
         

        

報道関係各位 

2022 年 7 月 1 日 

ホテル アゴーラ 大阪守口 

2022 年 8 月に開業 10 周年を迎えるホテル アゴーラ 大阪守口（総支配人：藤原 貞徳 所在地：大

阪府守口市河原町 10-5 客室数：175 室）は、オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループの

「ALOHA！ハワイアンビュッフェ」、「夏休み満腹ビュッフェ」と中国料理 麗花の「中国料理 夏休みオ

ーダーバイキング」で、開業 10 周年特別料金として開業月である 8 月に「お子さま料金が 10 円」に

なるファミリーウェルカムキャンペーンを実施します。 

日頃レストランをご愛顧いただいている地元の方々への感謝を込め、これから夏休みを迎えるご家族

に、お子さまとの夏の想い出づくりをお得にお楽しみいただく企画です。 

ホテル アゴーラ 大阪守口は、“過去と未来を紡ぐ「きっかけ」と出逢えるホテル”のコンセプトのもと、

地域に貢献できる施設を目指してまいります。 

 

◎読者、視聴者さまへのプレゼント提供が可能です。 

ホテル アゴーラ 大阪守口 開業 10 周年記念 

開業月 8 月は「お子さま 10 円！」 

ビュッフェ＆バイキングファミリーウェルカムキャンペーンを開催 

 

【本件に関するメディアからのお問合せ先】 

ホテル アゴーラ 大阪守口 

担当：一色 TEL：06-6994-1111 E-mail：mo-eikikaku@hotelagora-moriguchi.com 



 

        

■ALOHA！ハワイアンビュッフェ –開業月 8 月はお子さま 10円- 

 

多国の食文化が陽気に集う、ハワイアンフードの魅力を堪能いただくビュッフェです。伝統的な名物料

理やローカルフード、お肉にシーフードの人気グルメ、バーベキューなど 50 種以上のメニューをビュ

ッフェスタイルでお好きなだけお楽しみいただけます。土・日・祝日にはマラサダドーナッツも登場、

ホリデイディナー限定メニューもご用意しております。開業月の 8 月は 10 周年記念として、小学生と

幼児のお子さま料金を 1 名さま 10 円で提供します。 

 

メニュー例：ハワイアンバーベキュー、ハワイアンポーク、カルーアピッグ、オックステールスープ、チ

キンロングライス、モチコチキン、スパイシーチキンウイング、ロコモコ、ガーリックシュリンプ、サイ

ミン、ガーリック枝豆、スパムオムレツ、マヒマヒのソテー、アサイーボウル、サーモンポキ、コブサ

ラダ、生ハムとフルーツのサラダ、青パパイヤのサラダ、ココナツとパインのムースなど。◎ソフト

ドリンク飲み放題付き 

場所：1F オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ 

期間：2022 年 7 月 1 日(金)～8 月 30 日(火) ※8/11(祝・木)～15(月)を除く 

時間：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(100 分) 土・日・祝日 17：30～20：30（L.O.20：00） 

料金：8/1～30 小学生・幼児は、ランチ・ホリデイディナーとも 10 円 

ランチ[平日]：大人 3,000 円、シニア 2,700 円、(7 月)小学生 1,500 円、幼児 1,000 円 

ランチ[土・日・祝日]：大人 3,300 円、シニア 3,000 円、(7 月)小学生 1,500 円、幼児 1,000 円 

   ホリデイディナー：大人 4,500 円、シニア 4,000 円、(7 月)小学生 2,200 円、幼児 1,300 円 

※いずれもサービス料、消費税込み 

※シニア：65 歳以上、幼児：4 歳～未就学児 

※小学生・幼児の特別料金 10 円は大人・シニアと同人数まで。超える場合は別途料金を申し受けます。 

（ランチ：小学生 1,500 円、幼児 1,000 円、ホリデイディナー：小学生 2,200 円、幼児 1,300 円） 



 

        

 

■夏休み満腹ビュッフェ –開業月 8 月はお子さま 10 円- 

 

ローストビーフに海老フライ、400℃の高温で焼く夏野菜のピッツアなど、ご家族で楽しめるメニュー

が勢揃いする他、クールな夏麺ブースが登場。様々なスープと具材を自由にトッピングして自分好みの

アレンジを。デザートにはフルーツが彩る長いエクレアもお目見えし約 50 種のメニューをお好きなだ

け楽しめます。また、10 周年記念とし小学生と幼児のお子さま料金を 1 名さま 10 円で提供します。 

 

メニュー例：ローストビーフ、ロングフルーツエクレア、牛肉のしゃぶしゃぶ、冷たい麺をお好きなトッ

ピングで、ハワイアンポーク、海老フライ、肉団子の甘酢あんかけ、オムライス、点心、ハンバーグ、ス

パイシーチキンウイング、ロコモコ、ガーリックシュリンプ、シーフードグラタン、マヒマヒのソテー、

牛肉と白菜のすき煮、夏野菜のジェノベーゼピッツァ、ペンネ ボロネーゼ、生ハムとフルーツのサラダ、

青パパイヤサラダ、[ディナー限定]渡り蟹のピリ辛炒めなど。◎ソフトドリンク飲み放題付き 

場所：1F オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ 

期間：2022 年 8 月 11 日(祝・木)～15 日(月) 

時間：ランチ(90 分)   [2 部制]①11：00 ②13：00 

   ディナー(100 分) 17：30～20：30 ※8/13・14 は 2 部制 ①17：00 ②19：10 

料金：小学生・幼児は、ランチ・ホリデイディナーとも 10 円 

ランチ ：大人 3,300 円、シニア 3,000 円 

   ディナー：大人 4,500 円、シニア 4,000 円 

※いずれもサービス料、消費税込み 

※シニア：65 歳以上、幼児：4 歳～未就学児 

※小学生・幼児の特別料金 10 円は大人・シニアと同人数まで。超える場合は別途料金を申し受けます。

（ランチ：小学生 1,500 円、幼児￥1,000 円、ディナー：小学生 2,200 円、幼児￥1,300 円） 



 

        

■中国料理 夏休みオーダーバイキング –開業月 8 月はお子さま 10 円- 

50 種以上の中国料理メニューを、テーブルでオーダーいただけるバイキングです。ご家族のお好きなも

のがテーブルを埋め尽くす贅沢な時間をお過ごしいただけます。また、10 周年記念とし小学生と幼児の

お子さま料金を 1 名さま 10 円で提供します。 

 

メニュー例：北京ダック、フカヒレスープ、蟹爪フライ、蒸し鶏の葱香味ソース、自家製チャーシュー、

サンラータン、五目湯葉巻きのオイスターソース煮込み、チンジャオロース、麻婆豆腐、海老のチリソー

ス、海老のオーロラソース、鶏肉とカシュ―ナッツのピリ辛ソース、野菜の干し貝柱あんかけ、黒酢酢豚、

蟹肉入り玉子焼き、肉団子と春雨の醤油煮込み、 豚肉のオイスターソース炒め、海老と豆腐の煮込み、

焼き小龍包、海老焼売、五目チャーハン、杏仁豆腐、[ディナー限定]鮑料理、牛肉料理など 

場所：1F 中国料理 麗花 

期間：2022 年 8 月 11 日(祝・木)～15 日(月) 

時間：ランチ(90 分)   [2 部制]①11：00 ②13：30 

   ディナー(90 分)  [2 部制]①17：00 ②19：00 

料金：小学生・幼児は、ランチ・ディナーとも 10 円 

ランチ ：大人 4,000 円、シニア 3,700 円 

   ディナー：大人 5,000 円、シニア 4,500 円 

※いずれもサービス料、消費税込み 

※シニア：65 歳以上、幼児：4 歳～未就学児 

※小学生・幼児の特別料金 10 円は大人・シニアと同人数まで。超える場合は別途料金を申し受けます。 

（ランチ・ディナー：小学生 2,000 円、幼児￥1,000 円） 

 

【お客様からのお問合せ・ご予約】 

ホテル アゴーラ 大阪守口 レストラン予約係 TEL：06-6994-1185 (9:00～19:00) 


