
      

 

2018年 10月 31日 

報道関係各位 

 

「ザ パーク フロント ホテル  
アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」 

～Make a Christmas Wish!!～ 

ザ パーク フロント ホテルで夢叶うホテルステイを。 
約 5m！ダイナミックに光り輝く“クリスマスツリー”と 

サンタクロースに出会う、とっておきの聖夜 

願いが叶う？！『Make a Wish Tree』がレストランに登場！！ 

メッセージ＆写真投稿で素敵な事が起こるかも★ 
開催期間：2018 年 11 月 5 日（月）～12 月 25 日（火） 

 

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（所在地：大阪市此花区、

総支配人 岡田 徳政）は、2018年 11月 5日（月）～12月 25日（火）の間、「～Make a Christmas 

Wish!!～ ザ パーク フロント ホテルで夢叶うホテルステイを。」をテーマに全館でクリスマスイベ

ントを開催します。 

今年は『Make a Christmas Wish!!』と題し、ホテルがサンタクロースに代わってゲストの願いを叶

えるお手伝いをいたします。館内で配布する、オーナメント型のメッセージカードに願い事を書き応

募すると、抽選で 1名様の「夢」が叶う SNSキャンペーンを開催！レストラン店内には“Make a 

Wish Tree”が登場し、願い事を書いてカードを飾れば、ホテルがフィンランドのサンタクロース村へ

お届けします。大切な人への想いや、願い･･･聖夜のサンタへ託してみませんか？ 

館内装飾もクリスマス・ムード満載に！エントランスでは、冬の空気にキラキラ煌く、時計盤のイ

ルミネーションがゲストをお出迎え。ロビーには高さ約 5mのビッグなツリーが登場。真っ白な雪が

積もったツリーは、キャンディやスイーツのオーナメントがいっぱい。ダイナミックに色を変え光り輝

く姿はインパクト満点！ここだけにしかない絶好のフォトスポットです。 

レストランでは、「クリスマス・フェア」を開催。ローストチキンやブッシュ・ド・ノエル、人気のロー

ストビーフや天ぷらなどをクリスマス・パーティ気分でお楽しみいただけます♪また 12/21～25は

期間限定で、オマール海老やラクレットチーズなどの豪華メニューと、自分で飾って楽しめるケー

キ付の特別ブッフェ「リミテ」が新登場。ブッフェ付の宿泊プランもぜひご利用ください★ 

12/22～25にはサンタクロースに出会えるイベント「MEET SANTA!」を開催。ゴージャスチェアに

座りサンタさんとフォトジェニックな写真撮影を！キッズにはサンタクロースからのプレゼントも♪  

“大切な人と過ごしたい”“子どものとびきりの笑顔が見たい”･･･今年のクリスマス、あなたの

「夢」は何ですか？ ザ パーク フロント ホテルで、ぜひ“夢叶う”ホテルステイを！  



１．館内装飾 ＜期間＞2018年 11月 5日（月）～12月 25日（火）まで 

＜エントランス＞ 

① N.Y.側エントランス 

煌びやかなサークル・イルミネーションがエントランスを彩ります。キラキラと輝く巨大な時計

盤のトンネルがトリップ感を演出。きらめく流星のモチーフたちがファンタジックなクリスマスの

はじまりを予感させ、ゲストをアメリカを舞台にしたタイムトラベルの世界へと誘います。 

② L.A.側エントランス 

L.A.の自然をモチーフにした L.A.エントランスにはキラキラ輝く流星をイメージした 

イルミネーションを設置。パーク帰りのゲストをお出迎えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜N.Y.（ニューヨーク）ロビー＞ 

高さ約 5m、真っ白な雪が降り積もったクリスマス・ツリーは圧倒的な存在感！！ダイナミックに光

り輝くカラフルなライトたちが顔をのぞかせ、キュートなキャンディや色とりどりのスイーツのオーナ

メントで飾られた姿はまるで絵本の世界から飛び出してきたよう。ファンタジックなクリスマスの世

界を演出します。次々に色を変え、姿を変えていくツリーには、大人も子どもも目を奪われるは

ず！！隣に並ぶゴージャスな光のチェアに座って写真を撮れば、クリスマスムードは最高潮★ 

キッズに大人気！アメリカ各都市に瞬間移動できる、高さ約 2.6m「タイムトラベル・コンシェルジ

ュ」のビッグな懐中時計と一緒に写真を撮れば、更にフォトジェニック。SNS映えも間違いなし！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜レストラン＞ 

ブッフェダイニング「アーカラ」の入り口には、今にも食べられそうなフードやカトラリーで賑やかに

デコレーションされた「ブッフェ・ツリー」がお出迎え。お食事の記念に写真を撮りたいフォトスポット

です。お腹がすいても、オーナメントは食べないでね♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. レストラン 【クリスマスフェア】 

ブッフェダイニング「アーカラ」では、一足お先に「クリスマスフェア」を開催。クリスマスに食べたい

“チキン”や“ターキー”をはじめ、クリスマススイーツも勢揃い！ブッフェスタイルでたっぷりとお楽

しみいただけます。ディナータイムでは和洋中豊富なラインナップはもちろん、人気の「国産牛ロー

ストビーフ」や「天ぷら」を目の前でご用意。香ばしい「ローストチキン」や 「ブッシュ・ド・ノエル」等

と一緒にパーティ気分でどうぞ♪12月 21日～25日には、期間限定ブッフェ『リミテ』が登場！グラ

ンブッフェに加え、ウェルカムディッシュと、オマール海老かフォアグラから一皿選べる「セレクトメ

ニュー」、自分で飾って仕上げる「セルフデコケーキ」付き★ちょっと特別なクリスマスにどうぞ！！ 

注目は、アーカラ店内に登場する「Make ａ Wish Tree」。願い事を書いてツリーに飾れば、ホテ

ルが期間終了後フィンランドのサンタクロース村へお届けします！（ディナータイム限定）大人も子

どももご馳走を囲んで、アーカラで最高のクリスマスをお過ごしください♪ 

 

＜期間＞2018年 11月 5日（月）～12月 25日（火） 

＜時間＞ランチタイム  11:30～14:30（最終入店 14:00） 

ディナータイム 17:30～21:30（最終入店 21:00） 

              ※12月 21日～25日の 5日間は、17:00～の営業となります。 

＜会場＞ホテル 3階 ブッフェダイニング「アーカラ」  

＜料金＞（すべて税金・サービス料込） 

■ランチブッフェ  大人 1.850円 小人（6～12歳）1,150円 幼児（4～5歳）650円 

■ディナーブッフェ ★選べる 2price！ 

※12月 22日～25日の 4日間は、【グラン】および【リミテ】のみのご用意となります※ 

【プ チ】 大人 2,000円 小人（6～12歳）1,300円 幼児（4～5歳）800円 

（12/21～25は除外） 

【グラン】 大人 4.350円 小人（6～12歳）2,700円 幼児（4～5歳）1,400円 

★★12/21～25 クリスマス期間限定★★ 

【リミテ】 大人 6,000円 小人（6～12歳）4,000円 幼児（4～5歳）2,000円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ディナーブッフェ詳細★ 

【プチ】（12.21～25は除外） 

パーク帰りのお気軽ディナーや、飲み放題プランとご一緒に。クリスマスカラーのオードブルをはじ

め定番！の「ローストチキン」から、冬ならではの「ポトフ」や「エビマカロニグラタン」、シメのビーフ

カレーやお茶漬けまで存分にお楽しみいただけます。お気軽に楽しみたいなら最適♪コスパ満点

のブッフェです。 

 

【グラン】 

しっかりお食事を楽しみたい方におすすめ。プチディナーブッフェのメニューに加え、シェフが目の

前で仕上げる「フードライブメニュー」を中心にご馳走が勢揃い！香ばしい「ローストチキン」はもち

ろん「ターキーのクリーム煮 パイ包み焼き」「カニのクレープグラタン」「飾り寿司 クリスマス風」な

どクリスマスメニューが並びます。目玉はジューシーな「国産牛ローストビーフ」、「天ぷら」、「にぎ

り寿司」！フードライブならではの出来立て・作りたての味をお楽しみください。 

クリスマス・スイーツには「ブッシュ・ド・ノエル」をはじめカラフルなプチケーキをご用意。2 色のチョ

コレートファウンテンと一緒に、オリジナルパフェを作って楽しむのもオススメ♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリスマスムードいっぱいのメニューをブッフェスタイルで！ 

「フードライブメニュー」（写真左）ジューシーなローストビーフや、サクサクの天ぷら、にぎり寿司が登場！ 



《 クリスマス期間限定ブッフェ 》 

【リミテ】★12/21～25のみ★ 

「グランブッフェ」に、「スペシャルメニュー」、そして自分で自由に飾りつけを楽しめる「セルフデコ

ケーキ」が付いた、クリスマス期間だけの贅沢ブッフェです。 

『スペシャルメニュー』では、「生ハムのアミューズ」（お一人様一皿）、フォアグラのソテーかオマー

ル海老のグリルからいずれか一皿、そして「ターキーのロースト」、とろ～りとろける「ラクレットチー

ズ」の食べ放題がお楽しみいただけます。 

デザートには『セルフデコケーキ』をご用意。真っ白なケーキを自由に飾り付ければ、世界に一つ

だけのクリスマス・ケーキが完成♪♪トッピングしたり、生クリームを絞ったり、ご家族やお友達と

ワイワイ賑やかにお楽しみください★ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ランチブッフェ詳細★ 

ファミリーやお友達とワイワイ気軽に楽しむなら、ランチブッフェが一番！ボリューム満点、全 57

品のラインナップでお待ちしております。クリスマスならではの「ターキーのクリーム煮」や「カプレ

ーゼ クリスマス風」、シェフが目の前で仕上げる、ふわとろ「オムレツ」までたっぷりお召し上がり

下さい。お子様に大人気♪プチケーキにアイス各種、2色のチョコレートファウンテンまでお楽しみ

いただける「デザートトッピングコーナー」もご用意★ゆったり明るい空間で楽しいひと時をどうぞ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分で飾り付けるクリスマス・ケーキに皆でワクワク♪ フォアグラかオマール海老、お好きな一皿をチョイス！ 



～ サンタクロースに願い事をしよう ～ 

★「Make a Wish Tree」がアーカラに登場！！！★ ＜ディナータイム限定＞ 

オーナメント型のメッセージカードに、サンタクロースへの願い事を書いたら 

アーカラ店内の「Make a Wish Tree」に飾ってね♪メッセージカードは期間終了後、フィンランドの

サンタクロース村へお届けします。あなたの「願い」や「夢」、普段言えない「想い」など・・・クリスマ

スだからこそ、カードに込めてみませんか？ 

＜期間＞2018年 11月 5日（月）～12月 25日（火） 

＜時間＞ディナータイム 

＜対象＞クリスマスディナーブッフェ ご利用の方すべて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3．宿泊プラン★Happy Happy Christmas★グランディナーブッフェ付プラン  

クリスマスには、ホテルで“お泊りクリスマス・パーティ”はいかが？夕・朝食まで全部付いたプラン

なら、移動時間を気にせずゆったりお過ごしいただけます♪ディナーは「アーカラ」でクリスマス・ブ

ッフェをご用意。香ばしい「ローストチキン」や「ターキーのクリーム煮 パイ包み焼き」、「ブッシュ・

ド・ノエル」までホリデーシーズンにふさわしいメニューが勢揃い。シェフが目の前で仕上げる「国

産牛ローストビーフ」や「天ぷら」もお好きなだけ。大切な方やご家族と、Happyで賑やかなクリス

マスをお過ごしください！ 

＜予約期間＞2018年 11月 5日（月）～12月 25日（火） 

＜料   金＞お 1人様 11,800円～（スタンダードシティビュー/3名 1室/夕・朝食付き） 

＜予約方法＞ホテル公式サイト・楽天・じゃらん・るるぶ・一休 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4．クリスマスイベント「MEET SANTA！」                

今年もサンタクロースがザ パーク フロント ホテルにやってくる！！一緒にゴージャスな光のチェ

アに座って、写真を撮ろう♪お子様にはサンタクロースからサプライズ・プレゼントをご用意。 

みんなで会いに来てね～★（※プレゼントは 1日あたり先着 100名様まで） 

 

＜期間＞2018年 12月 22日（土）～25日（火）  

＜時間＞12:00～15:30 （不定期に現れます） 

＜場所＞N.Y.ロビー（ホテル 3階） 

ホテルのキーパーソン「タイムトラベル・コンシェルジュ」も、クリスマス限定のコスチュームで変身

中！出会えればラッキー♪この時期限定のクリスマス Ver.のキャンディをゲットしよう！！是非ホ

テルの中を探してみてね☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SNS投稿キャンペーン 

【Make a Christmas Wish!! メイク ア クリスマス ウィッシュ キャンペーン】 

～サンタクロースに願い事をしよう！！～ 

Twitter、Instagramにハッシュタグ＃パークフロントホテル ＃サンタへ願い事 でサンタクロース

に願い事を書いて投稿してね！抽選で 1名様にザ パーク フロント ホテルが、サンタクロースに

代わってあなたの願い事を叶えます！ 

願い事はたとえば・・・『大好きなおばあちゃんを連れてホテルに宿泊したい！』 

『遠く離れた彼と、一緒に誕生日をお祝いしたい！』などなど。あなたの大切な「夢」や「願い事」は

何ですか？クリスマスの奇跡を信じて･･･皆さんの投稿お待ちしております★  

【応募要項】 あらゆる SNSアカウント、もしくはメルアドでご応募可能です！ 

（下記①か②、いずれかの方法で投稿をお願いします） 

① サンタへの願い事を、＃パークフロントホテル ＃サンタへ願い事 でそのままツイート。 

② サンタへの願い事を書いたお手紙や、カード（ホテルで配布のもの、もしくはお手持ちのもの）

に書き写真を撮って＃パークフロントホテル ＃サンタへ願い事 で投稿。 

 

＜募集期間＞2018年 11月 9日（金）～12月 25日（火）まで 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ホテル概要】 

「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」 

東急ホテルズが運営する、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに 1番近いオフィシャルホテル。 

ユニバーサルシティ駅と、パークを結ぶメインストリートに面し、かつメインゲートの正面に位置す

るという絶好のロケーションを誇ります。「パークで見た夢の続きを・・・」をコンセプトに、ホテル全

館でパークの本場アメリカのエンターテイメントシーン等をイメージしたデザインを展開。パークで

1日楽しんだ興奮と余韻を、ご出発の瞬間まで存分にお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■所在地：大阪府大阪市此花区島屋 6丁目 2-52 

■開業日：2015年 8月 1日 

■規模：地上 28階（高さ約 100m） 

■客室数:全 598室（4～28階） 

（フロントロビー・レストラン・ファンクションルーム・テナントは 3階） 

■駐車場：95台（ホテル 1・2階） 

■ホテル URL：https://parkfront-hotel.com 

 

 

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン™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。 

TM & © Universal Studios. All rights reserved. CR18-3034 

 

（参考）本日、この資料は、大阪市政記者クラブ、大阪商工記者会にお届けしています。 

 

      

 

 

 

 

以上 

《このニュースリリースに関するお問い合わせ先》 

株式会社 パークフロントホテル  広報担当：佐々木、大川まで     

TEL（06）-6460-0109   FAX(06)6460-0113 

e-mail :k.sasaki@tpfh.co.jp,   y.okawa@tpfh.co.jp 

URL : https://parkfront-hotel.com 
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