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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 

ヴィータ』（所在地：大阪市此花区、総支配人：三國 浩紀）は、2019年 7月 15日（祝・月）

に開業 1周年を迎えます。ご愛顧に感謝の気持ちを込めて、開業月の 7月から 9月にかけて

さまざまな開業１周年記念キャンペーンを開催しますのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 3階レストラン「ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア」では、7月 10日（水）から

ディナービュッフェで「ヴィータ 1 周年記念フェア～南国スイーツ～」を開催します。これ

までに提供した料理の中から料理長が選ぶおすすめメニューのほか、レストランのコンセプ

トである“太陽の恵み”がつまった南国フルーツを使ったスイーツをご用意しています。ま

た、特別イベントとして、7月 27日（土）、28日（日）に、ワインプロデューサーの大西タ

カユキ氏を招き、ワインにまつわるお話を聞きながら、世界 6 カ国のスパークリングワイン

10種の飲み比べを楽しむランチを２日間限定で開催します。 

さらに、当ホテルで一番の広さと充実の設備を誇る「スパークルーム」（70㎡）を 1室あ

たり一万円（1日 1室限定、消費税・サービス料込み・宿泊税別途）で抽選販売する特別宿

泊プランや、ホテル公式インスタグラムへのフォローと投稿でプレゼントが抽選であたるキ

ャンペーンなど、開業 1周年を記念してさまざまなイベントを実施いたします。 

 夏休みの旅の思い出づくりに、是非 1周年で盛り上がる「ホテル ユニバーサル ポート ヴ

ィータ」へお越しください。                         以 上 

 
 

１．開業 1周年記念キャンペーン概要 

 

開業１周年記念キャンペーン 

「ディナービュッフェ記念フェア」を７月１０日（水）からスタート 
～ヴィータ最大の７０㎡客室に一万円で泊まれる特別プランの抽選販売も～ 

 

＜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 ヴィータ 

マーケティング課 掛水、萩野、宮田  

TEL：06-6460-8213  MAIL：marketing@u-vita.co.jp  

 

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、 

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。 



 

1．開業 1周年記念キャンペーン概要 

（1）ディナービュッフェ「ヴィータ 1周年記念フェア～南国スイーツ～」を開催 

 開業以降、フェアに登場した期間限定メニューの中から料理長がもう一度おすすめする「夏

野菜とサマートリュフピッツァ」などのメニューに加え、レストランのコンセプトである“太

陽の恵み”がつまった南国フルーツを使った暑い夏にぴったりのスイーツなど約 80 種を取り

揃えたディナービュッフェです。うなぎ料理や料理人が目の前で切り分ける和牛骨付きロース

トビーフなど、期日限定のスペシャルメニューもご用意。7 月 14 日（日）、15 日（祝・月）

は、本マグロの解体ショーもお楽しみいただけます。 

 

【開 催 期 間】2019 年 7月 10日（水）～2019年 9月 5日（木） 

【時間・料金】17：30～21：30（最終入店 21：00）＜90分制＞ 

大人 4,000円、小学生 2,400円、幼児（4歳以上の未就学児）1,200円 

（税・サ込み） 

※ 7月 14日（日）、15日（祝・月）の予約は①17：15 ②17：30 ③19：30 ④19：45の 4部制 

※ フェア期間中ご宿泊の幼児は無料（大人 1名につき幼児 1名無料） 

【提 供 場 所】3階 レストラン「ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア」 

【予 約 方 法】レストラン（フリーダイヤル）0120-52-8282（9：30～20：00） 

              ホテル公式ウェブサイト https://www.u-vita.co.jp/1st 

 【メニュー例】約 80種（和洋中料理 67種、スイーツ 13種）、ソフトドリンク 25種 

＜料理＞ 

料理長おすすめ：ビーフステーキ（牛脂

注入加工肉使用）／骨付きラムの香草焼

き／チキンと夏野菜のハーブ焼き／ア

クアパッツァ／夏野菜とサマートリュ

フピッツァ／鰻の蒲焼きとふわふわ玉

子ピッツァ／ローストビーフサラダ／

野菜畑バーニャカウダ仕立て／トマト

のポタージュ／握り寿司／海老チリ／

皿うどん など 

＜スイーツ＞ 

マンゴープリン／オレンジタルト／パ

イナップルムース／ライチゼリー／ス

イカゼリー／パッションダックワーズ

／ココナッツブランマンジェ など 
 
※メニューは予告なく変更する場合があります。 

 

【本マグロ解体ショー】 

 ビュッフェコーナーにて、法被を身にまとった料理人がマグロの部位や美味しさについて説

明をしながら、お客さまの前で本マグロを捌きます。料理人の包丁捌きをぜひご覧ください。 

 

 

※イメージ 



 

（2）大西タカユキと愉しむ 世界のスパークリングワイン 10種飲み比べ＆ランチ 

 ワインプロデューサー大西タカユキ氏にワインにまつわるお話を

聞きながら、フランス、イタリア、ポルトガル、スペイン、チリ、

オーストラリアの世界 6 カ国 10 種のスパークリングワイン飲み比

べとランチを楽しむイベントです。 

 

＜大西タカユキ氏 プロフィール＞ 

ヨーロッパ各地のワイナリーを訪問して研鑽を積み、2011年より起

業。ワインショップの運営や飲食店プロデュースなどを通じてワイ

ンの“楽しさ”を発信するワインプロデューサーとして活動中。 

 

【開 催 期 間】2019 年 7月 27日（土）、28日（日）＜各日定員 100名、先着順、予約制＞ 

【時間・料金】12：00～14：00（最終オーダー13：45） 

お一人さま 4,500円（税・サ込み） 

※スパークリングワインのグラスは、お一人さまにつき 1脚のみご用意します。 

1脚のグラスで 10種のスパークリングワインをお愉しみいただきます。 

【提供場所】3階 レストラン「ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア」 

【予約方法】レストラン（フリーダイヤル）0120-52-8282（9：30～20：00） 

       ホテル公式ウェブサイト https://www.u-vita.co.jp/1st  

【受付開始】2019年 6月 12日（水）9：30～ 

※メニューは予告なく変更する場合があります。 

 

（3）「スパークルーム」1室一万円宿泊プラン抽選販売 

 当館最大の広さ 70㎡と充実の設備を誇る「スパークル

ーム」を 1日 1室限定、1室（4名まで利用可能）あたり

一万円で抽選販売します。2019年 7月 15日（祝・月）

～19日（金）のご宿泊が対象。4ベッドにゆったり広々

としたリビング、バスルームにはテレビ、オーバーヘッ

ドシャワー、打たせ湯、肩湯、ジェットバスを完備した

客室です。 

 

【対象宿泊日】2019年 7月 15日（祝・月）～19日（金） 

【客   室】スパークルーム（1日 1室限定、4名まで利用可能） 

【料   金】1室あたり一万円（消費税・サービス料込み・宿泊税別途） 

【受 付 期 間】2019年 6月 21日（金）10：00～6月 30日（日）23：59 

【予約方法】詳細は、ホテル公式ウェブサイトをご覧ください。https://www.u-vita.co.jp/1st  

 

 

 

※イメージ 

※イメージ 



 

（4）クッキープレゼント 

ホテル開業から 1周年を迎える 2019年 7月 15日（祝・月）に、ご宿泊のお客さまを

対象に、クッキーをプレゼントいたします。（先着 1,000名） 

 

（5）1周年記念プレゼントキャンペーン 

 1周年記念キャンペーン期間中にご宿泊の宿泊代表者の

方を対象に、当館最大のスパークルームやヴィータ スー

ペリアツインの宿泊券やディナー食事券が抽選で合計 6組

12名さまに当たるプレゼントキャンペーンです。 

 

【対  象】2019年 7月 10日（水）～9月 5日（木）にご 

宿泊の宿泊代表者の方 

【応募期間】2019年 7月 10日（水）～9月 8日（日） 

【応募方法】ホテル公式ウェブサイトのキャンペーンページの応募フォームに必要事項を入

力の上、ご応募ください。https://www.u-vita.co.jp/1st 

【内  容】スパークルーム ペア宿泊券 1 組、ヴィータ スーペリアツイン ペア宿泊券 2 組

レストラン「ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア」ディナービュッフェ 

ペア食事券 3組を抽選で、6組 12名さまにプレゼント。 

       ※宿泊券・食事券の利用期間は 2019年 10月 1日（火）～2020年 2月 28日（金） 

※土曜・休前日、2019年 12月 21日（土）～2020年 1月 3日（金）は除く 

【当選発表】2019年 9月下旬（予定）、当選者に郵送にてお知らせします。 

 

（6）インスタグラム フォロー＆投稿キャンペーン 

 対象期間中にインスタグラム ホテル公式アカウントをフ

ォローし、ホテルのコンセプトカラーの「オレンジ色」に

まつわる写真を投稿いただいた方を対象に、抽選でヴィー

タ スーペリアツインのペア宿泊券、レストラン食事券が合

計 4組 8名さまに当たるプレゼントキャンペーンです。 

 

【応募期間】2019年 7月 15日（祝・月）～8月 15日（木） 

【応募方法】インスタグラム ホテル公式アカウント@universalportvitaをフォローいただき、

オレンジ色にまつわる写真を「#オレンジ色の 1 周年」のハッシュタグをつけて

投稿してください。 

【内  容】ヴィータ スーペリアツイン ペア宿泊券 2 組、ディナーブッフェ ペア食事券 2

組を抽選で 4組 8名さまにプレゼント。 

      ※宿泊券・食事券の利用期間は 2019年 10月 1日（火）～2020年 2月 28日（金） 

※土曜・休前日、2019年 12月 21日（土）～2020年 1月 3日（金）は除く 

【当選発表】2019年 8月 25日（日）以降、当選者にインスタグラムのダイレクトメッセージ

で連絡します。 



 

（7）開業 1周年記念ロゴマーク 

ホテル外観のシルエットを「 1 」に見立てデザインし、コン

セプトカラーのオレンジ色を基調に、太陽の恩恵を受けた虹が

かかるデザインで 1周年の感謝の気持ちを表現しています。 

 

 

 

 

2．施設概要 

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、“太陽や

自然の恩恵を大いに受けた、活気あふれる場所”をコ

ンセプトにし、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの 7

棟目のオフィシャルホテルとして 2018 年 7 月に開業

しました。特別なステイを叶える 14 種類のゲストル

ーム、季節ごとの多彩なメニューが楽しめるビュッフ

ェレストランを備え、心のこもったおもてなしで、旅

のもう一つの思い出づくりをお手伝いします。オリックス不動産が運営するホテル・旅館の 

事業ブランド「ORIX HOTELS & RESORTS」の「パークサイド」のカテゴリーに属します。 
 

所 在 地 大阪市此花区島屋 6丁目 1番 16号 

面 積 敷地面積：4,547.17㎡、延床面積：31,600.14㎡ 

建 物 概 要 地下 2階、地上 15階建て（ホテル部分 1階～11階） 

客 室 数 428室 

飲 食 施 設 「ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア（VITA DINING 

SOLIS GRATIA）」 

交 通 ア ク セ ス JRゆめ咲線「ユニバーサルシティ」駅徒歩約 2分 

バス：大阪空港（伊丹）よりリムジンバスにて約 45分 

Ｕ Ｒ Ｌ https://www.u-vita.co.jp  
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