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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』

（所在地：大阪市此花区、総支配人：金井 紀生）は、2019 年 11 月 5 日（火）～12 月 25

日（水）の期間、クリスマス装飾やイベントが楽しめる「ポートのHappy Merry Christmas ! 

2019」を開催しますのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本イベントは、「愛する人たちの笑顔に囲まれて過ごすクリスマス」をテーマに、クリス

マス期間限定のさまざまな企画を館内で展開します。ロビーのクリスマス装飾は、クリスタ

ルをモチーフとしたオーナメントに、“ポートブルー”のサンタ帽をトップにあしらったク

リスマスツリーが登場し、遊び心あふれる、にぎやかな空間を演出します。 

ホテルオリジナルのクリスマスケーキやパーティー料理が付いた宿泊プランを販売する

ほか、12月 21日（土）から 4日間の宿泊限定で、サンタクロースが客室にプレゼントを届

けにくる「サンタがお部屋にやってくる！宿泊プラン」が登場します。ディナービュッフェ

では、ローストビーフや七面鳥のローストなどの約 70種の料理とブッシュドノエルなどの

クリスマススイーツが楽しめる「ローストビーフとクリスマスフェア」を開催します。 

 館内のレストランやカフェでは、クリスマスディナーコースやスイーツ、オリジナルカク

テルなども提供し、ご一緒に過ごされる方やシーンに合わせてクリスマス気分を気軽にお

楽しみいただけます。 

また、ホテルのモチーフカラーであるブルーの服を着たサンタクロースと握手や記念撮

影ができる「サンタグリーティング」をロビーで実施します。 

大切な方と一緒に、笑顔いっぱいのクリスマスをお過ごしください。 

                                    以 上 

 

 

 

 期間限定のクリスマスビュッフェや宿泊プランが登場！  

「ポートのＨａｐｐｙ Ｍｅｒｒｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ! ２０１９」開催 
～青い帽子のツリー装飾やサンタグリーティングでクリスマスの思い出づくり～ 

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＞ 

マーケティング課 ／ 鈴木・大山・坪田 

電話：06-6463-5930（直通） E-mail：marketing@u-port.co.jp 

「サンタがお部屋にやってくる！宿泊プラン」（イメージ） ロビーを彩るクリスマス装飾（イメージ） 

mailto:marketing@u-port.co.jp
mailto:marketing@u-port.co.jp


Press Release 

「サンタがお部屋にやってくる！」宿泊プラン（イメージ） 

「クリスマスパーティーセット付き宿泊プラン」（イメージ） 

「クリスマスケーキ付き」宿泊プラン（イメージ） 

1. クリスマス期間限定宿泊プラン概要 

 

「サンタがお部屋にやってくる！宿泊プラン」 

「サンタに会えるクリスマス」が実現する宿泊

プラン。事前にホテルに送付いただいたクリスマ

スプレゼントを、サンタクロースがお部屋にお届

けします。お子さまや恋人など、愛する人の笑顔

に出会える、幸せにあふれるクリスマスをサプラ

イズで演出します。 

（1）期 間：2019年 12月 21日（土）～ 

2019年 12月 25日（水） 

（2）料 金：4名 1室利用 1名あたり（朝食、パーティーセット、クリスマスケーキ付き） 

15,400円～（税・サ込み） 

（3）料 理：スモークターキーレッグ、骨付きフランク、ミックスサンドイッチ、生ハム

フルーツ、鴨のロースト きのこマリネ添え、ローストビーフ、シーフード

マリネ、など 13種（スパークリングワイン 1本付き） 

 

「クリスマスパーティーセット付き宿泊プラン」 

燻製されたターキーレッグや骨付きソーセー

ジなどのボリューム満点のお料理と、スモークサ

ーモンや生ハムなどを使った前菜の数々に、スパ

ークリングワイン 1 本、サンタ帽を 1 名さまに

つき 1つ、お部屋にお届けするプランです。女子

会やご家族のクリスマスパーティーにもぴった

りです。 

（1）期 間：2019年 11月 5日（火）～ 

2019年 12月 25日（水） 

（2）料 金：4名 1室利用 1名あたり（朝食付き）10,500円～（税・サ込み） 

（3）料 理：スモークターキーレッグ、骨付きフランク、ミックスサンドイッチ、生ハム

フルーツ、鴨のロースト きのこマリネ添え、ローストビーフ、シーフード

マリネなど 13種（スパークリングワイン 1本付き） 

 

「クリスマスケーキ付き宿泊プラン」 

パティシエが心を込めて仕上げる 2 種のクリ

スマスケーキより 1 種をお選びいただき、お部

屋にお届けするプランです。ふわふわスポンジ

の苺ショートケーキタイプと、濃厚なキャラメ

ルマンゴームースが隠れたブッシュドノエルタ

イプの 2種をご用意しています。 

（1）期 間：2019年 11月 5日（火）～ 

2019年 12月 25日（水） 

（2）料 金：4名 1室利用 1名あたり（朝食付き）8,100円～（税・サ込み） 

※事前に 2種のケーキからお選びいただきます。 
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2. ディナービュッフェ「ローストビーフとクリスマスフェア」概要 

肉のうま味をとじこめ、柔らかく焼き上げたロ

ーストビーフをはじめ、七面鳥のローストや鴨の

フリカッセなど、クリスマスディナーにはぴった

りの料理がテーブルを華やかに彩ります。削りた

てのイタリア産チーズ「ベラ・ロディ ラスパド

ゥーラ」をたっぷりかけて仕上げるマッシュルー

ムのサラダも楽しめます。 

ホテルオリジナルのシュトーレンやブッシュ

ドノエルなどの定番クリスマススイーツはもち

ろん、ベリー系の果実でキュートに飾られたス

イーツも楽しめる、約 70種のメニューがそろい

ます。 

12月 21日（土）～12月 25日（水）は、「オマール海老のグラタン」と「ボイル蟹」が

特別に登場します。 

（1）期 間：2019年 11月 5日（火）～2019年 12月 25日（水） 
※12月 21日（土）～12月 25日（水）は要予約 

（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） 

（4）料 金：11月 5日（火） ～12月 20日（金）  

大人 4,480円、小学生 2,680円、幼児（4～6歳）1,380円 （税・サ込み） 

12月 21日（土）～12月 25日（水）（要予約） 

大人 5,000円、小学生 3,000円、幼児（4～6歳）1,500円 （税・サ込み） 

（5）料 理：ローストビーフ、七面鳥のロースト ベリーソース、鴨のフリカッセ、クネ

ル、ビーフシチューのパイ包み焼き、ローストビーフバーガー、牛ロースス

テーキ、マッシュルームとベラ・ロディのサラダ、サーモンリエット、にぎ

り寿司（4種）、自家製シュトーレン、ブッシュドノエル、苺のババロアなど

約 70種 

＜12/21～12/25 期間限定 特別料理＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）予 約：ポートダイニング リコリコ  

Tel：0120-43-1515（受付時間午前 9時 30分～午後 8時） 

 

 

ディナービュッフェ「ローストビーフとクリスマス
フェア」（イメージ） 

オマール海老のグラタン（イメージ） ボイル蟹（イメージ） 
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クリスマススイーツフェア（イメージ） 

クリスマスカラーのカクテル「クリスマスレッド」（右）
と「ホーリーナイト」（左）（イメージ） 

3. 「クリスマスディナーコース」概要 

クリスマスをゆったりとお過ごしいただける

コース料理全 7品をご用意しました。北海道産の

雲丹や蝦夷鮑、フォアグラなどが楽しめます。レ

ストラン内の海底をテーマにした空間「サブマリ

ンルーム」へご案内します。 

（1）期 間：2019年 12月 24日（火）～  

2019年 12月 25日（水） 

（2）場 所：2階 ポートダイニング リコリコ内 

「サブマリンルーム」（24席） 

（3）時 間：午後 6時～午後 9時 30分（最終入店午後 8時） 

（4）料 金：9,000円（税・サ込み）1日 8組 16名限定（要予約） 

（5）料 理：堀川牛蒡のスープと泡、北海道産雲丹のフリット、ハンガリー産フォアグラ

と朱鷺色平茸のロースト、ずわい蟹と蝦夷鮑のリゾット、大阪梅ビーフと河

内鴨のロースト マデラソース 林檎のピューレ添え、グジェールとクレーム

ダンジュ、ペストリーシェフからのクリスマスプレゼント（全 7品）  

（6）予 約：ポートダイニング リコリコ  

Tel：0120-43-1515（受付時間午前 9時 30分～午後 8時） 

4. レックスカフェ「クリスマススイーツフェア」概要 

赤系マーブルなハートが印象的な「ストロベリーハート」、雪が降り積もったツリーに

見立てた「クリスマスレアチーズ」など 6種のスイーツを販売します。  

（1）期 間：2019年 11月 5日（火）～ 

2019年 12月 20日（木） 

（2）場 所：1階 レックスカフェ 

（3）時 間：販売時間午前 11時～午後 10時 

（4）料 金：クリスマスリース   600円 

苺のショートケーキ  600円 

ベリータルト     620円 

ストロベリーハート  600円 

クリスマスレアチーズ 580円 

冬のくちどけプリン  500円 

※価格は全て税込み。※イートインの場合は料金が異なります。 

5. ラウンジ R「ウインターカクテルフェア」概要 

シュガースノースタイルで仕上げる、スパー

クリングワインを使った緑と赤の 2色のクリス

マスカラーのカクテル。ホワイトクリスマス気

分をお楽しみください。 

（1）期 間：2019年 11月 1日（金）～         

2019年 12月 31日（火） 

（2）場 所：1階 ラウンジ R 

（3）時 間：販売時間午後 3時～午後 11時 

（4）料 金：「クリスマスレッド」「ホーリー 

ナイト」各 950円（税・サ込み） 

クリスマスディナーコース（イメージ） 
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グリスマスディナーセット（イメージ） 

サンタクロースと一緒に記念撮影（昨年の様子）  ブルーの衣装を身にまとったサンタクロース（昨年の様子） 

6. ラウンジ R「クリスマスディナーセット」概要 

クリスマスディナーをカジュアルに楽しむ

セットメニューです。前菜は彩り美しく盛り

付けられた魚介のサラダ、メイン料理にはロ

ッシーニをご提供します。 

（1）期 間：2019年 11月 5日（火）～ 

2019年 12月 20日（金） 

（2）場 所：1階 ラウンジ R 

（3）時 間：午後 5時～午後 9時 

（4）料 金：3,200円（税・サ込み） 

（5）料 理：魚介のリース風サラダ、蟹のファルファレ、ロッシーニ（牛フィレ肉とフォ 

アグラのソテー トリュフソース）、クリスマススイーツ、コーヒー 

 

7. 「サンタグリーティング」概要 

サンタクロースが、ホテルのモチーフカラーであるブルーの衣装を身にまとってロビー

に登場します。響き渡る鐘の音とともに現れるサンタクロースに、お子さまはもちろん、大

人の方も笑顔になるでしょう。サンタクロースとハグしたり、おしゃべりしたり、記念撮影

したり、Happyに包まれるグリーティングタイムを演出します。 

 

（1）期 間：2019年 12月 21日（土）～2019年 12月 25日（水） 

（2）場 所：1階 ロビー 

（3）時 間：午後 3時～午後 3時 45分、午後 7時～午後 7時 30分（予定） 

（4）料 金：無料 

 

8. 「クリスマスロビー装飾」概要 

ロビーには“クリスタル”をモチーフとしたオーナメントがきらめくクリスマスツリーが

並びます。ツリーのトップには“ポートブルー”のサンタ帽が飾られています。遊び心あふ

れるクリスマス空間を演出します。 

（1）期 間：2019年 11月 5日（火）～2019年 12月 25日（水） 

（2）場 所：1階 ロビー 

（3）料 金：無料 
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9. 『ホテル ユニバーサル ポート』概要 

『ホテル ユニバーサル ポート』は、「とびっきりの笑顔に出会える！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
ホテルです。目の前にユニバーサルシティポートを臨み、パークまで歩いてすぐという素晴
らしいロケーションです。当ホテルは、オリックス不動産株式会社の旅館・ホテル運営の事
業ブランド「ORIX HOTELS & RESORTS」の「パークサイド」カテゴリーに属します。 

客室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～」や、6 名様まで宿泊可能な「Party ルーム」、
ベビー旅に最適な「WAKU WAKUワンダールーム」など、多彩なコンセプトルームをご用
意しています。最上階特別フロア「PORT DEEP OCEAN FLOOR」は深海をイメージ。涼
やかな空間の中、同フロア限定の特典で上質なご滞在を演出します。そして 2019年 3月 3

日、13階を全面改装し、女性のためのコンセプトルーム「Girlyルーム」を含む、3タイプ
の新客室が誕生しました。 

パークの人気者「ミニオン」をモチーフとしたロビー装飾（期間限定：2020年 7月 14日
まで※予定）、ホテルのコンセプトである“アクア”を表現した水の流れるエントランス、
映画のセットをイメージしたオブジェを配した、エンターテイメント性溢れるホテルです。 

【 所 在 地 】 〒554-0031 大阪府大阪市此花区桜島 1-1-111 

【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、ベビールームなど 

【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） 

【運営会社】 合同会社ユニバーサルホテルマネージメント 

【 U R L 】 https://www.hoteluniversalport.jp 

 

 

 

 

 

 

＜受賞歴＞ 

 

☆ 
トリップアドバイザー 「トラベラーズチョイス ホテルアワード 2019」受賞 

（6年連続）日本国内ファミリー部門 第 4位 

☆ 
トリップアドバイザー 「旅好きが選ぶ！朝食のおいしいホテル 2018」受賞 

（2年連続）日本国内トップ 20 第 17位 

☆ 
2018年 トリップアドバイザー「エクセレンス認証」を 8年連続獲得。 

※2015年より同認証を 5年連続獲得したホテルとして「殿堂入り」施設に認定）  

☆ 楽天トラベルアワード 2018 プレミアム施設部門「ブロンズアワード」受賞 

☆ じゃらんアワード 2018                                                                   

 「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸ブロック 301室以上 

部門」受賞（10年連続）※2009年～4年間は同エリア 101室以上部門にて受賞  
 
「泊まってよかった宿大賞 夕食 1位」受賞 

☆ 「JTB・るるぶトラベルアワード」11年連続受賞 
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