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アゴーラ・ホスピタリティーズ	 

報道関係各位	 

	 

	 

	 

	 

	 アゴーラ・ホテルアライアンスである信州	 諏訪湖	 上諏訪温泉	 油屋旅館（総支配人：前田倫男	 所在

地：長野県諏訪市湖岸通り3-4-16	 客室数：37室）は、2014年7月5日（土）より1日1室限定で「創業102

年	 お誕生日プラン」の販売を開始します。	 

	 

上諏訪温泉	 油屋旅館は、諏訪湖の美しい四季と豊富な湯量を誇る上諏訪温泉の老舗旅館として長期

に渡り多くのお客様にご愛顧をいただいております。この度、創業 102 年にちなみ、宿泊当日にお誕生

日を迎えるお客様の年齢とお連れの方の年齢の合計が 102 歳で、平日利用 1 泊 2 食付通常 8,000 円のと

ころお誕生日のお客様は 102 円でご宿泊いただける「創業 102 年	 お誕生日プラン」をご用意しました。

当館では、これを機に多くのお客様に当館自慢の諏訪湖を臨む展望露天風呂をはじめとするおもてなし

を体感いただくべく、同プランを販売するに至りました。	 

	 

◆1 日 1 組限定。「創業 102 年	 お誕生日プラン」	 

【料金】誕生日ご本人	 102 円（1 泊 2 食付、消費税・入湯税別）	 

	 	 	 	 	 ご同行者	 8,000 円	 

	 	 	 	 （1 室 2 名利用時 1 名料金、1 泊 2 食付、消費税・入湯税別）	 

	 	 	 	 ※土曜・休前日はご同行者プラス 2,000 円	 	 	 

【利用条件】	 

・	 本館庭側客室利用	 

・	 1 室 2 名様以上、宿泊者の年齢合計が 102 歳になること	 

・	 チェックイン時に年齢を確認できるものを確認（健康保険証、

免許証など）	 

【除外日】2014 年 7 月 27 日（日）〜9 月 7 日（日）、年末年始	 

	 

信州	 諏訪湖	 上諏訪温泉	 油屋旅館はアゴーラ・ホテルアライアンスのヴィジョンである「美しい日本

を集めたホテルアライアンス」のもと、恵まれた立地とスケールメリットを最大限に生かし、地域に貢

献できる宿を目指して参ります。	 

	 

	 

信州	 諏訪湖	 上諏訪温泉	 油屋旅館	 

1 日 1 組限定。「創業 102 年	 お誕生日プラン」を販売開始	 

お誕生日のお客様とお連れの方の年齢の合計が 102 歳で、	 

お誕生日のお客様は 102 円で宿泊	 

【本件・ご取材・宿泊券プレゼント等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：平出）	 

aki.hiraide@agorahospitalities.com	 

〒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	 

TEL.03-3436-1860	 FAX.03-3436-1861	 



 
	 

	 

	 

	 

■名称:	    信州	 諏訪湖	 上諏訪温泉	 油屋旅館	 

	 

所在地:	 	 	 長野県諏訪市湖岸通り3-4-16	 

客室数:	 	 	 37室（和室32室	 洋室4室	 その他1室）	 

総支配人:	 	 前田倫男	 

運営会社名称:	 	 株式会社	 油屋	 

営業開始日:	 	 2014年6月1日	 （改装後営業開始日:	 未定）	 

建物概要:	 	 階層／地上7階	 

延床面積／4,432㎡	 

営業施設:	 	 客室数／	 37室	 

レストラン＆バー／和食処「花明り」	 二次会処「蝶」	 

会議・宴会施設／４ヵ所（最大収容人数１００名）	 

店舗・ショッピングプラザ／お土産処	 

その他の施設／駐車場	 25 台	 

URL:	 	 http://www.aburaya-ryokan.co.jp/	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



 
	 

	 

◆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	 

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	 

関係会社：	 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堺	 

	 株式会社アゴーラ・ホテルマネジメント福岡	 

総ホテル数：	 10施設	 

総客室数：	 872室	 

運営ホテル：	 野尻湖ホテル	 エルボスコ（所在地：長野県上水内郡信濃町大字古海	 	 客室数：50室）	 

	 今井荘（所在地：静岡県賀茂郡河津町見高	 客室数：53室）	 

	 南山荘（所在地：静岡県伊豆の国市長岡	 	 客室数：33室）	 

	 古湯温泉ONCRI/おんくり（所在地：佐賀県佐賀市富士町古湯	 	 客室数：38室）	 

	 ホテル・アゴーラ大阪守口（所在地：大阪府守口市河原町	 客室数：175室）	 

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

	 ホテル・アゴーラ	 リージェンシー堺（所在地：大阪府堺市堺区戎島町	 客室数：241室）	 

	 アゴーラ福岡山の上ホテル＆スパ（所在地：福岡県福岡市中央区輝国	 客室数：48室）	 

	 旧軽井沢ホテル（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢	 客室数：52室）	 

	 信州	 諏訪湖	 上諏訪温泉	 油屋旅館（所在地：長野県諏訪市湖岸通り	 客室数：37室）	 

	 

URL：	 www.agorahospitalities.com	 

	 

【読者お問い合わせ・予約受付】	 

信州	 諏訪湖	 上諏訪温泉	 油屋旅館	 

〒392-0027 長野県諏訪市湖岸通り 3-4-16	 

TEL.0266-52-2222	 FAX.0266-58-7648	 

http://www.aburaya-ryokan.co.jp	 


