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2013 年 9 月吉日
アゴーラ・ホテルマネジメント大阪
報道関係各位

１Ｆロビーに「お菓子の家」を展示
オールデイダイニング＆ラウンジ「ザ・ループ」
童話やおとぎ話のメルヘンな世界に触れるブッフェを開催

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、10 /4(金)より「お菓子の家」をロビーで制作・展示します。高さ約 160cm もの「お菓子
の家」は、育成調理師専門学校(兵庫県尼崎市)の学生と当ホテルのパティシエがクッキーやマカロン
をはじめとする本物のお菓子を使って制作するコラボレーション作品となります。10/4(金)～6(日)の 3
日間は、実際に組み立てる様子もご覧いただけます。
また、「オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ」では絵本の展示をはじめ、パンケーキやパイ、
グラタンなど、童話やおとぎ話に登場する料理をイメージしたメニューがブッフェに加わり、メルヘンの
世界を演出します。
同イベント開催に伴い、ゲスト参加型の「甘い思い出フォトコンテスト」も facebook で行います。
さらに、大人が楽しむ秋のイベントとして「オクトーバーフェスト」を開催します。当ホテルとしては初
の試みとなる同イベントは、陽気なドイツ音楽の生演奏を聴きながら、様々なドイツビールとともにホテ
ル特製のドイツ料理を思う存分お楽しみいただける 1 日限りの催しとなります。

【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
〒570-0038 大阪府守口市河原町 10 番 5 号

TEL : 06-6994-1111

10/4(金)より約2ヵ月間、1Fロビーにて「お菓子の家」を制作・展示します。育成調理師専
門学校の協力の下、学生と当ホテルのパティシエがカラフルなクッキーやマカロンなどの本物
のお菓子を使って仕上げる「お菓子の家」は、約160cmと人の背丈もの大きさとなります。制
作中はホテル直営ベーカリーのオープンキッチンでお菓子を焼く作業風景や、ロビーで家を組
み立てる様子も公開します。

期間 2013/10/7(月)より約2か月
(9/19(木)～10/3(木)

ベーカリーでお菓子を制作)

(10/4(金)～6(日) ロビーで組み立て)

会場 ホテル・アゴーラ大阪守口 １Fロビー
協力

育成調理師専門学校

ホテルの公式facebookページで、「甘い思い出フォトコンテスト」を開催します。「お菓子の
家」や「メルヘンメニュー」の画像、またはそれらと一緒に撮影した画像を投稿いただき、「い
いね！」の数をより多くもらえた方にホテルよりプレゼントを贈呈します。なお、結果発表は
facebook、展示会場で行います。

【甘い思い出フォトコンテスト】
応募期間

10/4(火)～11/10(日)

投稿内容
・期間中に撮影した画像
・本文 1 行目に「甘い思い出フォト」と記載
判定方法
10/4(火)～11/13(水)の期間中にクリックされた
「いいね！」の数
結果発表
11 月中旬に facebook 上で行い、入賞者には入賞
通知のメッセージを個別に送信します。また、会
場にも画像作品を展示します。

オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループでは、期間中のランチとホリデイディナーブ
ッフェ時に童話やおとぎ話に出てくる料理をイメージしたメニューを提供します。店内には料
理とともに絵本を展示し、幼い頃に読んで美味しそうな料理に憧れた記憶を懐かしむ楽しいひとと
きを演出します。パンケーキやグラタン、チーズ料理など、大人も子供も一緒に楽しめる料理をブ
ッフェスタイルでお好きなだけお召し上がりいただける期間限定のイベントです。

店舗 オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ(１F)
期間 10/1(火)～11/30(土)
席数 131席
ランチタイムは、サラダバー、前菜にシーフード、肉料理、ホテルメイドのデザートなど約70種のメニュ
ーとソフトドリンクが食べ飲み放題です。土・日・祝日のディナータイムは、さらに充実した約80種を提
供しています。

■ランチブッフェ
4部制(90分) 11:00

11:30 12:50

13:20

1名様

大人

シニア

小学生

幼児

通常料金

￥2,200

￥2,000

￥1,200

￥800

ホテル会員

￥2,100

￥1,900

￥1,100

￥700

■ホリデイディナーブッフェ(土・日・祝日限定)
4部制(100分) 17:00

17:20

19:10 19:30

1名様

大人

シニア

小学生

幼児

通常料金

￥3,500

￥3,200

￥1,750

￥1,000

ホテル会員

￥3,400

￥3,100

￥1,650

￥900

※シニア：65歳以上、幼児：4歳～小学生未満
※料金には、いずれも税金が含まれております。

ドイツ発祥のビールの祭典「オクトーバーフェスト」を、当ホテルでも初めて開催します。様々なドイツ
ビールをラインナップするほか、ジャーマンソーセージのグリルやアイスバインなど、ホテル特製のドイ
ツ料理をブッフェスタイルでお楽しみいただけます。陽気な民族音楽に合わせて、ジョッキ片手に歌
い踊って集う、一夜限りのイベントです。

ドイツビールの祭典
AGORA オクトーバーフェスト in 守口
期日 10/30(水)
時間 18:30～21:00
会場 2F 宴会場
料金 1 名様 当日 ￥6,000
前日までのご予約 ￥5,500

【フード】
・牛肉のビール煮

・アイスバイン

ト

・ファイヤーローストチキン

ル

・プレッツェル

・枝豆ビール漬け

・ドイツ風ミートボール

・ポークシュニッツェル

・ジャーマンソーセージ

・ムール貝のビール蒸し

・ザワークラウ

・スペアリブ ハーブグリ

・ベルスト・サラートなどサラダ各種 など

【ドリンク】
ドイツビール（レーベンブロイ）、アサヒスーパードライ、シュタインベルがー（ドイツ特産のジン）、ワイン、
ソフトドリンク など

陽気な生演奏とライブパフォーマンス
【出演】バイエルンカペレ大阪
関西ビアソング界の第一人者、岩島佳子率いる
“バイエルンカペレ大阪”が、ドイツ民謡、ビアポ
ルカの生演奏や、ムカデ行進などの楽しいパフ
ォーマンスを披露します。会場の皆様を本場ミュ
ンヘンの雰囲気に誘います。

※料金には、料理、飲物、サービス料・税金が含まれております。
協賛：アサヒビール株式会社

【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 （所在地：福岡県福岡市 客室数：48 室）
URL :

www.agorahospitalities.com

