PRESS RELEASE
2014 年 7 月吉日
株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪
報道関係各位

開業 2 周年記念イベント開催
●乗って入って遊べるダンボールアート 迷路＆電車すべり台
●街バル感覚で館内レストラン廻る「ホテバル」開催

ホテル・アゴーラ大阪守口（総支配人：上田 祐司 所在地：大阪府守口市河原町 10 番 5 号 客数：175 室）は、
2014 年 8 月 1 日（金）に開業 2 周年を迎えます。これを記念しアニバーサリー月にあたる 8 月中に、ご家族でお
楽しみいただけるイベントや、レストランでの記念イベント開催の他、ブライダルスペシャルプランを販売します。
当ホテルでは、日頃からご愛顧いただいているお客様に感謝の意を込めて、夏休み期間であるアニバーサリー
月にあたる 8 月にお子様連れのご家族にも楽しんでいただけるイベントを開催する運びとなりました。テーマは、2
周年の「2」と「ピースサイン」をかけ、『ご来館いただく皆様が思わず「ピース」したくなるほど楽しい思い出を作って
いただくこと』とし、様々なイベントをご用意しました。
まず、8/13(水)～16(土)の期間は宴会場にダンボールでできた大きな迷路が出現します。これは、実際に遊ぶ
ことができるアートで、迷路の他、電車の形をしたすべり台、またダンボールを使って動物などを作る工作キットも
ご用意し、実際に触れて体験できるイベントとなります。
また、8/13(水)～15(金)は、蟹やステーキ、ホテルメイドのスイーツなど存分に楽しめるブッフェを宴会場で行い
ます。さらに、8/22(金)～24(日)には、館内のレストランを街バル感覚で楽しめる「ホテバル」を開催。同イベントで
は、ホテル内のレストラン・ショップ全店舗に対象メニューを設け、ご利用者は事前に購入したチケットと交換に、
各店のスペシャリテやお酒を召し上がりいただけます。
その他、ブライダルでは、挙式から披露宴、衣裳、ウエディングケーキなどの他、披露宴に使えるプレゼントや
DVD を無料で制作するなど６つの特典を付けた、お得な特別プラン「ピース」を 5 組限定で発売します。
ホテル・アゴーラ大阪守口は、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」として、2 周年を
迎えられた感謝の意を込めたおもてなしを通し、皆様の記憶に残るひとときを提供します。そして、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生かし、地域に貢献できる施設を目指してまいります。

【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 PR 担当 一色、三方
mo-creativecenter@hotelagora-moriguchi.com
〒570-0038 大阪府守口市河原町 10 番 5 号

TEL : 06-6994-1111

乗って入って遊べるダンボールアート 迷路＆電車すべり台
5.6m×11.2mの迷路が、ホテルに出現！

期間： 2014/8/13(水)～16(土)
時間： 10:00～21:00
会場： 3F 宴会場

※ご利用には、縁日券をご購入ください。
※ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。

ミニアート工作コーナーでは、
ダンボールで作る工作キットも用意しています。
その場で作るも、ご自宅でじっくり取り組むのもよし、
親子でお楽しみいただけます。(\350～￥945/1体)

【読者・視聴者からのご予約・お問合せ】 イベント予約係 TEL：06-6994-1118(9:00～18:00)

館内レストランを廻るグルメ散歩。「ホテバル」

街バル感覚で、ホテル内のレストランを廻ってグルメを楽しむ「ホテバル」を開催します。
メニューは、1Fから最上フロア12Fまでのレストラン・ショップ全店舗より、全25品をラインナップ。8枚綴りのチケットを
使って、お好きなメニューをお好きな順番でお楽しみいただけます。江戸前寿司職人がにぎる寿司をはじめ、北京ダ
ック、フォワグラなどの高級メニューから、生ハムやピッツァ、ケーキセットなどのカジュアルフードまで各店のスペシャリテが
揃い、さらにレストランではワンドリンク付きで、店を廻れば廻るほどさまざまなお酒を召し上がることができます。現在、
お得な前売り券を販売中です。
■期間： 2014/8/22(金)～24(日)
■時間： 18:00～各店の営業時間に準じる
■料金： ホテバルチケット(8枚綴り)

前売り券￥3,500(8/21(火)まで) 当日券￥4,000

※余ったチケットは、あとバル期間中に館内レストラン・ショップで商品券(1枚￥500)としてご利用いただけます。

メニュー例
店舗

メニュー例

ドリンクサービス(1杯)

ダイニング＆バー シズリング

・新鮮生野菜をシズリングスタイルで

グラスワイン(白・赤・スパークリン

(12F) 24:00まで(L.O.20:00)

・フォワグラのポワレ

グのいずれか)

日本料理 こよみ

・造里3種盛り合わせ

地酒 または ビール

(4F)

・鮪トロのにぎり寿司２貫

21:00まで(L.O.20:00)

中国料理 麗花

・石焼き麻婆豆腐

(1F)

・北京ダック

21:00まで(L.O.20:00)

紹興酒 または ビール

オールデイダイニング＆ラウンジ

・ジャーサラダ

ジャーカクテル または グラスワイン

ザ・ループ(1F) 21:00まで(L.O.20:00)

・ピッツァ・マルゲリータ(ハーフ)

(白・赤・スパークリングのいずれか)

ベーカリー＆カフェ ファゴット

・お好きなパン(対象)＆コーヒー

(1F)

・ケーキセット(ケーキ＆コーヒー)

22:00まで(ケーキセットは21:00)

＿＿＿＿＿＿＿＿

【読者・視聴者からのご予約・お問合せ】 レストラン予約係 TEL：06-6994-1185(9:00～19:00)

アニバーサリー特別プラン「ピース」
ホテル開業2周年を記念して、先着5組のカップル限定のお得な特別プランです。
挙式、披露宴など基本的に必要なものをすべてセットにし、さらに６つの特典を用意しました。大理石に映る十字
架が印象的なチャペル挙式の他、披露宴の料理は、総料理長が監修するオマール海老やパイ包みスープなどのフ
ランス料理フルコース、または日本料理からお選びいただけます。特典には、人気の「デザートブッフェ」をお付けして
おり、披露宴の婚礼料理をゲストがより楽しめるものに演出します。また、結婚式の思い出を振り返り、さらにお二
人の絆を紡ぐおもてなしとして、結婚1周年の記念ディナーにご招待します。

【6 つの特典】
・披露宴で、「デザートブッフェ」をご用意
・披露宴で上映できる、お二人のプロフィール DVD を無料で制作
・結婚 1 周年記念ディナーにペアでご招待
・婚礼当日のご宿泊(ペア)をプレゼント
・カラードレスを、10 万円でご案内
・ご列席者のご宿泊を特別料金でご用意

■料金： 88万円 (30名様)

※消費税・サービス料を含む

■内容： 挙式、披露宴、衣裳、美容着付け、料理、装花、ウエディングケーキ、控室など
※2014/12/31(水)までにご成約の先着5組が対象
※他の特典・割引とは併用できません。 ※30名様以上のお申込みに限ります。
※写真はイメージです。
【読者・視聴者からのご予約・お問合せ】 ブライダル係 TEL：06-6994-1118(10:00～18:00)

【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 :

10 施設

総客室数

872 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 （所在地：福岡県福岡市 客室数：48 室）

旧軽井沢ホテル

（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 客室数：52室）

信州 諏訪湖 上諏訪温泉 油屋旅館 （所在地：長野県諏訪市湖岸通り 客室数：37室）
URL :

www.agorahospitalities.com

