
2014年 11月 10日

ホテル ユニバーサル ポートのクリスマスイベント

「ポートはワクワクがいっぱいのプレゼント箱！」を開催

～HappyHappyHappyHappy♪♪♪♪MerryMerryMerryMerry♪♪♪♪クリスマスルームや

お部屋にサンタがやってくる宿泊プランをご用意～

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、2014 年 11 月 14 日（金）～2014年 12 月 25
日（木）まで「ポートはワクワクがいっぱいのプレゼント箱！」をコンセプトとしたクリスマスイベントを開催し

ます。

期間中は、サンタクロースからのスペシャルメッセージが隠されたコンセプトルーム「Happy♪Merry♪
クリスマスルーム」を 1日 3室限定で販売します。パーティ料理やクリスマスケーキがセットとなった宿泊

プランや 12月 20日（土）～25日（木）にはサンタクロースがお部屋を訪問するサービスも実施します。

さらに、2014年 11月 5日（水）～12月 25日（木）の期間には、ポートダイニング リコリコにて「オージ

ービーフと Xmas フェア ディナーバイキング」を開催します。ローズマリーなどの香草を使用した「ロース

トチキン」や、しっとりと焼き上げた「ローストビーフ」などのダイナミックなお肉料理がクリスマス気分を盛

り上げます。パルミジャーノ・レッジャーノの器で仕上げる「牛タンシチューのリゾット」は風味豊かな一品

です。「ブッシュドノエル」や「シュトーレン」などのクリスマスを代表するスイーツ、りんごとキャラメルのシ

ブーストなどホテル自慢のスイーツも豊富にご用意しております。

ロビーは「ポートのクリスマスは海の中！」をテーマに、フロントに設置している全長15ｍの水槽の上に

はシュノーケルをつけたサンタクロースや、サンゴの角をかぶったアザラシファミリーのイラスト装飾が皆

さまをお出迎えします。ベイエリアに佇む「ホテル ユニバーサル ポート」ならではのクリスマスの世界を

お楽しみください。

1 コンセプトルーム

「ポートのHappyHappyHappyHappy♪♪♪♪MerryMerryMerryMerry♪♪♪♪クリスマスルーム」

【期間】2014年 11月 14日（金）～12月 25日（木）

サンタさんからの““““スペシャルメッセージ””””を探してね！

HappyHappyHappyHappy♪♪♪♪MerryMerryMerryMerry♪♪♪♪クリスマスルーム

華やかなツリーに心躍るお部屋には、サンタさんからの“スペシャル

メッセージ”が隠されています。ホーリーライトで光をあてて探してね。

ベッドに入るとサンタさんに大変身?!

名 称 / ポートはワクワクがいっぱいのプレゼント箱！

期 間 / 2014 年 11 月 14 日（金）～2014 年 12 月 25 日（木）

クリスマス装飾を施した

Happy♪Merry♪クリスマスルーム



☆クリスマスケーキ付プラン （朝食付）

【料金】1泊 1名 13,700円～（1室 4名利用時）

※税・サービス料込み

☆パーティセット＆クリスマスケーキ付プラン （朝食付）

【料金】1泊 1名 18,700円～（1室 4名利用時）

※税・サービス料込み

2 クリスマス宿泊プラン

＜プラン①＞

「キミのお部屋にサンタクロースがやってくる！」（1111日 6666室限定）

【期間】2014年 12月 20日（土）～12月 25日（木）

サンタさんがお部屋にプレゼントを届けに行くよ♪♪♪♪
事前にお送りいただいたプレゼントをサンタクロースがお子さまに手渡します。

お子さまもきっと大喜び。

☆パーティセット＆クリスマスケーキ付プラン （朝食付）

【料金】1泊 1名 21,500円～（1室 4名利用時）

※税・サービス料込み

＜プラン②＞

お部屋で PartyPartyPartyParty♪♪♪♪ 「クリスマスパーティセット付プラン」

【期間】2014年 11月 14日（金）～12月 25日（木）

ターキーレッグ、骨付きソーセージなどボリューム満点のお料理に

スパークリングワイン付き。

パークで思いっきり遊んだ後は、お部屋でクリスマスパーティを。

☆パーティセット付プラン （朝食付）

【料金】1泊 1名 15,600円～（1室 4名利用時）

※税・サービス料込み

大勢の妖精が世界中の子供たちへの

プレゼントを用意している絵画

ホーリーライトで光をあてると

スペシャルメッセージが浮き上がります

ほんわかサンタさんがのった

クリスマスケーキ

ボリューム満点のパーティセット



＜プラン③＞

大切な人と待つクリスマス☆ 「カファレルのチョコレート付プラン」

【期間】2014年 11月 14日（金）～12月 20日（土）

イタリアの老舗チョコレートブランド「カファレル」のクリスマス限定チョコレートで

アーリークリスマスをお楽しみください。

ヨーロッパの雰囲気漂うお洒落な缶は、クリスマスツリーのオーナメントにも。

☆カファレルチョコレート付プラン （朝食付）

【料金】1泊 1名 12,500円～（1室 2名利用時）

※税・サービス料込み

3 クリスマススペシャルディナー＆SweetSweetSweetSweet JAZZJAZZJAZZJAZZ LiveLiveLiveLive

【期間】2014年 12月 24日（水）・ 12月 25日（木）

【時間】18時 00分～

【場所】2階 ポートダイニング アクア

【料金】13,000円 ※ 税・サービス料込み

【メニュー内容】

パルマ産生ハムと水牛のモッツァレラチーズ

カリフラワーのブティーノ 雲丹の泡と冬トリュフ

本鮪と長イモの冷製カッペリーニ キャビア添え

オマールエビのリゾット XO醤風味

鮑の柔らか煮 白ワインと肝の 2色ソース

やわらか牛フィレ肉のパイ包み焼き

フォアグラバター添え

ドルチェ 3種盛

4 ポートダイニング リコリコ

「オージービーフと XmasXmasXmasXmasフェア ディナーバイキング」

【期間】2014年 11月 5日（水）～12月 25日（木）

【時間】17時 30分～21時 30分（最終入店 21時）

【場所】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

※2014年 12月 20日～25日の 6日間は、大人（中学生以上）4,800円、小学生 2,900円、幼児 1,450円

【メニュー内容】 全約 70種 ※メニューは予告なしに変更する場合がございます。

＜COLD＞ローストビーフ クリスマスツリースタイル、スモークサーモンのモッツァレラチーズ巻、か

ぼちゃとクルミのサラダ マスカルポーネソース、鰤のカルパッチョ、青梗菜のマリネ アンチョビ風味、

蕪のムース 甘海老とアメリケーヌソースと共に

＜HOT＞
ローストチキン、ローストビーフ、ビーフグラタン、ハッシュドビーフ、ビーフグラタン、ビーフピラフ、白

身魚のアクアパッツァ、大根のコンソメ煮と鰤の照り焼き、鱈と柚子のパスタ、野菜しゃぶしゃぶ

「聖なる夜は大切な人と…」

華やかな Christmasにふさわしい、旬の食材のお料理を

ご堪能いただいた後は、キャンディー浅田の Sweetな歌声で

ラグジュアリーなひとときをお過ごしください。

※画像はイメージです



＜DESSERT＞
ブッシュ・ド・ノエル、クリスマスショートケーキ、シュトーレン、パリブレスト、ムースフロマージュ、りん

ごとキャラメルのシブースト、木の実のタルト、自家製バウムクーヘン、季節のタルト、プリン、マカロ

ン、ゼリー、チョコレートファウンテン、アイスクリーム 8種

＜DRINK＞

コーヒー、紅茶、ソフトドリンク

5 ホテルオリジナル クリスマススイーツ

「可愛くて SweetSweetSweetSweet ♪♪♪♪ クリスマス限定ケーキ」

【期間】2014年 11月 5日（水）～12月 25日（木）

【場所】1階 レックスカフェ

ホテルパティシエが作るクリスマスケーキを 2種ご用意。

きょとんとした表情のサンタクロースがのったふわふわスポンジは

みんな大好き「クリスマス☆ショートケーキ」、チョコ味にキャラメル

の風味が香ばしいしっとりとしたスフレの中にはたっぷりのバナナ

が隠れている「チョコキャラメルスフレケーキ」。

甘いスイーツで Sweetなクリスマスを。

ローストチキンにローストビーフ！ダイナミックなお肉料理がずらり！

12/20～12/25 はクリスマスイベントを開催！

サクサクのパイで包んだ

牛フィレ肉のパイ包み焼き

左 「クリスマス☆ショートケーキ」

右 「チョコキャラメルスフレケーキ」

500円（税込み）

480円（税込み）

クリスマスオーナメントのように可愛いスイーツ

スペシャルメニューが 2 種登場！

冬の味覚！

ボイルずわい蟹

サンタがリコリコにやってくる！

一緒に記念撮影できます♪

※画像は 2012 年開催時のものです



6 クリスマスカクテル

「オリジナルＸｍａｓカクテルで乾杯 ♪♪♪♪」
【期間】2014年 11月 1日（土）～12月 25日（木）

【場所】1階 ラウンジＲ

スパークリングワインにグレープフルーツのほのかな苦みとミントが

爽やかな「スターライトクリスマス」、クリスマスキャンドルをイメージ

したカシスとベリーの愛らしいカクテル「スウィートキャンドル」、

洋ナシとパイナップルを使用した優しい甘みの「エンジェルスノー」。

ラウンジでの時間をゆったりとお過ごしになる方にも、会話がはずむ

グループの方にもお楽しみいただけるカクテルをご用意しました。

7 ロビー装飾

「ポートのクリスマスは海の中！」

【期間】2014年 11月 14日（金）～12月 25日（木）

ロビーは「ポートのクリスマスは海の中！」をテーマに、フロントの水槽上部などを装飾します。

～装飾テーマ～

サンタが海の中からHO HO HO ! ソリをひくのはサンゴの角をかぶった、チーム“サンタとアザラシファミリー”。
赤鼻がキュートなお姉ちゃん、ちっちゃめキュートなママ、グリーンの瞳が綺麗なパパ、元気いっぱいの末っ子くん!
なかよく力を合わせ、サンタと一緒にたくさんのプレゼントをキミたちのところへ届けてくれるよ！

8 ホテル公式サイト予約限定特典 先着 2,0002,0002,0002,000室限定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

××××ホテル ユニバーサル ポート

「2015201520152015 オリジナルカレンダー」 をプレゼント！

【期間】2014年 11月 10日（月）～2015年 1月 6日（火）

カラフル＆キュートなセサミストリートＴＭの人気キャラクターが大集結

したカレンダーを差し上げます。

左から

「スターライトクリスマス」

「スウィートキャンドル」

「エンジェルスノー」

1,200円（税込み）

1,200円（税込み）

1,200円（税込み）

TM & © 2014 Sesame Workshop



■■■■ 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室以上部門 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

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/


