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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、2013年 12月 21日(土）～12 

月 25日(水)中の宿泊を対象としたクリスマス限定宿泊プランを 1日 8室限定で販売します。サンタ

クロースが事前にお預かりしたプレゼントを持ってお部屋を訪問するサービスや、クリスマスケーキ

などがセットになったプランです。 

 また、2013年 11月 13日（水）~12月 25日（水）には「ポートで一生モノの感動を ポートのクリス

マス・フォレスト」をテーマに、ロビーやテーマルームの装飾を実施します。 

ロビーは、ステンドグラスを思わせるロマンチックなクリスマスツリーをメインに、十数本のツリーが

立ち並びます。雪が降り積もるクリスマスツリーの森に、動物たちが喜んで集まってきたような幻想

的な世界を表現しています。 

 さらに、2013年 11月 1日（金）～12月 25日（水）の期間、ポートダイニング テアトロにて「ワン

ダークリスマス・ディナーバイキング」を開催いたします。クリスマス気分を盛り上げるメニューのほか、

冬のパーティにぴったりのメニューをご用意しました。ブッシュドノエルやシュトレン、ホワイトチョコと

苺のケーキなど、クリスマスを代表するスイーツも勢ぞろいします。 

ホテル ユニバーサル ポートでご家族やご友人と、思い出に残るクリスマスをお過ごしください。 
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■クリスマス限定宿泊プラン 

 

☆お部屋にサンタクロースがやってくる！ (1日 8室限定） 
【期間】2013年 12月 21日（土）～12月 25日（水） 

【料金】1名 16,700円～（1室 4名利用時/ 朝食付き） 

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にお届 

けします。お子さまも大喜びする限定宿泊プランです。 

 

＜プラン詳細＞1泊朝食付き+クリスマスケーキ+パーティセット 

◆クリスマスケーキ  ブッシュドノエルまたはガトーショコラ 

  から選べます。（コーヒー付き） 

◆パーティーセット（クラッカー＆パーティハット付き） 

 【メニュー】  ※料理は仕入れの状況により変更する場合もございます。 

・小海老いくら和え、生ハムパイン、スモークサーモン、鴨ロースとリンゴのカラメリゼ、ミニトマトのカ 

 プレーゼ、パストラミと水菜、仔牛のミニテリーヌ ピクルス添え、貝柱とクルミのタルタル苺添え、  

 骨なしビッグチキン、フライドポテト、骨なしフランク、みつせ鶏の骨付きロース 

・スパークリングワインもしくはシャンメリー（ノンアルコール）を 2名さま利用時はハーフボトル 1本、 

 3名～4名さま利用時はフルボトル 1本をプレゼント 

 

 

 

ホテル ユニバーサル ポート 

お部屋にサンタクロースがやってくる！  

クリスマス限定宿泊プランを販売 

    

※画像は 2012年クリスマスのイメージです。 



 

☆選べるオプションメニュー！お部屋でパーティプラン 
【期間】2013年 11月 13日（水）～12月 25日（水） 

① クリスマスケーキ 
ブッシュドノエル、ガトーショコラからお選びいただけます。 

【料金】1名 8,500円～（1室 4名利用時/ 朝食付き） 

② シャンパン+クリスマススイーツ 
ロマンチックなクリスマスを過ごすにはオススメなプランです。 

【料金】1名 13,800円～（1室 2名利用時/ 朝食付き） 

③ パーティセット+クラッカー+パーティハット 
パーティセットを囲んで、お部屋でクリスマスパーティをお楽しみいただけます。 
【料金】1名 11,700円～（1室 4名利用時/ 朝食付き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆クリスマスルームでスペシャルステイ！ 

【期間】2013年 11月 13日（水）～12月 25日（水） 

クリスマスの森をイメージして装飾したクリスマスルームをご用意しま 

した。ロマンチックなお二人にぴったりのスイートカップル♡クリスマス 

ルーム（スーペリアルーム 34㎡）、ファミリーやグループでワイワイ過 

ごしたい方にはクリスマス☆フォレストルーム（デラックス 40㎡または 

デラックスコーナー46㎡）がお勧めです。 
 

 

   

 

■ポートで一生モノの感動を ポートのクリスマス・フォレスト 
【期間】2013年 11月 13日（水）～12月 25日（水） 

 

ポートのロビーはクリスマスの森をテーマに、 

ステンドグラスを思わせるロマンチックなクリス

マスツリーに、池の中にはあたたかな光に包ま

れた幻想的なクリスマスツリーが並びます。天

井にはわくわくするほどたくさんのプレゼントが

デコレーションされたクリスマスリースがロビー

をクリスマス一色に演出します。 

ロビーにしんしんと降る雪がクリスマスの森に降

り積もり、森の動物たちが喜んで集まったような

ファンタジックな世界を表現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです。 

 

※「お部屋にサンタクロースがやってくる！」、「選べるオプションメニュー！お部屋で 

 パーティプラン」のいずれかのプランをご利用いただくお客さまが対象です。 



 

■ポートダイニング テアトロ 「ワンダークリスマス・ディナーバイキング」 
【期  間】2013年 11月 1日（金）～12月 25日（水） 

【時  間】17時 30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】大人（中学生以上）3,960円、小学生 2,420円、幼児 1,100円  ※税・サービス料込み 

      ※2013年 12月 21日～25日の 5日間は大人（中学生以上）4,500円、小学生 2,700円、幼児 1,400円 

【メニュー内容】 ※メニューは予告なしに変更する場合がございます。 

クリスマス寿司、ローストビーフ・クリスマススタイル リンゴドレッシングを添えて、チンゲン菜のマリネ アンチョビ風味、

ヤリイカとカリフラワー セミドライトマトのバルサミコドレッシング、かぼちゃとマスカルポーネ クルミのサラダ、ロースト

蓮根のマリネ マスタード風味、アンコウのフリット 蟹餡かけ、濃厚なポークスペアリブと白インゲン豆のラグー、パイ

がサクッ 中はとろーり サーモンパイの包み焼き ゴルゴンゾーラ風味、鱈と柚子のもっちりパスタ、大根コンソメ煮と

ブリ照焼き、ほっこり大根と薩摩芋のポタージュ、ブッシュドノエル、香ばしいナッツのタルト、ホワイトチョコと苺のケ

ーキ パリブレスト、シュトレン 他 全約 60種類 フリードリンク込み（コーヒー、紅茶、ソフトドリンク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2013年 12月 21日～25日の 5日間はディナータイムにサンタクロースがやってくる！ 

クリスマスケーキ寿司や海鮮丼、ボイルドずわい蟹がスペシャルメニューで登場 

                          

■期間限定！クリスマスディナーコース 
【期間】2013年 12月 21日（土）～12月 25日（水） 

【時間】18時 00分～21時 00分 

【場所】2階ポートダイニング テアトロ 

期間限定のクリスマスディナーコースでとっておきの 

クリスマス・ナイトをお過ごしください。 

WEB（ホテル公式サイト）からご予約いただくとスパ 

ークリングワイン（グラス）をお１人さま 1杯プレゼント！ 

1名 7,000円（税込み） 

クリスマスが待ち遠しくなるメニューがいっぱい   ブッシュドノエルやシュトレンなどクリスマスらしいスイーツ 

 



 

■クリスマス☆オリジナルカクテル 
【期間】2013年 11月 1日（金）～12月 25日（水）   

【時間】8時 00分～23時 30分 

【場所】1階 LoungeR 

ロマンチックな雰囲気にぴったりのクリスマス 

オリジナルカクテルを販売します。 
（左から） 

Angel Christmas～天使のクリスマス～ 1,100円(税込み) 

Star Dust～星屑のファンタジー～    1,100円(税込み) 

ホワイトポートクリスマス            1,200円(税込み) 

 

 

 

 

■キュートなクリスマススイーツ！ 
【期間】2013年 11月 1日（金）～12月 25日（水） 

【時間】8時 00分～22時 00分 

【場所】1階レックスカフェ 

見た目もキュートなクリスマススイーツを販売します。 

プチクリスマス気分を味わえます。 
 

（左）チョコサンタ  500円(税込み) 

（右）ホワイトサンタ 500円(税込み) 

 

 

 

 

 

 

 

■ホテル公式サイト予約限定特典 先着 2,500室限定 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（R）×ホテル ユニバーサル ポート コラボ企画 

ELMO&MOPPY オリジナル 2014カレンダーをプレゼント！ 
【期間】2013年 11月 11日（月）～12月 31日（火） 

上記期間内に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、MOPPYのオリジナル 

2014カレンダーをプレゼントします。 

めくるのが楽しみなMOPPYのカレンダーで来 

年ももっと HAPPYにお過ごしください。 
※１室につき１個プレゼント 

※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。 

※プレゼントは予告なく変更することがございます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

TM & © 2013 Sesame Workshop 

 ※画像はイメージです。 

 



 

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、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

™ & © Universal Studios. All rights reserved. CR13-3098 

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/ 

 

 

☆「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） 

 

 


