
2015年 1月 21 日

みんなの笑顔はじける！

「 HappyHappyHappyHappy SweetSweetSweetSweet PortPortPortPort 」フェア開催

チョコレートやお菓子でいっぱいのロビー装飾や

キュートなアニマルグッズで癒されるフェリシモとの期間限定コラボルームが登場！

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 1月 9日（金）～3月 8日（日）まで、Sweet
＆Cute をテーマにした「Happy Sweet Port」フェアを開催しておりますので、お知らせします。

期間中、ロビーは本物のようなチョコレートやお菓子の装飾を施し、甘くファンタジックな空間でゲストの皆

さまをお迎えします。ご宿泊の皆さまには、アニマルグッズの愛らしさに癒される「フェリシモ※×ホテル ユ

ニバーサル ポート コラボルーム」を1日3室限定でご用意しました。お部屋には、サングラスをかけたパン

ダやオオカミのハンガー、腕枕をしてくれる熊のぬいぐるみなど、ユーモラスなアニマルグッズで、お泊り女

子会やパジャマパーティを楽しく盛り上げます。コラボルームにご宿泊の皆さまには、猫耳がついた可愛い

ヘアターバンをもれなくプレゼントいたします。

また、2015年 1月 7日（水）～2月 28日（土）には、ホテル公式サイトから宿泊予約をいただいた方を対

象に、抽選会を開催します。ホテル宿泊券やレストラン食事券、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、魅力的な賞品をご用意しました。

ポートダイニング リコリコでは、スイーツメニューも充実した「冬の味覚と中国料理ディナーバイキング」

を 2015年 1月 6日（火）～3月 3日（火）まで開催しております。冬の味覚のずわい蟹をお好きなだけお召

し上がりいただけるほか、海老チリソースや豚肉の角煮、広東風焼きそば、カニ炒飯など味わい深い中国

料理をご提供します。デザートにはマンゴープリン、杏仁豆腐、ココナッツミルクプリンなどのチャイニーズス

イーツをはじめ、ホテルパティシエが作る彩り美しいスイーツを種類豊富にご用意しております。

ご家族やご友人と心も身体もふんわり温まる、楽しいひとときをお過ごしください。

以上

※フェリシモ････株式会社フェリシモは1965年創業の大手通信販売会社。主に女性をターゲットとして、

衣料品、生活雑貨、インテリア、美容関連商品、食品などの自社開発商品を販売しております。

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・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/

http://ja.wikipedia.org/wiki/wiki/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E8%B2%A9%E5%A3%B2
http://ja.wikipedia.org/wiki/wiki/%E9%9B%91%E8%B2%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%04l%07e
http://ja.wikipedia.org/wiki/


1 ロビー装飾

【期間】2015年 1月 9日（金）～3月 3日（火）

ポートのロビーがチョコレートでいっぱいにデコレート！ シャンデリアは色とりどりなキャンディーをイメージしました。

② コンセプトルーム

「フェリシモ ×××× ホテル ユニバーサル ポート コラボルーム」

【期間】2015年 1月 13日（火）～3月 8日（日）

キュート＆ユニークなアニマルグッズがいっぱい

フェリシモの可愛いアニマルグッズがお部屋に大集結します。

とぼけた表情の動物たちに囲まれて、みんな一緒にパジャマ

パーティを楽しみませんか。

☆ 朝食付プラン

【料金】1泊 1名 10,300円～（1室 4名利用時）

※ 税・サービス料込み

名 称 //// みんなの笑顔はじける！HappyHappyHappyHappy SweetSweetSweetSweet PortPortPortPort
期 間 //// 2015201520152015年 1111月 9999日（金）～3333月 8888日（日）

おしゃれメガネな都会派アニマルたちふわふわ♪もこもこ♪猫耳ヘアターバン アニマルたちのたくましい腕にうっとり

フェリシモ ×
ホテルユニバーサルポート
コラボルーム



③ ホテル公式サイト予約 限定イベント

「豪華プレゼントが当たるかも!?!?!?!?大抽選会」

【期間】2015年 1月 7日（水）～2月 28日（土）

2015201520152015年度の運だめし！

ホテル公式サイトから宿泊予約をいただいた方を対象に

ステキな賞品が当たる抽選会を開催いたします。

＜賞品一例＞

ホテル ユニバーサル ポート 宿泊券（ペア 3組）

ポートダイニング リコリコ ディナーバイキング食事券（ペア 3組）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス（70名様）

④ ポートダイニング リコリコ

「冬の味覚と中国料理フェア ディナーバイキング」

【期間】2015年 1月 6日（火）～3月 3日（火）

【時間】17時 30分～21時 30分（最終入店 21時）

【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）

【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 ※ 税・サービス料込み

【メニュー内容】

ボイルずわい蟹、ローストビーフ 中華ソース、鰤のカルパッチョ、

蒸し鶏と中華クラゲのサラダ、中華風巻寿司、海老チリソース、

豚肉の角煮、麻婆豆腐、鶏団子と冬野菜の中華うま煮、

空芯菜炒め、広東風焼きそば、カニ炒飯、しゃぶしゃぶ、

野菜のにぎり寿司、手巻き寿司、カニと卵のとろみスープ、

マンゴープリン、杏仁豆腐、ココナッツミルクプリン、ナタデココ、

黒ゴマのブランマンジェ、いちご大福、チョコレートファウンテン、

アイスクリーム 8種、コーヒー、紅茶、ソフトドリンク、

他 全約 70種類

※メニューは予告なしに変更する場合がございます。

大好評！

シェフが目の前で焼き上げる

牛ステーキ

（牛脂注入加工肉を使用）

見た目も楽しい

ホテルパティシエ手作りのカラフルスイーツ

冬の味覚！ずわい蟹も食べ放題



⑤ ホテルオリジナルケーキ

「LadyLadyLadyLadyのハートがきゅん♡となる CuteCuteCuteCute CakesCakesCakesCakes♪」

【期間】2015年 1月 7日（水）～3月 3日（火）

【場所】1階 レックスカフェ

ホテルパティシエが作る Cuteなケーキを 2種ご用意。

もちもちの皮でホワイトチョコムースと苺を包み、オレンジ＆アンズの

マシュマロをトッピングした「ホワイトチョコムースの苺大福」、

クルミとアーモンドをカラメリゼした甘さと香ばしさがくせになる

「キャラメルナッツとリンゴのタルト」。

優しい甘さに心がほっとする味わいに仕上げました。

⑥ シーズンカクテル

「フルーティで SweetSweetSweetSweetなサングリアフェア」

【期間】2014年 12月 26日（金）～2015年 1月 31日（土）

【場所】1階 ラウンジＲ

ぶどうの香り漂う赤ワインベース、すっきり爽やかな白ワインベース、

身体の中からあたたまるホットサングリア。

ほんのり甘酸っぱい、フルーティなサングリアを 3種ご用意いたしました。

左 「ホワイトチョコムースの苺大福」 420円（税込み）

右 「キャラメルナッツとリンゴのタルト」 450円（税込み）

左 「サングリア（赤）」

中 「サングリア（白）」

右 「ホットサングリア」

750円（税込み）

750円（税込み）

800円（税込み）



■■■■ 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】 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 5年連続第 1位

☆ 「JTB ・るるぶトラベルアワード 2012 ・ 2013」2年連続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）

☆ トリップアドバイザー「トラベラーズ チョイス アワード 2014」を受賞


