
 

2015年 3月 12日 

 

うさぎとたまごの春の森♪ 

「 Happy Smile Easter 」フェア開催 

カラフルなイースター・バニー＆エッグがいっぱい！ 

春の森をイメージしたロビー装飾や期間限定イースタールームが登場！ 

 

 

  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 3 月 13 日（金）～6 月 30 日（火）まで、

「Happy Smile Easter」フェアを開催しますので、お知らせします。 

 

  期間中、鮮やかなグリーンの芝生が茂ったようなシャンデリアの下、ロビーをカラフルでポップなイースタ

ー・エッグで彩り、春のお花畑のような空間で皆さまをお迎えします。イースター・バニーが住む森をイメー

ジした「イースタールーム」（1 日 1 室限定）には、ご宿泊の皆さまに森の仲間になった気分でお泊りいただ

けるよう、お部屋に「うさぎ耳のカチューシャ」をご用意しています。さらに、大阪市立自然史博物館で 2015

年 3 月 21 日（土･祝）より開催される特別展「スペイン奇跡の恐竜たち」（※）とコラボレーションした「恐竜ル

ーム」(1日 2室限定）が登場します。迫力の肉食恐竜「コンカベナトール」や巨大な恐竜の足跡の装飾が施

された部屋では、白亜紀にタイムトリップしたような感覚をお楽しみいただけます。 

   

  また、ポートダイニング リコリコでは、2015 年 3 月 4 日（水）～5 月 7 日（木）まで、春を感じる爽やかな

彩りの「春野菜とイタリア料理フェア ディナーバイキング（約 70種）」を開催しております。グリーンアスパラ

のアンチョビソースや菜の花と桜海老のペペロンチーノなど旬の食材を使用した料理をはじめ、ゴルゴンゾ

ーラとハチミツのピザや骨付き仔羊の香草焼き、鯛のソテー ジェノバソースなど多彩なイタリア料理をご提

供します。デザートにはティラミス、イタリアンチーズパイ、ブラッドオレンジのムースなどのイタリアンスイー

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、爽やかな春を感じる楽しいひとときを「ホテル ユニバーサル ポート」でお過ごしくださ

い。 

                                                               

                                                               以上  

 
※特別展「スペイン奇跡の恐竜たち」は 2015年 3月 21日（土・祝）～5月 31日（日）、大阪市立自然史博物館で開催します。 

  特別展「スペイン奇跡の恐竜たち」に関するお問い合わせ：大阪市立自然史博物館 TEL：06-6697-6221 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 



 
  

 

 

 

 

① ロビー装飾 

【期間】2015年 3月 13日（金）～6月 30日（火） 

カラフルでポップなイースター・エッグで彩られたロビーは、まるで春のお花畑のようです。 

シャンデリアからはイースター・バニーのふわふわとした長い耳がチラリとのぞいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② コンセプトルーム 

「イースタールーム」 

【期間】2015年 3月 13日（金）～6月 30日（火） 

 

春の森でうさぎと一緒にお泊りしよう♪ 

イースターリースで飾られた扉を開けると、そこはカラフルな春の森。 

可愛いうさぎたちがいっぱいのお部屋に用意した「うさぎ耳のカチュー 

シャ」をつければ、イースター・バニーが住む森の仲間の一員になった 

気分になれるかも。 

 

☆ 朝食付プラン 

【料金】1泊 1名 12,000円～（1室 4名利用時）   

※ 税・サービス料込み 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

名  称 / うさぎとたまごの春の森♪  「Happy Smile Easter」 

期  間 / 2015年 3月 13日（金）～6月 30日（火）  

お子さまが楽しめるおもちゃをご用意 
春色のカラフルフラワーがいっぱい 

「うさぎ耳のカチューシャ」を 1室 2個プレゼント 



 
特別展 スペイン奇跡の恐竜たち コラボルーム 

「恐竜ルーム」 

【期間】2015年 3月 13日（金）～5月 31日（日） 

 

 

1億 4千万年前にタイムトリップ！? 

日本スペイン交流 400周年事業 

大阪市立自然史博物館とのコラボレーション 

 

ベッドの上に大きな足跡が！？ 

振り返ると肉食恐竜「コンカベナトール」がこちらを見ている！ 

天井には星々がきらめき、その間を流れてゆく彗星たち。 

その景色はまるで、白亜紀にタイムトリップしたようです。 

 

 

☆ 朝食付プラン 

【料金】1泊 1名 13,500円～（1室 4名利用時）   

※ 税・サービス料込み 

 

 

 

③ ポートダイニング リコリコ  

「春野菜とイタリア料理フェア ディナーバイキング」  

【期間】2015年 3月 4日（水）～5月 7日（木） 

【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】 

鯛のカルパッチョ、トマトとモッツァレラのカプレーゼ、生ハムフルーツ、 

グリーンアスパラのアンチョビソース、ローストビーフ、春野菜の天ぷら、 

菜の花と桜海老のペペロンチーノ、ポルチーニソースのパスタ、 

ピザ 3種 （マルゲリータ、ゴルゴンゾーラとハチミツ、アンチョビと 

オリーブのミモザ）、骨付き仔羊の香草焼き、鯛のソテー ジェノバソース、 

ティラミス、イタリアンチーズパイ、ブラッドオレンジのムース、 

パンナコッタ、レモンタルト、自家製バウムクーヘン、 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

オリジナル恐竜グッズを 

1室につき 1セットプレゼント 

下敷き/クリアファイル/消しゴム 

ミニタオル/ものさし 

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） 

 

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） 

 



 
④ ホテルオリジナルケーキ 

「Cute なケーキで春気分♪」        

【期間】2015年 3月 4日（水）～5月 7日（木） 

【場所】1階 レックスカフェ 

 

ホテルパティシエが作る春気分いっぱいのケーキ 2種をご用意。  

アーモンドクリームと苺のチョコクリームを使用した、甘酸っぱさが 

魅力の「苺のタルト」、プルプルのチョコブリュレに香り豊かなアール 

グレイのムースがとろける「チョコブリュレとアールグレイのムース」。 

春の優しさを感じる味わいに仕上げました。  

 

 

 

 

⑤ シーズンカクテル 

「すっきり、さわやか！ミントカクテルフェア」 

【期間】2015年 3月 1日（日）～2015年 4月 30日（木） 

【場所】1階 ラウンジＲ  

 

ピーチツリーに優しいミント感が爽やかな「マリーナブルー」、 

桜とチョコの甘い香りに春を感じる「桜×チョコミント」、 

たっぷりのフレッシュトマトに瑞々しいセロリで仕上げた、サラダ感覚で 

お楽しみいただける「ポモドーロ フレスカ」。 

   春風を感じるカクテルを 3種ご用意いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ ホテル公式サイト予約限定特典 先着 3,000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 

「オリジナルハードカバーノート」 をプレゼント！ 

【期間】2015年 3月 1日（日）～2015年 4月 30日（木） 

新学期に、新生活に大活躍間違いなし！ 

パークで大人気のＭＯＰＰＹのノートを差し上げます。 

 

 

 

 

 

 

左 「チョコブリュレとアールグレイのムース」  450円（税込み） 

右 「苺のタルト」 500円（税込み） 
 

 左 「マリーナブルー」          

 中 「桜×チョコミント」            

 右 「ポモドーロ フレスカ」   

900円（税込み） 

900円（税込み） 

900円（税込み） 

TM & © 2015 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」  

2013年 4月～2014年 3月 近畿・北陸エリア 301室以上部門 第 1位 （5年連続） 
※2009年～4年間は同エリア 101室以上部門にて受賞 

☆ 「JTB・るるぶトラベルアワード 2013」  ゴールドアワード 受賞 (2年連続） 

☆ トリップアドバイザー 「評判の施設 2014」 受賞 （3年連続） 

☆ トリップアドバイザー 「トラベラーズ チョイス アワード 2015」 受賞 （2年連続） 

  ファミリー部門 第 12位 

※トリップアドバイザー：http://www.tripadvisor.jp/ 
 

 

 

http://www.tripadvisor.jp/

