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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、館内レストランにて「クリスマスフェア」

を開催しますのでお知らせします。本日よりランチ＆ディナービュッフェの予約受付を開始し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美味しい笑顔に包まれる、とっておきのクリスマスタイムをお過ごしください。 

 

1. 冬のランチ＆ディナービュッフェ「クリスマスフェア」概要 

（1）「ディナービュッフェ」（ホテル ユニバーサル ポート） 

「みんなで美味しいクリスマス！」をテーマに、11 月 7 日（月）～12 月 22 日（木）の期間

は「ローストビーフ」を、12 月 23 日（金）～12 月 25 日（日）の期間は「牛フィレ肉のパイ

包み焼き」を主役に、柔らかくジューシーな味わいが特徴のラム肉のロースト、生パスタを使

ったポルチーニクリームソースのスパゲッティ、ビーフシチューのパイ包み焼き、大豆ミート

のブリトーなど心が躍るお料理が並びます。そのほか、冬が旬のすだち鰤のお造りやまぐろ、

サーモンに“大阪産ロースハム”をネタにした変わり種も並ぶ「にぎり寿司」、豚肉のしゃぶしゃ

ぶなどの和食や、シュトーレンやトナカイの装いがキュートなチョコロールケーキなどの可愛

いスイーツまで、テーブルを華やかに彩る約 70 種のメニューが揃います。 

 クリスマスを華やかに彩る  
「クリスマスフェア」１１月７日から開催  

～本日よりランチ＆ディナービュッフェ予約受付開始～  

 

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ 
ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア「ランチビュッフェ」 

（イメージ） 

ホテル ユニバーサル ポート 
ポートダイニング リコリコ「ディナービュッフェ」 

（イメージ） 
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（1）期 間：2022 年 11 月 7 日（月）～2022 年 12 月 25 日（日） 

（2）場 所：2 階 ポートダイニング リコリコ（342 席） 

（3）時 間：午後 5 時 30 分～午後 9 時 30 分（最終入店 午後 9 時）※90 分制 

（4）料 金：期間 / 2022 年 11 月 7 日（月）～2022 年 12 月 22 日（木） 

大人 4,480 円、小学生 2,680 円、幼児（4～6 歳）1,380 円※ 

期間 / 2022 年 12 月 23 日（金）～2022 年 12 月 25 日（日） 

大人 5,000 円、小学生 3,000 円、幼児（4～6 歳）1,500 円※ 

※料金は全て、消費税およびサービス料が含まれています。 

（5）予 約：「ポートダイニング リコリコ」の予約サイトにて本日より受付開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※メニューは変更になる場合があります。 

 

（2）「ランチビュッフェ」（ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ） 

石窯で焼くピッツァの香りが店内に広がるランチビュッフェでは、季節の石窯焼き料理と

して“クリスマスリース”をイメージし、生ハム、ベビーリーフ、チーズをオーナメントに見

立てトッピングした「クリスマスリースピッツァ」をはじめ、「サーモンとほうれん草のグラ

タンピッツァ」など 4 種のピッツァと“焼きそば”をフィリングにした大阪風のカルツォーネ、

チキンドリアが登場します。また、「シーフードクリームシチュー」「ポトフ」といった、か

らだも心もホカホカと温かくなるようなお料理にクリスマスの飾りでおめかししたクリスマ

※画像はイメージです。 

デザートにはトナカイやツリーをモチ 

ーフにしたスイーツにシュトーレンも。 

しっとりと焼き上げるローストビーフ 
【提供期間】11 月 7 日（月）～12 月 22 日（木） 

クリスマスディナーを華やか彩る牛フィレ肉のパイ包み焼き 

【提供期間】12 月 23 日（金）～12 月 25 日（日） 

にぎり寿司や豚のしゃぶしゃぶ、すだ

ち鰤のお造りなど和食も揃う。 

大豆ミートのブリトーなど、おしゃべり

しながら食べやすいお料理もご用意。 

https://www.tablecheck.com/shops/hoteluniversalport/reserve/
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ススイーツからクレープまで、お子さまも楽しめるメニュー約 50 種をご用意します。 

（1）期 間：2022 年 11 月 7 日（月）～2022 年 12 月 25 日（日） 

（2）場 所：3 階 ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア（367 席） 

（3）時 間：午前 11 時～午後 2 時 30 分（最終入店 午後 2 時）※90 分制 

（4）料 金：大人 1,980 円、小学生 1,180 円、幼児（4～6 歳）680 円※ 

※料金は全て、消費税およびサービス料が含まれています。 

（5）予 約：「ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア」の予約サイトにて本日より受付開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※メニューは変更になる場合があります。 

 

 

2. 「クリスマススイーツフェア」概要（ホテル ユニバーサル ポート） 

サクサク食感のタルト台の上にピスタチオのクリームをツ

リーのように絞り仕上げる「ピスタチオツリーの苺タルト」、

レアチーズケーキの中に隠れているフランボワーズジャム

がアクセントとなった「スノーチーズケーキ」、バニラムー

スと甘酸っぱいチェリーをチョコレートムースで包みこん

だ「ノエルショコラ」、3 種のスイーツを販売します。 

 

※画像はイメージです。 

クリスマスリースをイメージしたピッツァをはじめ、海

老のジェノバ風ピッツァなど 4 種を楽しめる。 
デザートコーナーには、パティシエが作る可愛いクリス
マススイーツが並ぶ。 

店内には石窯で焼き上げるピッツァ
の香ばしい匂いが広がる。 

温かいシチューやポトフを食べれば、
からだも心もホカホカ幸せ気分！ 

パスタはナポリタン、ミートソース、
明太子スパゲッティの 3 種をご用意。 

クリスマススイーツフェア（イメージ） 

https://www.tablecheck.com/shops/hoteluniversalport-solis-gratia/reserve
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（1）期 間：2022 年 11 月 7 日（月）～2022 年 12 月 25 日（日） 

（2）場 所：1 階 レックスカフェ（24 席） 

（3）時 間：午前 11 時～午後 10 時 

（4）料 金：（写真の手前右から時計回りに） 

スノーチーズケーキ 693 円/ピスタチオツリーの苺タルト 703 円/ノエルショコラ 703 円 

※料金は全て、消費税が含まれています。 

 

3. 「ウインターカクテルフェア」概要（ホテル ユニバーサル ポート） 

クリスマスをテーマにした 2 種のカクテルが登場します。 

鮮やかなブルーのカクテル「Holy Night」はブルーキュラ

ソーと柚子、レモンの風味が爽やかな味わいです。聖夜を

イメージしツリーに見立てて飾ったローズマリーと星形

のパイナップルを添えて。クリスマスレッドの「Winter 

Bell」は白ワインをベースにストロベリーのリキュールと

青りんごのシロップを加えソーダで割った、フルーティな

香りのカクテルです。 

（1）期 間：2022 年 11 月 7 日（月）～2022 年 12 月 25 日（日） 

（2）場 所：1 階 ラウンジ R（34 席） 

（3）時 間：午前 11 時～午後 10 時 

（4）料 金：（左）Holy Night 1,100 円、（右）Winter Bell 1,000 円 

※料金は全て、消費税およびサービス料が含まれています。 

 

4．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。 

■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 

ウインターカクテルフェア（イメージ） 

https://www.hoteluniversalport.jp/
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＜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. CR22-3125 

 

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 
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