェブサイトで予約受付を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 「クリスマス特別宿泊プラン」概要 

予約：2022 年 10 月 18 日（火）より、ホテル公式ウェブサイトにて販売 

※全てのプランの料金は一例です。料金は宿泊日、客室タイプ、宿泊人数により異なります。 

【ホテル ユニバーサル ポート】https://www.hoteluniversalport.jp 

【ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ】https://www.u-vita.co.jp 

 

（1）「サンタがお部屋にやってくる！宿泊プラン」【両館共通】 

1 日 12 室限定の“サンタに会えるプラン”。ポー

トでは 12 月 22 日（木）、24 日（土）、ヴィータで

は 23 日（金）、25 日（日）に、サンタクロースが

客室にプレゼントを届けにやってきます。事前に

ホテルにお預けいただいたクリスマスプレゼント

などを、サンタクロースがお部屋にお届けします。

お子さまや恋人など、大好きな人の笑顔に出会え

る、幸せにあふれるクリスマスをサプライズで演

出します。 

 サンタがお部屋にプレゼントをお届けするプランなど  

「クリスマス特別宿泊プラン」を販売  

～大好きな人の笑顔に出会って、とっておきのクリスマスを！～  
 

サンタがお部屋にやってくる！宿泊プラン（イメージ） クリスマスケーキ付き宿泊プラン（イメージ） 

サンタがお部屋にやってくる！宿泊プラン（イメージ） 

https://www.hoteluniversalport.jp/
https://www.u-vita.co.jp/
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■ホテル ユニバーサル ポート 

【期 間】2022 年 12 月 22 日（木）、24 日（土） 

【名 称】サンタがお部屋にやってくる！プラン 

【料 金】4 名 1 室利用 1 名あたり（朝食付き）11,700 円～（消費税・サービス料込み、宿泊税別） 

【客 室】エーゲ デラックス、カリブ スーペリア 

 

■ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ 

【期 間】2022 年 12 月 23 日（金）、25 日（日） 

【名 称】サンタがお部屋にやってくる！プラン 

【料 金】4 名 1 室利用 1 名あたり（朝食付き）15,000 円～（消費税・サービス料込み、宿泊税別） 

【客 室】ヴィータ スーペリアツイン、ヴィータ デラックスツイン ※8～11 階のプリズムタイプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）「クリスマスケーキ付き宿泊プラン」【両館共通】 

2 種のクリスマスケーキより 1 種をお選びいただき※、お部屋にお届けするプランです。しっ

とりふわふわなスポンジと軽いくちどけの生クリームで優しい甘さに仕上げる苺ショートケー

キと、濃厚で華やかな香りが魅力のキャラメルマンゴームースが隠れたブッシュドノエルの 2

種をご用意しています。笑顔あふれる聖夜をお過ごしいただけるようにと、パティシエがひと

つひとつ心を込めてお作りします。※予約時に 2 種のケーキからお選びいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

苺ショートケーキ（イメージ） 

客室一例 
ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ 

「ヴィータ スーペリアツイン（プリズム）」（イメージ） 

客室一例 
ホテル ユニバーサル ポート 

「エーゲ デラックス」（イメージ） 

ブッシュドノエル（イメージ） 
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■ホテル ユニバーサル ポート 

【期 間】2022 年 11 月 7 日（月）～2022 年 12 月 25 日（日） 

【名 称】ケーキをお部屋にお届け♪クリスマスケーキプラン 

【料 金】4 名 1 室利用 1 名あたり（朝食付き）8,800 円～（消費税・サービス料込み、宿泊税別） 

【客 室】Girly ルーム、エーゲ デラックス、カリブ スーペリア、他  

【備 考】クリスマスケーキお届け可能時間 / 午後 6 時～午後 9 時 

 

■ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ 

【期 間】2022 年 11 月 7 日（月）～2022 年 12 月 25 日（日） 

【名 称】大切な人との心温まるクリスマスを♪2 種類から選べるクリスマスケーキ付プラン 

【料 金】4 名 1 室利用 1 名あたり（朝食付き）8,050 円～（消費税・サービス料込み、宿泊税別） 

【客 室】スパークルーム、レインボールーム、きらきらコーナールーム、スターリールーム、他 

【備 考】クリスマスケーキお届け可能時間 / 午後 3 時～午後 9 時 

 

（3）「クリスマスパーティーメニュー付き宿泊プラン」【ホテル ユニバーサル ポート限定】 

クリスマスならではの“七面鳥”を燻製した「スモークターキーレッグ」や「骨付きフランク」

「パストラミと野菜のピタパンサンド」をはじめ、ローストビーフやシーフードを使った彩り

華やかなオードブルまで、クリスマス感あふれる 12 種類の料理とスパークリングワイン 1 本

をお部屋にお届けするプランです。ご友人やご家族と思い出に残る特別なクリスマスパーティ

ーをお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【期 間】2022 年 11 月 7 日（月）～2022 年 12 月 25 日（日） 

【名 称】パーティメニュー＆スパークリングワインお部屋へお届けプラン 

【料 金】4 名 1 室利用 1 名あたり（朝食付き）11,700 円～（消費税・サービス料込み、宿泊税別） 

【客 室】Girly ルーム、Party ルーム、エーゲ デラックス、カリブ スーペリア、他 

【料 理】クリスマスを彩るお料理 12 種+スパークリングワイン 1 本またはソフトドリンク付き 

 

（4）「シャンパン＆オードブル付き宿泊プラン」【ホテル ユニバーサル ポート限定】 

スモークサーモンとカプレーゼ、ラズベリーのマカロンやフルーツなどのデザートとシャン

パンが楽しめる、恋人、ご夫婦で和やかに過ごす聖夜におすすめのプランです。 

クリスマスパーティーメニュー 
（イメージ） 

クリスマスメニュー付き宿泊プラン 
「Girlyルーム」（イメージ） 

クリスマスメニュー付き宿泊プラン 
「カリブ スーペリア」（イメージ） 
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【期 間】2022 年 11 月 7 日（月）～2022 年 12 月 25 日（日） 

【名 称】ロマンチックに過ごす・・・ 

お部屋にお届け♪シャンパン＆オードブル付プラン 

【料 金】4 名 1 室利用 1 名あたり（朝食付き）13,500 円～ 

（消費税・サービス料込み、宿泊税別） 

【客 室】オーシャンデラックス、カリブデラックスコーナー、他 

【料 理】オードブル＆デザート 6 種+シャパン（ハーフ）1 本付き 

 

※クリスマスパーティーメニュー、シャンパン＆オードブルのお届けが可能な時間は、午後 6 時～午後 10 時です。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、アルコール類の提供など一部サービスを変更・中止する場合があります。 

 

 

2. 「クリスマス装飾」概要 

ポートのロビーにはカラフルなボールオーナメントと雪の結晶をあしらったポップなクリス

マスツリーが並び、ヴィータのエントランスではスターのオーナメントとゴールドのイルミネ

ーションが煌めきます。クリスマスに弾む気持ちが一層高まる、誰もがワクワクするクリスマ

ス空間でお迎えします。 

【期 間】2022 年 11 月 7 日（月）～2022 年 12 月 25 日（日） 

【場 所】ホテルロビー ※無料でお楽しみいただけます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大好きな人と、笑顔あふれる幸せいっぱいのクリスマスをお過ごしください。 

 

3．施設概要 

「ORIX HOTELS & RESORTS」のグループホテルであるホテル ユニバーサル ポート、ホテ

ル ユニバーサル ポート ヴィータは、パークまで歩いてすぐという素晴らしいロケーションに

あるユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。「楽しさいっぱいの世界へ

つながる、港でありたい。」をテーマに、たくさんの笑顔が溢れるひとときをお届けします。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：2023 年 7 月 14 日（金）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。 

 

 

シャンパン＆オードブル付き宿泊プラン 
（イメージ） 

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ 
「クリスマスエントランス装飾」（イメージ） 

ホテル ユニバーサル ポート 
「クリスマスロビー装飾」（イメージ） 
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■ホテル ユニバーサル ポート 

全 600 室を有するユニバーサル・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」は、パークとコラボレーションした日本初の「ミニオンルーム ～グルーの邸

宅～」「ミニオンルーム 2 ～アグネスたちのお部屋～」をはじめ、6 名さままで宿泊可能な「Party

ルーム」、ベビー旅に最適な「WAKU WAKU ワンダールーム」、おしゃれに敏感“可愛い”が大

好きな大人ガールたちのお部屋「Girly ルーム」など多彩なコンセプトルームを展開。今年 7 月

15 日にはパークとのコラボレーション・ルーム第 3 弾となる「ミニオンルーム 3 ～思い出の

遊園地『スーパー・シリー・ファンランド』～」が誕生しました。 

公式ウェブサイト：https://www.hoteluniversalport.jp 

 

 

 

 

 

 

＜受賞歴＞ 

◆トリップアドバイザー「2022 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベストホテル」 

◆楽天トラベルアワード 2020 プレミアム施設部門「ブロンズアワード」 

◆じゃらんアワード 2021「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸ブロック」（12 年連続） 

 

■ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ 

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

開業したホテル ユニバーサル ポート ヴィータ。パークを一望できる「スパークルーム」、上階

がリビングエリア、下階がベッドルームとなった、自宅のように寛げる「もこもこメゾネットル

ーム」、2 段ベッドを 3 台設置した最大 6 名で宿泊できる「レインボールーム」など、個性あふ

れる 14 種類のゲストルームを備えています。  

公式ウェブサイト：https://www.u-vita.co.jp 

 

 

 

 

 

 

＜受賞歴＞ 

◆じゃらんアワード 2021  

「じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞 近畿・北陸エリア 301 室以上」総合部門 1 位 

◆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  

◆トリップアドバイザー「2022 トラベラーズチョイスアワード」 

 

 

 

 

ホテル ユニバーサル ポート、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。 

Minions and all related elements and indicia TM & © 2022 Universal Studios. All rights reserved. 

Universal elements and all related indicia TM & © 2022 Universal Studios. All rights reserved. CR22-3067 

 

セールス＆マーケティング課 ／ 鈴木・大山・坪田 

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

   

 

 

 

 

https://www.hoteluniversalport.jp/
https://www.u-vita.co.jp/
mailto:marketing@u-port.co.jp

