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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、2020 年 11 月 9 日（月）から 12 月

25 日（金）のクリスマス限定宿泊プランを、10 月 15 日（木）より販売しますのでお知ら

せします。 

限定宿泊プランは、2種類ご用意します。「クリスマスパーティーセット付き宿泊プラン」

は、スモークターキーレッグや骨付きフランクに彩り華やかなオードブルなど、クリスマス

パーティーにぴったりの 13種類の料理とスパークリングワインがセットで、お部屋までお

届けします。また、「クリスマスケーキ付き宿泊プラン」には、真っ赤な苺をふんだんに使

った「苺ショートケーキ」タイプと濃厚なマンゴームースが隠れた「ブッシュ・ド・ノエル」

タイプからお好きな方をお選びいただけます。 

館内のラウンジ、カフェでは、牛フィレ肉とフォアグラのソテーなど贅沢な食材もカジュ

アルに楽しめるクリスマスディナーセットや、6種類の苺やブルーベリーを使ったスイーツ、

そして、赤と緑のクリスマスカラーのオリジナルカクテルが楽しめる「ウインターカクテル

フェア」の開催など、クリスマス限定のメニューが登場します。 

今年のクリスマスはホテル ユニバーサル ポートで、ご家族、ご友人、恋人と、とってお

きの笑顔あふれる時間をお過ごしください。 

                                     以 上 

 

 

 

 
お部屋で料理やケーキを楽しむ大はしゃぎのクリスマス！ 

「クリスマス限定宿泊プラン」を販売 
～ラウンジでは、蟹やフォアグラを使った特別なクリスマスディナーも登場～ 

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） 

マーケティング課 ／ 鈴木・大山・萩野 

電話：06-6460-8099（直通） E-mail：marketing@u-port.co.jp 

   
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。 
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クリスマスといえば七面鳥！ 
スモークターキーレッグや骨付きフランクを片手に、 

大はしゃぎのクリスマス（イメージ） 

ローストビーフや鴨のロースト、スモークサーモン、 
クリームチーズなどを使った、彩りあふれるオードブル

（イメージ） 

1. クリスマス限定宿泊プラン概要 

 

「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フランクなどのボリューム満点のお料理と、ロース

トビーフやスモークサーモン、生ハムなどを使ったオードブルの数々に、スパークリングワ

イン 1 本をお部屋にお届けするプランです。同行者以外の方と密な状況になることなく、

お部屋でクリスマスパーティーを思いっきり楽しめます。 

（1）期 間：2020年 11月 9日（月）～2020年 12月 25日（金） 

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

（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」 

ホテルの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」タイプです。 

（1）期 間：2020年 11月 9日（月）～2020年 12月 25日（金） 

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

 

 

※事前に 2種のケーキからお選びいただきます。 

ブッシュドノエルタイプ（イメージ） 
トロピカルな香りのキャラメルマンゴームースをたっぷり
と包み込み、グラサージュで輝くように仕上げました。 

苺ショートケーキタイプ（イメージ） 
パティシエこだわりの軽いくちどけの生クリームと 

ふわふわスポンジ、苺のハーモニーをお楽しみください。 
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クリスマススイーツフェア（イメージ） 

グリスマスディナーセット（イメージ） 

ウインターカクテルフェア（イメージ） 

2. ラウンジ R「クリスマスディナーセット」概要 

クリスマスリースに見立て盛り付けた遊び心

あふれる魚介のサラダ、メイン料理には牛フィ

レ肉とフォアグラのソテーを楽しめるクリスマ

スディナーセットメニューです。 

（1）期 間：2020年 11月 9日（月）～ 

2020年 12月 18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・サービス料込み） 

（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 

 

3. ラウンジ R「ウインターカクテルフェア」概要 

スパークリングワインを使った赤と緑のクリ

スマスカラーのカクテル。ホワイトクリスマス

をイメージし、シュガースノースタイルで仕上

げました。 

（1）期 間：2020年 11月 9日（月）～ 

2020年 12月 25日（金） 

（2）場 所：1階 ラウンジ R 

（3）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・サービス料込み） 

 

4. レックスカフェ「クリスマススイーツフェア」概要 

マーブル模様のハートチョコレートがかわいらしい「ストロベリーハート」、スノーツ

リーをモチーフにした「クリスマスレアチーズ」など、苺やブルーベリーを使った 6種の

スイーツを販売します。  

（1）期 間：2020年 11月 9日（月）～2020年 12月 25日（金） 

（2）場 所：1階 レックスカフェ 

（3）時 間：午前 11時～午後 10時 

（4）料 金：（右から） 

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。 
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5.『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。2020年 7月 15日に 15周年を迎えました。 

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」、おしゃれに敏感“可愛い”が大好き

な大人ガールたちのお部屋「Girly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。 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ミニオン・パーク」の「ミニオン」をモチーフとし

たロビー装飾（期間限定：2021年 7月 14日までの予定）、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】 オリックス・ホテルマネジメント株式会社 

【 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 ベスト・オブ・ザ・ベスト 2020」受賞
（7年連続）日本国内ファミリー部門 第 6位 

◆楽天トラベルアワード 2019 プレミアム施設部門「シルバーアワード」受賞 

◆じゃらんアワード 2019 

「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸ブロック」受賞（11年連続）  

「泊まってよかった宿大賞 総合 3位・朝食 1位」受賞 

◆「JTB・るるぶトラベルアワード」12年連続受賞 

https://www.hoteluniversalport.jp/

