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アゴーラ・ホテルマネジメント大阪

報道関係各位

ピンクのチョコファウンテンも登場！2 月限定デザートブッフェ
＆
堺 中国料理 総料理長の特別コースを味わうフェアを開催

ホテル・アゴーラ大阪守口（総支配人：前田倫男 所在地：大阪府守口市河原町 10 番 5 号 客室
数：175 室）では、2 月限定のレストランイベントを開催いたします。
オールデイラウンジ＆ラウンジ ザ・ループでは、20 種以上のホテルメイドスイーツや名物窯焼
きピッツァ、茹で上げパスタなどをお好きなだけお楽しみいただくデザートブッフェを実施い
たします。2 月のバレンタインデーにちなんで、ロマンチックなピンク色のチョコファウンテン
のほか、フルーツいっぱいの華やかなスイーツが午後のひとときを彩ります。
また、2012 年 10 月に新たにアゴーラ・ホテル・アライアンスに加わった「ホテル・アゴーラ リ
ージェンシー堺」
（以下 堺）とタッグを組み、1 ヶ月間のフェアを開催いたします。
守口にいながら、堺の中国料理 総料理長の料理をご堪能いただけるコラボレーションイベント
です。期間中は、数々の受賞歴を有する料理長 内田和夫自らが腕を振るうスペシャルな 3 日間
も設定しております。

【本件・取材等に関するお問い合わせ】
ホテル・アゴーラ大阪守口

クリエイティブセンター

〒570-0038 大阪府守口市河原町 10 番 5 号

木谷、一色

TEL : 06-6994-1111

■【2 月限定】
「ザ・ループ」アフタヌーンデザートブッフェ
バレンタインデーにちなんだピンク色のチョコファウンテンのほか、苺のパリブレストタワー、
長ーいロールケーキなど、目にも楽しいアイテムが登場します。
また、生クリームを使ったケーキやフルーツタルト、ムース、焼き菓子など、ホテルメイドの
スイーツ 20 種以上をお好きなだけお召し上がりいただけます。さらに、次々焼き上がる名物 窯
焼きピッツァや、オープンキッチンで仕上げる茹で上げパスタなどのお料理もすべて食べ放題
のほか、サラダバーやスープ、ソフトドリンクも自由にお召し上がりいただけます。
□開催日：2013 年 2 月の平日
□時 間：3:00P.M.～5:00P.M.（内 90 分）
□会 場：オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ（1F）
料金（1 名さま）
通常
ホテル会員

おとな
\1,900
\1,800

こども（4 歳～小学生）
\900
\800

※料金には、税金が含まれております。

デザート Menu
・ピンクのチョコファウンテン
・苺のパリブレスト
・長～い苺のロールケーキ
・オペラ ・エクレア
・フルーツショートケーキ
・フルーツタルト
・ジャンボチョコプリン
・マカロン ・グラスデザート
・焼き菓子
・フルーツカクテル など 20 種以上

料理 Menu
・窯焼きピッツア 2 種
・茹で上げパスタ 2 種
・コーンスープ または クラムチャウダー
・サラダバー

オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ（1F）
席数：131 席
Morning 7:00A.M.～10:00P.M.
Lunch 11:00A.M.～2:30P.M.（4 部制）
Dinner 平日 6:00P.M.～9:00P.M.
土・日・祝日 5:00P.M.～9:10P.M.（4 部制）
Bar 9:00P.M.～11:00P.M.（L.O.10:30P.M.）

お問合せ・ご予約はレストラン予約係まで TEL：06-6994-1185（9:00A.M.～7:00P.M.）

■ホテル・アゴーラ リージェンシー堺とコラボレーション

堺 中国料理 総料理長の料理を味わう 中国料理フェア
大阪府下に 2 つめの「アゴーラ」として誕生した、ホテル・アゴーラ リージェンシー堺とタッ
グを組み、中国料理をお楽しみいただくスペシャルフェアを開催いたします。期間中は、堺 中
国料理 総料理長 内田和夫が手掛ける料理のなかでも、堺「龍鳳」ファンが愛してやまない「四
川麻婆豆腐」を気軽なランチセットやアラカルトで提供します。アツアツに熱した石の器でご
提供する麻婆豆腐は、その熱さで強みを増した山椒の豊かな香りと深い辛味をご堪能いただけ
ます。また 3 日間限定で、料理長 内田自らがスペシャルコースをご用意いたします。
□期 間：2013 年 2 月 1 日（金）～2 月 28 日（木）
スペシャルコースは 8 日（金）
・9 日（土）
・10（日）
□時 間：11:30A.M.～3:00P.M.（L.O.2:30P.M.）
5:00P.M.～10:00P.M.（L.O.9:00P.M.）
□会 場：中国料理「麗花」（1F）

・四川石焼き麻婆豆腐
ランチセット \1,500 ※アラカルトもご用意しております。
・3 日間限定スペシャルコース

\8,000

※料金には、いずれも税金が含まれております。また、別途サービス料（10％）を申し受けます。

内田和夫 Kazuo Uchida
ホテル・アゴーラ リージェンシー堺
中国料理 総料理長
中国料理 龍鳳 料理長
1993 年リーガロイヤルホテル堺「中国料理 龍鳳」の料理長
就任後、2006 年に副総料理長に、2013 年 2 月に中国料理 総
料理長に就任。
優良調理師知事賞／食博覧会大阪 中国料理コンテスト通産
大臣賞／日中協技能功労賞／日本中国料理協会功績賞 他
数々の賞を受賞。
2009 年には台北国際コンクール銅賞、大阪府優秀技能者「な
にわの名工」のダブル受賞を果たす。

中国料理 麗花（1F）
席数：69 席
Lunch 11:00A.M.～3:00P.M.
Afternoon tea 3:00P.M.～5:00P.M.
Dinner 5:00P.M.～10:00P.M.（L.O.9:00P.M.）

お問合せ・ご予約はレストラン予約係まで TEL：06-6994-1185（9:00A.M.～7:00P.M.）

【ホテル・アゴーラ大阪守口】
所在地：

〒570-0038
大阪府守口市河原町 10 番 5 号
TEL : 06-6994-1111

開業日：

2012年8月1日

建物概要：
営業施設：

階層／地上12階
客室数／ 175室
レストラン＆バー／
オールデイダイニング＆ラウンジ「ザ・ループ」
ベーカリー＆カフェ「ファゴット」
中国料理「麗花」
日本料理「こよみ」
ダイニング＆バー「シズリング」
ルーフトップダイニング「フォーラム」（期間限定）
宴会場／12施設
その他の施設／チャペル、駐車場

【アゴーラ・ホスピタリティーズ】
正式名称：

株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ

代表：

浅生亜也

本社

〒107-0074 東京都港区港区虎ノ門 5-2-6 虎ノ門第 2 ワイコービル 7F

事業内容：

ホテル及び旅館の運営・再生・開発

関連会社：

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント野尻湖

（Aya Aso）

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント佐賀
株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪
株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント東京
株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント伊豆
株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺
総ホテル数 :

7軒

総客室数

736 室

:

運営ホテル :

野尻湖ホテル エルボスコ
(所在地：長野県上水内郡信濃町野尻

客室数：60 室)

今井荘

（所在地：静岡県賀茂郡河津町見高

客室数：53 室）

南山荘

（所在地：静岡県伊豆の国市長岡

客室数：33 室）

古湯温泉 ONCRI/おんくり
(所在地：佐賀県佐賀市富士町古湯

客室数：38 室)

ホテル・アゴーラ大阪守口（守口ロイヤルパインズホテル）
（所在地：大阪府守口市河原町

客室数：175 室）

アゴーラ・プレイス浅草
（所在地：東京都台東区寿

客室数：136 室）

ホテル・アゴーラ リージェンシー堺
（所在地：大阪府堺市 客室数：241 室）
URL :

www.agorahospitalities.com

