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オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ1F

会員様特典

平日は��：��よりご予約を承ります。

3段のティースタンドに可愛らしく盛り付けたスイーツや
セイボリーを、ロンネフェルト社の香り高い紅茶とともに。
苺の品種食べくらべとスイーツ、紅茶はお代わり自由です。

アフタヌーンティー
～苺づくしのスイーツをお好きなだけ～
3/1（月）～4/30（金） 14：00～17：00（L.O.16：00）
1名様 ￥3,800

1F ベーカリー＆カフェ ファゴット 7：00～18：00 ※土・日・祝日は20：00まで 
（ケーキの販売は11：00より）

上記は、テイクアウトでもイートインでもお召し上がりいただけます。

あまおう苺を内にも外にもとにかく敷き詰めた贅沢なフレジェ。
和三盆の優しい甘さのスポンジと生クリームが苺を引き立てます。

a. あまおう苺たっぷりのプレミアムフレジェ
￥850

b. 苺のデニッシュ ￥350
c. 桜あんぱん ￥240
d. 苺のタルト ￥520
　（ホール　￥2,550）
苺のシュークリーム ￥500
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真っ赤 な一粒 に、ぎゅっ
と

幸
せ

。
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１日��食限定

苺フェア
〈 レストラン・ショップ全店 〉

各店の苺メニューをお楽しみに。



“白”をイメージしたフレンチフルコースを
ご用意。フォワグラがパフェに？！シェフ
のアイデアをお楽しみに。

ホワイトデーコース  ￥5,500

LUNCH & DINNER

国産黒毛和牛ステーキと魚料理の2種のメイ
ン料理と、選べるデザートなどを楽しめるラン
チコースです。

NOVA ノヴァ  ￥4,730
LUNCH

最上階からの眺望とともに
楽しむ特別な時間。

ホリデイディナー限定 ホリデイディナー限定

ホリデイディナー限定

お問合せ・ご予約は、レストラン予約係まで。TEL：��-����-����（�：��～��：��） ��時間OK

レストランWEB予約
はこちらから。

11：30～15：00（L.O.14：00） ◎土・日・祝日11：00より
18：00～21：00（L.O.20：00） ◎土・日・祝日17：00より12F ダイニング＆バー シズリング

オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ1F

日本各地の人気肉グルメや、特色のある郷土料理など様々な肉メニューを食
べ尽くしましょう！肉料理の他、ふんだんな春野菜やシーフード、そしてパティ
シエのデザートもお好きなだけお楽しみいただけます。ランチは約50種が食べ
放題、土・日・祝日のホリデイディナーには、ローストビーフや蟹、ビーフ鉄板焼
きもお楽しみいただけます。
◎フリーソフトドリンク付き

十和田バラ焼き、山賊焼き、味噌かつ、手羽先、肉巻きおにぎり、鶏飯、いもこ汁、ジンギスカン、どて焼き、ラフテー、新
玉ねぎのスープ、苺とモッツァレラのサラダ、海老とクレープフルーツのマリネ、新じゃが芋と空豆のチーズ焼き、海老と
カリフラワーのカレーグラタン、春キャベツと紅海老のスパゲティ、筍のジェノベーゼピッツァ、フレンチトースト 生ハム
添え、苺のソルベ　など
【ホリデイディナー限定】ローストビーフ、ビーフ鉄板焼き、ボイルド蟹、寿司

〈メニュー例〉

会員様特典

平日は
フリータイム

（時間制限なし）

肉まつりビュッフェ  3/1（月）～4/30（金）LUNCH & DINNER

■ ランチ（90分）
［平日］ 11:30～14:30　［土・日・祝日］ 2部制／①11:00 ②13:00

■ ホリデイディナー ［土・日・祝日］（100分）
通常17:30～20:30（L.O.20:00）

大人

￥2,640
シニア

￥2,420
小学生

￥1,210
幼児

￥880
ランチ

平日

土・日・祝日 ￥2,860 ￥2,530 ￥1,210 ￥880

￥3,960 ￥3,630 ￥1,980 ￥1,100ホリデイディナー

※シニア：65歳以上、
　幼児：4歳～小学生未満
※平日ディナータイムは休業

3/15（月）より

日本各地の

ご当地肉グルメを
食べくらべ！

3/1（月）～14（日）

通常



火曜定休11：30～15：00(L.O.14：00) ◎土・日・祝日11：00より
18：00～21：00(L.O.20：00) ◎土・日・祝日17：00より12F 鉄板焼 シズリング

※ディナータイムは、行政による時間短縮要請期間中は営業時間を変更いたします。  ※状況により臨時休業や営業内容を変更する場合がございます。  ※ 会員様特典 会員様料金 は、ビスポーク会員様が対象です。  ※料金には、いずれも消費
税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。（ファゴット、お持ち帰り商品を除く）  ※食材の仕入れ状況により、料理内容が一部変更になる場合がございます。  ※国産米を使用しております。  ※写真はイメージです。
◎当ホテルは、感染症対策を徹底しております。ご来館の際は、マスクの着用と手指消毒・検温にご協力ください。 

4F 日本料理 こよみ 11：30～15：00（L.O.14：00） ◎土・日・祝日11：00より
17：00～21：00（L.O.20：00） ◎寿司カウンター 木曜定休 

◎「Go To トラベル」キャンペーンの対象施設です。  ◎「Go To Eatプレミアム商品券」をご利用いただけます。　

Hotel Agora Osaka Moriguchi

LUNCH

点心ワゴンで楽しむ
飲茶オーダービュッフェ

90分制

◎4/29・30はGWバイキング

※シニア：65歳以上、幼児：4歳～小学生未満

大人

￥3,025

シニア

￥2,805

小学生 幼児

￥1,485 ￥1,000通常

￥2,860 ￥2,585 ￥1,375 ￥900会員様料金

11：00～15：00（L.O.14：00） 
※土・日・祝日は15：30まで（L.O.15：00）

熱々の点心をお席まで運ぶ点心ワゴンより、お
好きなものを。料理やデザートを約60種より
思う存分お楽しみください。

1F 中国料理 麗花 11：30～15：00（L.O.14：00） ※土・日・祝日は11：00より
17：00～21：00（L.O.20：00）

◎アラカルト、テイクアウトメニューもご用意しております。

◎活け食材のため、ご予約をお勧めいたします。
◎4名様以上で貸し切り可

ミニフカヒレ姿のスープを楽しめる女性の
美を推すランチコース。前菜、メイン、デザー
トには“苺”の香りが漂います。

LUNCH

楊貴妃ランチ  ￥2,750

甘さと酸味が絶妙、
苺の酢豚をお試しあれ。

会員様特典

「苺のノンアルコールカクテル」をサービス

����.�.�-�.��
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LUNCH

季節の移り変わりを料理で表現する人気のラ
ンチ。色とりどりの前菜に始まる旬の味わいを
お楽しみください。

こよみ弁当 ￥2,750 会員様特典

「桜餅」をサービス

旬の桜鯛は体色が美しく、脂がのって美味。ふっくらとした身を造里やしゃぶ
しゃぶ、鯛めしなどでご堪能ください。

季節会席「桜鯛」  ￥8,250

色とりどりの季節の味覚が彩る二段
重、ご自宅でもホテルの味わいを。
三段重（￥4,000）も承ります。

花見弁当  ￥2,980
こよみの寿司職人の技で蒸して煮て
炙った穴子は、口どけふんわり且つ奥
深い味わい。ご自宅やお土産でもぜひ
お楽しみください。

穴子箱寿司  6貫 ￥2,000

LUNCH & DINNER

宝 船 ￥11,550

活け車海老や黒毛和牛を堪能。

海の幸やフォワグラの他、黒毛和牛はフィレ肉（80ｇ）、
またはサーロイン（100ｇ）よりお選びいただけます。

LUNCH & DINNER

［お渡し］11：00～20：00  ◎花見弁当は、3日前までにご予約ください。

4F　日本料理 こよみ 1F　中国料理 麗花

海の幸ちらし ¥3,900
特上にぎり ¥3,800
裏巻き寿司 ¥2,800
海老箱寿司 ¥1,700
鰻箱寿司 ¥1,300

中国料理パーティーセット
20品よりお好きなメニューを組み合わせ
6品￥3,300（2～3人前／直径32cm）
6品￥4,900（4～5人前／直径39cm）
7品￥6,500（6～7人前／直径46cm）
［お渡し］11：00～20：00
◎前日までのご予約で10％OFF

テイクアウト 贈り物にも、食卓にも。

寿司メニューは木曜定休 

裏巻き寿司

通常

通常 通常



公式ページで
ホテルの最新情報公開中

2021.2.15C 008 PP

ホテル アゴーラ 大阪守口
w w w.hotelagora-mor ig uch i.com
���-���� 大阪府守口市河原町��-�  TEL：��-����-���� スマートフォンサイト

で情報をチェック

アゴーラアプリ登録キャンペーン ￥500分の
デジタルクーポン
プレゼント！

クーポンやニュースが届き、残高照会も簡単。
もうカードを持ち歩かなくていい！

お客様の安全・安心のために、
感染症予防対策を徹底しております。
ご来館の際は、マスクの着用と
手指の消毒、検温にご協力ください。

マス
クの
下は

笑顔
です
!

入場無料／予約制
Event Schedule

お問合せ・ご予約 TEL：��-����-����（�：��～��：��）

ホテル焼き菓子のお土産付き

年忌法要（四十九日、一周忌、三回忌、七回忌など）の会場をお探し
の方や、どのように行おうとお悩みの方もぜひご相談ください。

法要内覧会 10：00～16：00�/��
SUN

実際に祭壇をご覧いただける機会です。 チャペルや会場見学、プラン相談など

ホテル焼き菓子のお土産付き

結婚式と披露宴や、ご家族での少人数挙式、ご親族だけでの和やか
なお披露目会、お写真だけのプランなど、それぞれのご希望に合った
ウエディングをご提案いたします。まずは、会場見学してみませんか。

ブライダル相談会 10：00～18：00�/��
THU

〈WEB予約〉 〈WEB予約〉

お問合せ  TEL：��-����-����（�：��～��：��）

お問合せ・ご予約　レストラン　TEL：06-6994-1185(9：00～19：00)
宴会場　TEL：06-6994-1118(9：00～18：00)

春のお祝いに最適なプランを各レストランにてご用意しております。
お食い初め、入学祝い、長寿祝い、結婚記念日、歓送迎会など。
1名様 ¥6,600、¥8,250、¥10,450

4名様以上のご利用で祝い鯛料理をプレゼント
結婚記念日にはお祝いケーキをプレゼント
歓送迎会には花束をプレゼント 他
◎ちゃんちゃんこの貸し出しも承ります。

お慶びプラン 【個室】【特典付き】

〈WEB予約〉

花見弁当付き宿泊プラン
1名様 ¥9,500より ［朝食付き］

近隣に出かける良し、お部屋で花見気分を楽しむも良し。

苺づくしのアフタヌーンティー付き宿泊プラン
1名様 ¥10,600より ［朝食付き］

ザ・ループにて苺とスイーツ三昧の贅沢なひとときを。 

〈WEB予約〉

宿泊
�/�～�/��

ご予約 TEL：��-����-����

歓迎会・送別会 昼プラン、個室・貸し切り、ケータリングも
令和三年のご宴席は、個室や貸し切りで気兼ねなく。お昼のショートプランや、
テイクアウト、ケータリングなど様々なスタイルに対応いたします。

お問合せ・ご予約 ［レストラン］ TEL：��-����-����（�：��～��：��） 
［ 宴 会 場 ］TEL：��-����-����（�：��～��：��）

〈WEB予約〉

ご使用期間 ： 2021/5/6（木）～8/31（火）
販　　　売 ： 3/8（月）～4/30（金）
                 各レストラン店頭、フロントにて

ホテル アゴーラ 大阪守口　プレミアムグルメチケット

［特典例］

対象レストラン　こよみ、麗花、シズリング

¥10,000で ¥12,000分のお食事、お買い物を楽しめる！
お得な

 1セット ¥10,000  （¥1,000×12枚） 


