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2015 年 8 月 19 日 

株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ 
 

 
アゴーラ・ホテルアライアンス 

協業による商談会『AGORA Collection Fall 2015』開催のご案内 
9 月 7 日（月）15:30～ 虎ノ門ヒルズ 

 
 「美しい日本を集めたホテルアライアンス」をビジョンに掲げ、国内 12 軒のホテル・旅館を運営する
アゴーラ・ホスピタリティーズ（代表取締役社長：浅生 亜也、本社：東京都港区虎ノ門）は、アゴーラ・
ホテルアライアンス商談会『AGORA Collection Fall 2015』を開催いたします。 
 
 『AGORA Collection』は、アゴーラ・ホテルアライアンスのホテル・旅館による共同商談会です。２回
目の開催となる今回は “SERENDIPITY（セレンディピィティ 予期せぬ発見）”をテーマに、今月新たに
加盟した「和味の宿 角上楼」と「浪漫の宿 井筒楼」の 2 施設を含め全国のアゴーラ・ホテルアライアン
ス 12 施設から総支配人をはじめ各担当者が集結し、施設や各地の魅力を一堂にご紹介いたします。また、
インバウンドやMICE のご提案の他、アライアンスならではのサービスや企画の実施など、更なるプロモ
ーションの展開をご紹介するとともに、エージェントをはじめとするご来場者の皆様にとって「予期せぬ
発見」となる新しいご提案をいたします。 
 
 初開催となった昨年は、国内のアライアンスホテル全 10 施設と海外アライアンスが出展し、52 社 123 
名様のご来場者をお迎えしました。商談会では、各施設が地域の魅力・特色をご紹介する趣向を凝らした
展示ブースを構え、アゴーラらしいデザインであるとのお言葉も多数頂戴いたしました。商談会の後は、
ご来場いただいた皆様にアライアンス施設を体験していただくために、国内・海外施設の無料宿泊券の抽
選会をご用意した懇親会を行い、大盛況のうち終了いたしました。 
 
 アゴーラ・ホテルアライアンスの全施設が集結するこの商談会は、アゴーラが展開しているブランドや
地域・特色の異なる施設の魅力、アライアンスとしての協業による取り組みもご紹介する貴重な機会とな
りますので、ぜひご参加いただけますようお願い申し上げます。 
 
 アゴーラ・ホスピタリティーズは、「美しい日本を集めたホテルアライアンス」のビジョンのもと、日本
国内はもとより海外のお客様にとっても、日本がアジアで最も素晴らしいデスティネーションであること
を発信してまいります。 

  
 

【本件・ご取材に関するお問い合わせ】 
株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ（担当：福田） 

Email: noriko.fukuda@agorahospitalities.com 
Tel: 03-3436-1860 / FAX: 03-3436-1861 

 

記 
 

『AGORA Collection Fall 2015』 
 

日 程：  2015 年 9 月 7 日（月） 
時 間：  商談会 15:30～18:00 懇親会 18:00～19:30 
場 所：  虎ノ門ヒルズフォーラム 4Ｆ Tel: 03-6406-6226 

東京都港区虎ノ門 1 丁目 23 番１−4 号 
地図 http://toranomonhills.com/ja/#/Access 

 



 

 

 
 
 

◆	 『AGORA Collection Fall 2015』 
 
日 時 ： 2015 年 9 月 7 日（月） 

商談会 15:30～18:00 懇親会 18:00～19:30        
会 場 ： 虎ノ門ヒルズフォーラム 4Ｆ Tel: 03-6406-6226 

東京都港区虎ノ門 1丁目 23 番１-4 号 
地図 http://toranomonhills.com/ja/#/Access 

出展ブース： 国内アライアンス 
1. ホテル・アゴーラ リージェンシー堺  
2. ホテル・アゴーラ大阪守口 
3. アゴーラ福岡山の上ホテル&スパ 
4. アゴーラ・プレイス浅草 
5. 野尻湖ホテル エルボスコ 
6. 古湯温泉 ONCRI/おんくり 
7. 伊豆今井浜温泉 今井荘  
8. 伊豆長岡温泉 南山荘  
9. 上諏訪温泉 油屋旅館  
10. 旧軽井沢ホテル 
11. 和味の宿 角上楼 
12. 浪漫の宿 井筒楼 

  海外アライアンス 
   Dorsett Hospitality International 

Diamond Resorts International  
Taipei Inn Group 

 
 
 
 
◆アゴーラ・ホスピタリティーズについて 
正式名称： 株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ 
代表取締役： 浅生 亜也 
本 社 ： 〒105-0001東京都港区虎ノ門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 
資 本 金 ： 5,749万円 
総ホテル数： 12施設   
総客室数： 882室 
運営ホテル： 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 客室数：175 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） 
アゴーラ・プレイス浅草           （所在地：東京都台東区 客室数：145 室） 
野尻湖ホテル エルボスコ          （所在地：長野県上水内郡信濃町 客室数：50 室） 
古湯温泉 ONCRI/おんくり         （所在地：佐賀県佐賀市 客室数：38 室） 
伊豆今井浜温泉 今井荘            （所在地：静岡県賀茂郡 客室数：45 室） 
伊豆長岡温泉 南山荘              （所在地：静岡県伊豆の国市 客室数：33 室） 
上諏訪温泉 油屋旅館              （所在地：長野県諏訪市 客室数：37 室） 
旧軽井沢ホテル                   （所在地：長野県北佐久郡 客室数：50 室） 
和味の宿 角上楼          （所在地：愛知県田原市 客室数：10 室） 
浪漫の宿 井筒楼          （所在地：愛知県田原市 客室数：10 室） 

U R L ： http://www.agorahospitalities.com 



 

 

 
 

◆	 『AGORA Collection Fall 2015』 
 

●日時：  2015 年 9月 7日（月） 
商談会 15:30～18:00 懇親会 18:00～19:30           

          
●会場：  虎ノ門ヒルズフォーラム 4Ｆ Tel: 03-6406-6226 

東京都港区虎ノ門 1丁目 23番１-4号 
地図 http://toranomonhills.com/ja/#/Access 

 
本用紙に下記必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてご返信くださいますようお
願い申し上げます。 
 
AGORA Collection 事務局 行 
返信 FAX: 03-3436-1861 / E-mail: noriko.fukuda@agorahospitalities.com 
 

□	 ご出席   □ ご欠席 
 

ご 芳 名： 
 

貴 社 名： 
 

貴 媒 体 名： 
  

Tel / Fax： 
 

E - m a i l： 
 

ご参加人数： 


