
          

 

 

 

 

 

PRESS RELEASE 

報道関係各位 
2016年 5月 19日 

ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 

 

ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 

 “OPEN DINING E＆N”THE BEER TERRACE  

 エモーションを掻き立てるような大人の空間を 6 月１日（水）にオープン 

 
 ホテル・アゴーラ リ－ジェンシー堺（総支配人：副島和昌 所在地：大阪府堺市堺区戎島町 4 丁

目 45 番の１ 客室数：241 室）は 2016年 6月 1 日（水)より 9月 14 日（水）まで、ホテル 1階駅前広

場（ポルタス広場）に“OPEN DINING E＆N”THE BEER TERRACE（オープン ダイニング Ｅ＆Ｎ ザ・

ビアテラス）をオープンいたします。 

 

 毎年好評をいただいているホテル・アゴーラ リージェンシー堺のビアガーデン。昨年は、ナチュ

ラルハワイアンビアガーデンとして好評を博しましたが、常に新しい体験を創出するホテルとして、

今年は“OPEN DINING E＆N”THE BEER TERRACE と名称を変更。“エモーション＆ナイト”をコンセプ

トに、会場のデザイン及び営業内容など全てを一新いたします。 

 

“OPEN DINING E＆N”THE BEER TERRACE は“エモーションを掻き立てる

ような大人の空間”を演出いたします。黒を基調としたデザインでまとめた

会場が、スタイリッシュな雰囲気を醸し出します。また「暑い夏をよりエキ

サイティングに」盛り上げるフラメンコ、サンバ、ベリーダンスといった様々

なショーを開催し、皆様の心に残る熱い夜を演出いたします。 

エリアは、ゆったり過ごせる〈ソファエリア〉とショーをエキサイティン

グに間近で体感できる〈テラスエリア〉の 2つをご用意。 

〈バーカウンター〉では、バーテンダーとの会話を楽しみながら“OPEN DINING E＆N”THE BEER 

TERRACE オリジナルのカクテル、カヴァ（スーパークリングワイン）、ハイネケン生ビール、ハードシ

ードルなどをご堪能いただけます。 

〈フードコーナー〉には、シェフが肉の塊を豪快にグリルする〈グリルブース〉を新設、躍動感あ

ふれる調理シーンをお楽しみいただけます。その他、山盛りのボイルドシュリンプ、ムール貝の白ワ

イン蒸し、スペイン産のハモンセラーノ（生ハム）のカッティング、大型鍋で仕上げるパエリアなど、

エモーションを掻き立てる多彩な味覚をご用意しました。 

 

 ホテル・アゴーラ リージェンシー堺は「Elegant & Noble たしなみごころを満たすアーバンホテル」の 

コンセプトのもと、歴史ある堺の街のランドマークホテルとして、地域の自慢となる施設を目指してまいります。 

 

 

【本件に関するメディアのお問合せ先】 

ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 PR 担当 杉本・一色 

E-Mail：koji.sugimoto@agorahospitalities.com 

TEL：072-224-6180 / FAX：072-224-6171 

 

 

 



          
“OPEN DINING E＆N”THE BEER TERRACE 概要 

 

開催期間： 2016 年 6 月 1日（水）〜9 月 14 日（水） 

  ＊6 月と 9 月の日曜日および 8 月 14 日（日）、15 日（月）を除く 

営業時間： ①月・火・水・金・土  18:00～21:40 【100 分制】  

          ②木            18:00～21:00(フリータイム) 

          ③日・祝          16:00～19:00(フリータイム) 

         ＊飲み食べ放題（ラストオーダーは閉店 30 分前） 

場所：    ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 １Ｆポルタス広場（南海堺駅西口直結） 

料金：    大人    5,000 円 

        未成年  2,500 円  （中学生以上） 

        小学生  1,500 円 

        幼児    無料 

        前売り券 大人 4,500 円のみ 2016 年 6 月 30 日（木）まで発売 

メニュー：   フードコーナー/ 

グリルブース：ビーフ・ポーク・チキン・ソーセージ等のグリル 

パエリア・小海老のアヒージョ・イカ墨煮・ボイルドシュリンプ・ムール貝 

        生ハム（ハモンセラーノ）フルーツ・デザート等 

        ドリンクコーナー/ビール（キリン一番搾り/ハイネケン）・カヴァ(スパークリングワイン) 

ハードシードル・グラスワイン・カクテル・焼酎・酎ハイ・ソフトドリンク等 

 

 

“OPEN DINING E＆N”THE BEER TERRACE 

  ホテル・アゴーラ リージェンシー堺は、ホテル隣接 南海本線・堺駅西口直結のホテル前ポルタス広場で、

人々が集う堺のコミュニティ・スポットの創設に取り組んでいます。 

コミュニティを演出・提供するポルタス広場での“飲食店舗”で“OPEN DINING E＆N”THE BEER TERRACE

（オープン ダイニング Ｅ＆Ｎ ザ・ビアテラス）と魅力あるコンセプトを掲げ、様々なイベントと共に

運営してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお客様のご予約・お問合せ】 

ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 イベント係 

TEL：072-224-6178(受付時間：10:00～18:00) 

 



          
 

 

【ホテル・アゴーラ リージェンシー堺】 

所 在 地：〒590-0985 大阪府堺市堺区戎島町 4 丁目 45 番地の 1 

     TEL：072-224-1121 

開 業 日：2012年 10月１日 

建物概要：階層／地上 25階、地下１階 延床面積／42,965 ㎡ 

営業施設：客室数／241 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＆パティスリー「ファゴット」 

       イタリアンレストラン「ラ・プリマ」 

       メインバー「フォースル」 

       中国料理「龍鳳」 

       日本料理「なにわ」 

       鉄板焼「なにわ」 

       レストラン ザ・ループ アネックス(堺商工会議所 1 階) 

     ヘルスクラブ／ アゴーラ・ヘルスクラブ堺 

         会議・宴会施設／ 17カ所(最大収容人数 1,200 名) 

     店舗・ショッピングプラザ／ リージェンシープラザ 

         その他の施設／ チャペル、駐車場 250台 

 

◇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） 

 

URL  :  www.agorahospitalities.com 

 

http://www.agorahospitalities.com/

