
          

 

 

 

 

PRESS RELEASE 
2015年 7 月吉日 

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺 

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪 

報道関係各位 

 

ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 

ホテル・アゴーラ大阪守口 

7 月 1 日(木)～8月 31日(月) レストラン全店舗で信州フェア開催 

アゴーラ・ホテルアライアンス「旧軽井沢ホテル」リブランドオープン７月 11日(土)に協賛 

 

 アゴーラ・ホテルアライアンスのホテル・アゴーラ リ－ジェンシー堺（総支配人：中村 彰男 所在地：大阪

府堺市堺区戎島町 4丁 45番の 1 客数：241室）、およびホテル・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）では、 

７月１日(水)より 8月 31日（月）まで、両ホテルのレストラン全店舗にて信州フェアを開催中です。 

 

 2015年 7月 11日にリブランドオープンする、アゴーラ・ホテルアライアンス「旧軽井沢ホテル」をはじめ、株

式会社アゴーラ・ホスピタリティーズの起業、原点となつた2008年4月にリブランドした「野尻湖ホテルエルボ

スコ」などにもちなんだフェアで、信州の魅力を紹介しています。 

 

長野県が推奨している信州産の食材「おいしい信州ふーど(風土)」

の「信州サーモン」の他、「信州ポーク」や長野県産の野菜など、長野

県の協力のもと、現地の畑を訪れ吟味する視察を経て厳選した多彩な

食材を和・洋・中の各レストラン料理長がメニューに展開し、ご提供いた

します。 

また、長野県ＰＲキャラクター “アルクマ” が週末、祝日に各ホテル

に来館。お客様をお出迎えいたします。 

 

 ホテル・アゴーラ リージェンシー堺、ホテル・アゴーラ大阪守口はアゴーラの事業ビジョンであ

る「美しい日本を集めたホテルアライアンス」として、恵まれた立地とホテルアライアンスのスケ

ールメリットを最大限に生かし地域のコミュニティーホテルとして貢献できる施設を目指してまい

ります。 

【本件に関する取材・プレゼントパブリシティ等に関するお問合せ先】 

ホテル・アゴーラ リージェンシー堺／ホテル・アゴーラ大阪守口 PR 担当 杉本・一色 

E-Mail：kaoru.isshiki@hotelagora-moriguchi.com 

TEL：072-224-6180／06-6994-1111 FAX：072-224-6171 



          

ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 / ホテル・アゴーラ大阪守口 

信州フェア 
 

■期間：2015年 7月 1日(水)～8月 31日(月) 

 

■フェア商品取り扱い店舗 

ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 

 

ザ・ループ、龍鳳、ラ・プリマ 

日本料理なにわ、鉄板焼なにわ 

ファゴット、フォースル 

ホテル・アゴーラ大阪守口 ザ・ループ、麗花、シズリング 

鉄板焼シズリング、こよみ、ファゴット 

 

■長野県 PRキャラクター「アルクマ」が来館 

ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 

 7/18(土)・19(日)・20(祝)、8/8(土)・9(日)・22(土)・23(日) 

ホテル・アゴーラ大阪守口 

7/25(土)・26(日)、8/1(土)・2(日)・15(土)・16(日) 

・29(土)・30(日) 

 

■キッズ体験教室も開催 

・木曽ひのきの箸づくり体験(守口) 7/12(日)11：00 

・信州そば打ち体験 (協力：あずみのおそば「樽谷玄助」) 

 堺 ：7/12(日)・8/16(日) 守口：7/11(土)・8/15(日) ランチ・ディナータイム 

・五平餅づくり体験(守口) 8/13(木)・14(金)・16(日) ディナータイム 

 

「信州フェア」 お客様 お問合せ・ご予約 (レストラン予約係) 

ホテル・アゴーラ リージェンシー堺       TEL：072-224-6182 （10：00～19：00） 

ホテル・アゴーラ大阪守口            TEL：06-6994-1185 （9：00～19：00） 



          

旧軽井沢ホテル 

2015年 7月 11日(土)リブランドオープン 

所在地：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 491-5 

客室数：50室 

 

ホテルのコンセプトを新たに「Socialites のための飾らない時間」とし、日本を代表する歴史深い高原リ

ゾートの品格を残しながら、上質な時間を追求したホテルへとリポジショニングし、都会のドレスコードか

ら解放した別荘で寛ぐようなひとときを、ご滞在中のお客様には、バトラーがあらゆる期待や希望に応え、

飾らない空間と快適な滞在を提供します。また、「ホテルで過ごす素敵な時間が、世界のどこかで誰か

を幸せすることができる時間」となるチャリタブルなホテルとして、滞在費や来館したお客様から頂く売り

上げの一部を各種支援団体に寄付します。 

初年度は特定非営利活動法人ルーム・トゥ・リード・ジャパンとパートナーシップを結ぶ予定です。同団

体は「子どもの教育が世界を変える」という信念のもと、読み書き能力の習得と教育における男女格差

の是正に焦点をあてた活動をアジア・アフリカ 10 カ国で展開しています。学校や図書館の設立、児童

書の出版、教員の育成と、奨学金支給やライフスキル教育といった女子教育のプログラムを通じて、

2014 年末までに 970 万人の子どもたちに教育機会を届けています。 

 

 

野尻湖ホテル エルボスコ  

2008年 4月 リブランドオープン 

所在地：長野県上水内郡信濃町大字古海 4847番地 

客室数：50室 

 

「泊まる、食べる、学ぶ、遊ぶ、癒す。」のすべてにおいて“自然と共生”するホテル。自然豊か

な上信越高原国立公園野尻湖湖畔の四季の森の中に佇む、大人の隠れ家的リゾートです。

近代建築家の巨匠である故  清家  清氏が手掛けた別荘を彷彿させる佇まいで、森や環境

に寄り添うように設計されたマスターピースとも言える建築です。「読書するためのホテル」をコ

ンセプトとし、ミヒャエル・エンデやいわさきちひろなど、信濃町ゆかりの作家の本を 250冊以上

集めたライブラリーを設置、本を片手に敷地内の森に分け入り、思い思いの場所で自然の声

を聴きながら静かな時間を過ごすことができます。 



          

【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 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」 

      麺料理「美々卯」 

      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 

 

 

 

【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  

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  



          

 【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：   浅生 亜也 （Aya Aso） 

本社  〒105-0001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 

関連会社： 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント野尻湖 

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント伊豆 

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント佐賀 

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント堺 

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント大阪 

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント東京 

株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント福岡 

資本金  ： 5,749万円 

総ホテル数 : 10施設   

総客室数  : 862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) 

今井荘 (所在地：静岡県賀茂郡 客室数：45 室) 

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:長野県北佐久郡軽井沢町 客室数：50 室) 

URL :     www.agorahospitalities.com 

http://www.agorahospitalities.com/

