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2013 年 7 月吉日
アゴーラ・ホテルマネジメント大阪
報道関係各位

ホテル・アゴーラ大阪守口
開業一周年記念 夏の特別イベント開催

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）は、8 月 1 日(木)に開業 1 周年を迎えます。当館では、これまでのお客様や地域の皆様の
ご支援・ご協力に感謝の意を込めて、一周年を記念した、特別メニューの提供やイベントを開催しま
す。
期間中、ダイニング＆バー「シズリング」、日本料理「こよみ」、中国料理「麗花」では、アゴーラ・ホテ
ルアライアンスの施設がある日本各地より取り寄せた食材や、メニューを取り入れた特別コースをご用
意します。
また、ホテルコンセプトである“過去と未来を紡ぐきっかけに出逢えるホテル”をテーマとして、夏の
思い出づくりをお手伝いすべく夏休みイベントを多数開催します。レストランでは、小学生以下のお子
様の食事料金が半額または無料になる「キッズフェア」をはじめ、お盆期間には縁日やビンゴゲーム
大会、吉本興業のお笑いキャラクターがやってくる「真夏のファミリーフェスティバル」、宴会場では、
世界３０か国の料理が集合する「スペシャルサマーバイキング」等、ご家族みんなで楽しめる企画が満
載です。
同イベントに関する詳細は次頁の通りです。
ホテル・アゴーラ大阪守口は、アゴーラの事業ビジョンである「美しい日本を集めたホテルアライア
ンス」のもと、恵まれた立地とホテルアライアンスのスケールメリットを最大限に活かし、地域に貢献で
きる施設を目指して参ります。
【本件 取材・プレゼントパブリシティ等に関するお問い合わせ】
ホテル・アゴーラ大阪守口 営業企画課 一色、三方
〒570-0038 大阪府守口市河原町 10 番 5 号 TEL : 06-6994-1111

8月1日より一ヶ月間、各レストランで開業一周年を記念して特別メニューをご用意します。
ダイニング＆バー「シズリング」では、アゴーラ・ホテルアライアンスのメンバーである、佐賀
県・古湯温泉「ONCRI」のシグニチャーディッシュ「ブイヤベース」をお召し上がりいただけます。
魚のフュメ(出汁)と香味野菜を丸2日間じっくり煮込んだ同品は、魚貝の旨味をじっくり堪能できる
シェフ自慢の逸品です。また、静岡県・伊豆今井浜温泉「今井荘」が位置する下田で揚がった伊勢
海老や、長野県・信濃町「野尻湖ホテル エルボスコ」より届けられた信州の野菜を使った料理の
他、信州のブルーベリーを使ったデザートなど、日本各地の味わいをお楽しみいただけます。
他にも、佐賀県のブランド黒毛和牛“伊万里牛”は、しゃぶしゃぶでお召し上がりいただく会席
や、彩り鮮やかな旬野菜とともにセイロ蒸しにする中国料理コースでラインナップします。
また、世界一と賞され、幻の酒とも言われる佐賀県産の日本酒「鍋島」を、蔵元の承諾を得て、
期間限定で提供します。
開業一周年記念コース

1名様

各￥10,000

期間： 2013/8/1(木)～31(土)
■1stアニバーサリースペシャルコース

ダイニング＆バー シズリング

Menu
・新鮮生野菜 唐津産ジャンボにんにくソース
・伊豆 下田で揚がった伊勢海老のジュレと唐津野菜の盛り合わせ
キャビアとともに
・フォワグラのポワレ 長野県信濃町の甘いとうもろこしのクーリを敷き詰めて
・鮮魚のブイヤベース 柚子胡椒のルイユを添えて
・柚子のシャーベット
・伊万里牛のグリル 旬の野菜添え 大葉のパニエット
・特製デザート コーヒーまたは紅茶 パン

■開業一周年特別会席
・先付
・前菜
・吸物
・造里
・煮物
・焼物
・小鍋
・揚物
・留椀
・食事

日本料理 こよみ

雲丹豆腐 山葵 雲丹ソース
射込みオクラ 漬物寿司 ミニトマト 枝豆 雲丹磯部巻
土瓶蒸し 鱧 松茸 銀杏 三つ葉 酢橘
氷鉢盛り 中トロ 鯛 活蛸 あしらい一式
百合根饅頭 野菜あんかけ 柚子
大栄螺壺焼き 青梅 はじかみ
しゃぶしゃぶ 伊万里牛など和牛3種を味くらべ
鱧天婦羅 銀杏 椎茸 青味
赤出汁仕立て
鮎御飯 ・香物 三種盛り ・果物 季節のフルーツ ゼリーかけ

■開業一周年特別コース

中国料理 麗花

Menu

・1周年記念 前菜盛り合わせ
・フカヒレの姿煮
・伊勢海老のチリソース
・伊万里牛のセイロ蒸し 旬野菜とともに
・殻付き鮑のステーキ オイスターソース仕立て
・フカヒレ入り海鮮あんかけチャーハン
・デザート盛り合わせ
約束されたおもてなしと地域の恵み「美しい日本に出逢えるアゴーラ・ホテルアライアンス」
彩豊かな四季を有する大自然、そして人々の営みから生まれた尊い文化の数々。この魅力あふれる美し
い日本を終結したのがアゴーラ・ホテルアライアンスです。

2013年8月13日(火)～15(木)のお盆期間、「真夏のファミリーフェスティバル」を開催します。
宴会場にて行う2日間のスペシャルサマーバイキングは、アジアやヨーロッパ、南米など世界30か
国のバラエティーに富んだ料理をお好きなだけ召し上がれる、ファミリーブッフェです。
その場でお造里や寿司に仕立て上げる「鮪の解体ショー」をはじめとするイベントの他、フルー
ツをたっぷり盛り付けた大きなパンケーキなどのお子様にも喜ばれるメニューや、ホテルメイドの
デザートも多種ご用意します。
また、なつかしいヨーヨーや射的を楽しむ“こども縁日”や、お食事券などが当たる“ビンゴゲ
ーム大会”も開催します。さらに、期間中は吉本興業より、守口市出身の池乃めだか師匠、坂田師
匠を模倣した着ぐるみが来館予定です。
○スペシャルサマーバイキング
期間：

8/14(水)・15(木)の2日間

会場：

2F 宴会場

開業一周年記念「世界30ヵ国を味わうバイキング」

世界の料理一例： ローストビーフ(イギリス)、北京ダック(中国)、チーズフォンデュ(スイス)、羊肉のカスレ(フラン
ス)、ハンバーグステーキ(ドイツ)、トムヤムクン(タイ)、鶏肉のビール煮(ベルギー)、タコス(メキシコ)、タンドリーチキ
ン(インド)、バーベキュー・クラムチャウダー(アメリカ)、棒棒鶏・焼き豚(中国)、海老のココナッツミルク煮(インドネシ
ア)、松茸と牛肉のすき煮(日本)、牛肉そば(ベトナム)、ヤンハーゲンビスケット(オランダ)など
など

■ランチ(100 分)

12:00Noon～1:40P.M.

ランチ(100 分)

大人

シニア

小学生

幼児

通常料金

\3,500

\2,800

\1,500

\900

先行予約料金

\3,200

\2,500

\1,200

\800

■ディナー(110 分)

6:00P.M.～7:50P.M.

ディナー(110 分)

大人

シニア

小学生

幼児

通常料金

\4,200

\3,500

\1,800

\1,200

先行予約料金

\4,000

\3,200

\1,500
(8/15 は無料)

\1,100
(8/15 は無料)

※先行予約は、8/8(木)まで

※シニア：65 歳以上、幼児：4 歳以上

○笑って当たって「ビンゴゲーム大会」
お食事券や、よしもとグッズが当たるビンゴゲームです。
若手芸人が盛り上げるトークタイムも予定しています。
開催時間(各約1時間)： ①12:30P.M.～ ②2:00P.M.～ ③7:45P.M.～
※期間中にレストランをご利用、または上記バイキングを先行予約の小学生・幼児のお子様に
ビンゴカードをプレゼントします。

○こども縁日
なつかしい「射的」や「ヨーヨー釣り」、「スマートボール」など、親子で昔遊びを体験できま
す。
時間：

11:00A.M.～9:00P.M.

ホテル会員限定の、お子様のお食事料金が半額または無料になるお得なフェアです。
なお、ホテルライフをスマートにする会員制度「BESPOKE」には、当日入会も可能です。
○夏休みキッズフェア
ご家族連れのお子様の料理の料金が半額または無料
お子様： 4 歳～小学生
期間： 7/20(土)～8/31(土)
※ホテル会員のご家族様が対象(当日入会可)
半額

各レストランのセット・コースメニュー全品と、ザ・ループのラン
チブッフェ・ホリデイディナーブッフェ・麗花のファミリーオーダ
ーバイキングの小学生料金

無料

ザ・ループのランチブッフェ・ホリデイディナーブッフェ・麗花の
ファミリーオーダーバイキングの幼児料金

お子様メニューもご用意しております。(通常￥1,500～￥3,000)
※全ての料金には、税金が含まれております。また、開業 1 周年記念コースは別途サービス料(10％)を申し受けます。

【読者からのお問合せ・ご予約】
ホテル・アゴーラ大阪守口
〒570-0038 大阪府守口市河原町 10 番 5 号
代表 TEL：06-6994-1111
レストラン予約 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： 階層／ 地上12階
営業施設： 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 （Aya Aso）

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
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佐賀
株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺
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福岡
総ホテル数 :

8軒

総客室数

783 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：50 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 リージェンシー堺 （所在地：大阪府堺市 客室数：241 室）
ホテル・アゴーラ大阪守口 （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：145 室）
アゴーラ福岡山の上ホテル＆スパ ※2013 年 9 月開業予定
（所在地：福岡県福岡市 客室数：48 室）
URL :

www.agorahospitalities.com

