INFORMATION

ACCESS
ユニバーサルスタジオ前交番
Police box

オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ
ユニバーサル・シティウォーク大阪

Universal Citywalk Osaka
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ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

Internet connectivity

UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

※館内のみ利用可

Wi-Fi available throughout the building (free of
charge) * Available in the building only.

お車・団体バスをご利用の場合
Car Access

施設概要

Facility overview

【 1 階／ 3 階 】バゲージスペース
【 3 階】フロント・レストラン・宴会場
【 5 ～20 階】客室
【客室階 EV ホール】製氷機・電子レンジ
Baggage space (1st ﬂoor,3rd ﬂoor)
Front desk, Restaurant, Banquet hall (3rd ﬂoor)
Guest rooms (5th to 20th ﬂoors)
Microwave ovens・Ice making machine（Guestroom
ﬂoors)

JR 新大阪駅より約35 分
大阪国際空港より高速道路利用で約 40分
関西国際空港より高速道路利用で約50分
京都市内より高速道路利用で約60 分
奈良市内より高速道路利用で約70 分
From JR Shin-Osaka 35min.
From Osaka Airport 40min.
From Kansai International Airport 50min

交通機関をご利用の場合
駐車場

Parking lot

自走式駐車場【1 階 】42 台
※車高制限：高さ 2.1m

料金｜1 泊 3,000 円 ( 税込み )

※事前のご予約は承っておりません。
満車の際は近隣駐車場をご利用下さい。
Self-propelled parking lot (1st ﬂoor):
42 cars *Height limit: 2.1m
Fee: 3,000 yen per night (tax included)
We do not accept reservations in advance. If the
parking lot is full, please use the nearby parking lot.

Train Access

JR 新大阪駅より約 16 分で JR ユニバーサルシティ駅
JR 大阪駅より約 11 分で JR ユニバーサルシティ駅
JR ユニバーサルシティ駅より徒歩約 1 分
From JR Shin-Osaka st. 16min.
From JR Osaka st. 11min.
From JR Universalcity st. 1min.

☎お電話でのご宿泊予約はこちら
オリエンタルホテルズ & リゾーツ リザベーションデスク
TEL.0570-051-153（ホテルコード：11）※国内からのみ

客室概要

Guest room overview

総客室数｜330 室

受付時間｜10：00 ～ 18：00

※全客室内を禁煙とさせて頂いております。
Total number of guest rooms: 330
*All guest rooms are non-smoking.

オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ

〒554-0024 大阪府大阪市此花区島屋 6 丁目 2-78
※2022年5月時点の情報となります＊Information as of MAY. 2022.

TEL +81-6-6460-0811 ／ FAX +81-6-6460-0812
https://universalcity.oriental-hotels.com/

オリエンタルホテル ユニバーサル・シティは、
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。
Universal elements and all related indicia
TM & © 2022 Universal Studios. All rights reserved. CR22-1002

オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ

RESTAURANT

ROOM

GREEN

WALL

DINING

AS YOU LIKE IT
アースカラーを基調としたモダンで居心地のいいイ
ンテリアと黒のフレームをアクセントカラーにした落
ち着いたデザイン。
A modern and cozy interior based on earth tones and a
calm design with a black frame as an accent color.

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

UNIVERSAL STUDIOS JAPAN

パークまで徒歩 1 分の好立地 !
森の中にたたずむグリーンと
賑わいあふれるレストラン
「GR E E N WA L L DI N I NG」

そうぞう

想像もできない感動が
パークで待っている !!

A restaurant full of greenery
in the middle of the forest.

異なる表情を持つさまざまなエリアは、感動がいっぱいの別世界。

新 緑 の みずみずしさを 表 現したグリーン
ウォールをアクセントとし、まるで自然の中
で食事を楽しむような空間が魅力
Moderate Double

ハリウッドの超大作映画をテーマにしたライドやショー季節ごとのイ
ベントなど、世界最高の感動と興奮あふれるエンターテイメント
の数々に、大人も子供も夢中になれる。

The green wall symbolizing the freshness of the
fresh verdure is used as an accent, and it will
remind you of a time when you we enjoy meals
in the midst of nature.

Fun and excitement await you at Universal Studios Japan!
Each distinct world holds new and unique adventures at every turn.With
attractions inspired by Hollywood movies, as well as exciting seasonal
events and endless entertainment, there's fun for every kind of adventurer!

自然の恵みの朝 食 で
エネルギーチャージ

Recharge your energy with breakfast
お客さまが心も体も元気になれる豊富
なラインナップの朝食。素材の旨味や楽
しさにこだわったお料理を数多く提供。
Superior Twin

A rich lineup of nature's bount y for
breakfast that will energize your body and
mind. We oﬀer a wide selection of dishes
that focus on the ﬂavor and enjoyment of
the ingredients.

かんどう

Beef Hamburger

Eggs Benedict & Fresh Orange juice

