
          
 

 

 

 

 

PRESS RELEASE 
2016年 5月 9日 

報道関係各位 

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪 

 

この夏は“プレイフル”にマイスタイルを楽しむ 

（ボタニカルビアガーデン アソビア） 

6F屋外テラスにて 5月 11日(水)オープン！「女子会デイ」特典も  

 

  ホテル・アゴーラ大阪守口（総支配人：上田 祐司 所在地：大阪府守口市河原町  10 番 5 号 客室

数：175 室）は、5 月 11 日(水)より 9 月 23 日（金）まで、6F ルーフトップダイニング フォーラムにて

「Botanikal BEER GARDEN –ASOBEER-（ボタニカルビアガーデン アソビア）」を開催します。 

「ボタニカルビアガーデン アソビア」は、2015 年に

続くボタニカル第 2 弾で、癒しをテーマとしていた昨年

から一転し、緑あふれる空間に“プレイフル！”をキー

ワードに、ポジティブで遊び心のある演出を施します。

同コンセプトは、年々増加している女性客のニーズに応

えるべく設定したもので、肉料理をおしゃべりとともに

楽しむ女子会や、自由な発想で組み合わせることがオシ

ャレとされるトレンドを取り入れました。お酒も料理も

自分流のアレンジが可能なマイスタイルでの楽しみ方を

提案していて、「飲みに」というより「遊びに」行く感覚

で利用していただけることを期待しています。 

毎週火曜の「女子会デイ」には、複数の女性向け特典

を用意する他、揚げたてのポテトをデリバリーする「ポ

テトガイ」が登場し、各テーブルを廻って夜のひととき

を盛り上げます。 

 

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。 

 

【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 PR 担当 一色、杉本 kaoru.isshiki@hotelagora-moriguchi.com 

〒570-0038 大阪府守口市河原町 10 番 5 号  TEL : 06-6994-1111 



          

 

 

■期間 2016年5月11日（水）～9月23日（金） 

 ※休業日：5月の日曜、及び8月13日（土）～15日（月） ※雨天中止 

■時間 【平    日】18：00～21：30（L.O.21：00） 

    【土・日・祝日】17：30～21：30（L.O.21：00） 

■料金 1名様   ￥4,200 (90分制／飲み放題・食べ放題、消費税を含む)  

    前売り券 ￥3,800 ※5月31日（火）まで 

    ※延長 30分毎に¥500 

■会場 6F ルーフトップダイニング フォーラム（屋外テラス） 

 

■特典デイ（毎週） 

 火曜 【女子会デイ】   女性のお客様は延長料金無料、 

ご予約の女性グループにロゼワインのウェルカムサービス 

 水曜 【グループデイ】  10名様以上のご利用で、30分延長料金無料 

 木曜 【ジンと肉デイ】  特別肉料理とドリンクが登場 (特別料理は料金別途) 

 日曜 【ファミリーデイ】 4歳～小学生 料金半額(通常￥2,000) 

 

■POTATO GUY(ポテトガイ) ポテトデリバリー 

 毎週火曜実施 

 健康的なボディの「ポテトガイ」が、揚げたてのポテトを 

抱えて会場内を廻り、テーブルまでポテトをお持ちします。 

 

■その他 雨天中止 

 ※開催情報はfacebookのFORUM公式アカウントページにて毎日更新 

 

【お客様からのご予約・お問合せ先】 

ホテル・アゴーラ大阪守口 フォーラム予約係 TEL.06-6994-1118(9：00～18：00) 

Botanical BEER GARDEN –ASOBIA– 

ボタニカル ビアガーデン アソビア 概要 
 



          

BEVERAGE ＆ FOOD 

 

 

BEVERAGE 約 35種 

お好みのリキュールとビールで作るカラフルでキュートなビ

アカクテルや、ホットなハニーバーボン、ワインアドバイザー

がおすすめする料理との相性を提案するワイン、そして赤が印

象的なカンパリマシンも登場し、お好きなドリンクやソーダで

割ってカクテルを作ることができます。特典デイに登場するレ

モンやスパイスを添える肉料理ぴったりのお酒まで、カスタマ

イズを楽しめるものを多数取り揃えています。 

 

 

 

FOOD 

目の前で仕上げるグリルやスモークなどのビールがすすむ肉料理とアジアンテイストメニューな

ど約 40種をブッフェスタイルで提供します。5・6月は具材たっぷりの温かいスープやも用意し、

初夏のまだ少し寒い夜にも嬉しいメニューを充実させました。 

 

 

生ビール「ザ・プレミアム・モルツ」他、ビアカクテル「ビアペティーノ」5種、ワイン 9種、

果実酒、カンパリなどのカクテル、焼酎、ジムビーム、ハイボール、ソフトドリンク など 

 

・サラダバー： 
野菜やシーフードなどお好みの具材をトルティーヤ生地で巻いて「ラップサラダ」で。 

・カーパオサンド： 
ふわふわの白い中華パンで、グリルポークやチキンにグリル野菜など好きな料理をサンド。 

・グリル料理：ローストポークのグリル、ハーブチキン、ポークウインナー 

・スモーク風味のスペアリブとソーセージ 

・香り高いやみつきの一品： 
パクチー入りビーフンの炒め物、キャベツとツナのパクチー入りオムレツ、黒酢風味の酢豚 

・フライ：ポテトフライ、手羽先の唐揚げ、野菜フリット 

・ショートパスタ、焼きそばトマト風味 

・〆のアゴーラ ホテル黒カレー、春雨トマト玉子の食べるスープ 

・デザート：プリン、ソフトクリーム 等 



          

 

【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」、鉄板焼「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 

U R L ： http://www.hotelagora-moriguchi.com/ 

 

 

【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 

 

 

【アゴーラ・ホテルアライアンス】 

総ホテル数： 12 施設  

総客室数：  938 室 

運営ホテル：  ホテル・アゴーラ リージェンシー堺    (大阪府堺市 客室数: 241 室)      

ホテル・アゴーラ大阪守口       (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      (福岡県福岡市 客室数: 48 室) 

アゴーラ・プレイス浅草              (東京都台東区  客室数: 145 室) 

野尻湖ホテル エルボスコ    (長野県上水内郡信濃町 客室数: 50 室) 

古湯温泉 ONCRI／おんくり          (佐賀県佐賀市 客室数: 38 室) 

伊豆今井浜温泉 今井荘         (静岡県賀茂郡河津町 客室数: 45 室) 

上諏訪温泉 油屋旅館                 長野県諏訪市 客室数: 37 室) 

旧軽井沢ホテル           (長野県北佐久郡軽井沢町   客室数: 50 室) 

和味の宿 角上楼              (愛知県田原市 客室数: 10 室) 

浪漫の宿 井筒楼              (愛知県田原市 客室数: 10 室) 

松本ホテル花月               (長野県松本市 客室数: 89 室) 

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

 

http://www.hotelagora-moriguchi.com/
http://www.agorahospitalities.com/

