報道関係各位
2017 年 7 月 26 日
ホテル・アゴーラ大阪守口

ホテル・アゴーラ大阪守口
開業５周年記念を迎え、スローガンは「さらに五感を満足させるホテルに」
記念プランの販売とキャンペーンを開催
期間：2017 年 8 月 1 日(火)〜31 日(木)
ホテル・アゴーラ大阪守口（総支配人：伊藤 成彦 所在地：大阪府守口市 10 番 5 号 客室数：175
室）は、2017 年 8 月 1 日（火）に開業５周年を迎えます。それを記念して、8 月 1 日（火）から 31 日
（木）までを開業 5 周年記念期間とし、お客様への感謝の気持ちを込めた様々なレストランプランや
宿泊プラン、各種イベント・キャンペーンなどをご用意いたします。

開業 5 周年ロゴは、太陽と月のモチーフが
オールデイでお過ごしいただく「トキ」を
表現しています。

◆
2012 年 8 月 1 日、ホテル・アゴーラ大阪守口は開業いたしました。
1 年間の準備期間を経て開業した日、待っていてくださったお客様が、生まれ変わったロビーやレスト
ランにあふれました。
ここで過ごすひとときは、お客様の特別であり日常であってほしい。
感じる全てにおいて期待を満たす存在になることを、私たちはお約束いたします。
◆
当ホテルはコンセプトを“過去と未来を紡ぐ「きっかけ」と出逢えるホテル”とし、地域のコミュ
ニティホテルとして多くのお客様と共に時を重ねてきました。
このたび開業 5 周年を迎えるにあたり、日頃のお客様のご愛顧に感謝を伝えるべく、レストランプラ
ンや、宿泊プラン、各種イベントなどご用意いたしました。
これからも地域のお客様、そのご家族やご友人、同僚と集うきっかけを提供し続ける場所であり続け
ます。
ホテル・アゴーラ大阪守口

開業 5 周年記念企画の内容は次頁の通りです。
◆

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。

【メディアからのお問合せ先】
株式会社アゴーラ・ホスピタリティーズ
ブランドデザインチーム PR: 浦辺、鈴木
E-mail: pr@agorahospitalities.com TEL: 03-3436-1860
〒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

◆レストランプラン◆
Anniversary Course
th

5 アニバーサリーコース（ランチ・ディナー）
期間：8 月 1 日（火）〜31 日（木）
料金：5,500 円 （サービス料・税込み）

●ダイニング＆バー シズリング
メニュー：フルーツトマトに詰めた 海の幸のジュレ風味/冷たいとうもろこしのポタ
ージュ スパイス風味/白身魚のポワレ タップナード風味 ハーブとチーズ
のクルート焼き/牛サーロインのグリエ 旬の野菜添え マスカット風味の
ソースとともに/白桃のコンポートにバニラアイスリームを添えて/コーヒ
ーまたは紅茶/パン
●日本料理 こよみ
メニュー：（先付）夏野菜のお浸し（吸物）葛仕立て（造里）鯛 鮪 烏賊（八寸）鱸蓼
焼き 枝豆豆腐 衣かつぎ他 （煮物）穴子釜盛り 蛸柔らか煮 夏野菜など（焼
物）国産和牛ロース山葵塩焼き（小鍋）鱧のしゃぶしゃぶ（食事）漬物寿
司六貫（甘味）果物 冷やし白玉ぜんざい

●中国料理 麗花 「フカヒレづくしコース」
メニュー：前菜盛り合わせ/フカヒレの姿煮込み 醤油風味/点心（フカヒレ入り蒸し餃
子、海老入り蒸し餃子）/海の幸とフカヒレの強火炒め/フカヒレと茸入り
あんかけチャーハン/杏仁豆腐

◆ワンコインプロモーション◆
期間：8 月 1 日（火）〜31 日（木）
料金：500 円 （サービス料・税込み）
●Anniversary Champagne
乾杯すれば今日は記念日！500 円（ワンコイン）でグラスシャンパーニュをお楽しみいただ
けます。
時間：ランチ・ディナータイム
※オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループは終日

場所：ダイニング＆バー シズリング、日本料理 こよみ、中国料理 麗花、
オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ
●Anniversary Cocktail
5 周年を祝うレッドカーペットをイメージした真紅のカクテル「レッドカーペットマテ
ィーニ」を。
時間：バータイム 18：00～24：00(L.O.23：00) ※土・日・祝日は 17：00 より
場所：ダイニング＆バー シズリング
●Anniversary Cake
きめ細かなスポンジ生地と生クリームに、5 種のフルーツを味わえるスペシ
ャルケーキ「フルーツフレジェ５」。
時間：11：00～21：00
場所：ベーカリー＆カフェ ファゴット
【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)

◆宿泊プラン◆
5 周年記念 宿泊特別プラン
ラグジュアリーな特別時間をお過ごしいただけるよう、25 時間のロングステ
イ「スイートルーム」をご用意。ディナーは最上階「ダイニング＆バー シズ
リング」でフルコースを夜景とともにお楽しみいただけます。
期間：8 月 1 日（火）〜10 月 31 日（火）
料金：2 名様 50,000 円（1 室料金/1 泊 2 食付き、サービス料・税込み）
特典：スイートルーム/25 時間のロングステイ/フルコースディナー/ハイヤ
ー2 時間のフリータイム/大阪名物ミックスジュース（朝食）/
「京都しゃぼんや」のバスギフト
【お客様からのお問合せ・ご予約】 宿泊予約係

TEL: 06-6994-1111

◆各種イベント、キャンペーン◆
●ファミリーグルメイベント
「家族の肉フェス＆お菓子の部屋」
ビーフにポーク、チキン、仔羊の肉料理などが並ぶビュッフェのほか、デ
ザートは、メルヘンな雰囲気に設えたお菓子の部屋に用意します。ケーキ
やタルト、マカロン、クロカンブッシュなどのスイーツ約 20 種をお好きな
だけ召し上がれるビュッフェ、コットンキャンディーやパフェなどを自分
で作れるコーナー、スイーツパーティーをイメージした空間で記念撮影で
きるフォトスポットなどを設置し、メルヘンな衣装に身を包んだスタッフ
がお出迎えします。
期間：8 月 12 日（土）・13 日（日）・14 日(月)
時間：ランチ/12：00～13：40(100 分)、ディナー/17：30～19：30(120 分)
料金：ランチ/大人 4,200 円、シニア 3,400 円、小学生 1,800 円、幼児 1,000 円
ディナー/大人 4,800 円、シニア 4,400 円、小学生 2,200 円、幼児 1,200 円
◎先行予約割引 8/5(土)までのご予約で、大人・シニア 400 円割引、小学生・幼児 200 円割引
※税込み ※シニア：65 歳以上、幼児：4 歳以上未就学児
【お客様からのお問合せ・ご予約】イベント予約係

●ウエディングキャンペーン
ホテルシェフと一緒に完成

TEL: 06-6994-1118 (9:00〜18:00)

私の得意料理レシピ

当ホテルで挙式予定の新婦を対象に、
「これが私の得意料理」と言える一品をホテルシェフと一緒に完
成させる企画です。新婦が納得する料理が完成したら、そのレシピをプレゼントします。また、リク
エストにより披露宴・会食当日の料理とともに、その一品を提供します。
対象：2017 年 8 月 31 日(木)までに、対象期間での婚礼をお申込みの方
期間：2017 年 10 月 1 日(日)から 2018 年 8 月 31 日(金)までの婚礼
【お客様からのお問合せ・ご予約】ブライダル係

TEL: 06-6994-1118 (9:00〜18:00)

●バンケットキャンペーン
5 周年記念 宴会まるごとおもてなし特別プラン
祝賀会やパーティーなどを盛大に開催できる特別宴会プランをご用意します。
内容：乾杯用ドンペリニヨン、フルコース料理、飲み放題、送迎バス、司会、動画撮影、エンドロー
ル制作、音響演出 他
期間：8 月 1 日(火)～12 月 31 日(日)
料金：1 名様 50,000 円 ※20 名様より
【お客様からのお問合せ・ご予約】宴会予約係

TEL: 06-6994-1118 (9:00〜18:00)

