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株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ（代表取締役社長：ホーン・チョン・タ 本社：東京都

港区 証券コード：9704）は、株主様の日頃のご支援に感謝するとともに、株式への投資魅力を高め、

より多くの方々に当社株式を中長期的に保有していただくことを目的とし、2014 年度も当社アライアン

ス施設の株主優待を実施します。 

 

アゴーラ・ホテルアライアンスが掲げる「美しい日本を集めたホテルアライアンス」のビジョンにふさわ

しいホテル・旅館の宿泊優待は、2013 年 9 月にリブランドオープンをした「アゴーラ福岡山の上ホテル

&スパ」が新たに加わり、国内 8施設でご利用いただけます。 

 

株主様よりご要望のありましたレストランのご利用(*一部施設を除く)とおせち料理の優待割引を今年

度より開始いたします。おせち料理の優待割引は、アゴーラのオンラインショップである

「SUGUREMONO.NET (http://www.suguremono.net/)」を利用した先行予約となり、ホテル監修のお

せち料理を優待割引でお楽しみいただける新たな取り組みです。 

 

アゴーラは、今後も株主様のご期待にそえるよう各事業に邁進するとともに、新たな挑戦に積極的に

取り組み、株主様のご要望にお応えする優待制度を提供していきます。 

 

  

 

 

 

 

  

アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 

2014年度株主優待のご案内 

【本件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・グループ（担当：福田） 

noriko.fukuda@agorahospitalitygroup.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 

 ＊画像は、2014年新春提供のおせちです。  ＊画像は、2013年オープンのアゴーラ福岡山の上ホテル&スパです。 



 

■2014 年度アゴーラ・ホスピタリティー・グループ株主優待制度の概要 

1. 対象株主: 2013年 12月 31日現在の株主名簿に記載または記録された１単元（1,000株）以上保有する株主様 

2. 実施開始: 2014年 4月 1日（火）～ 2015年 3月 31日（火） 

3. 株主優待制度の内容 

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 

【エグゼクティブフロア】 
○ロイヤルスイート（2名様／室料のみ） 
通常￥201,960→\90,000  
○デラックススイート（2名様／室料のみ） 
通常\118,800→\50,000 
○ジュニアスイート（2名様／室料のみ） 
通常\95,040→\40,000 
○デラックス・ツイン（2名様／室料のみ） 
通常\53,460→\23,000  
○ツイン及びダブル（2名様／室料のみ）通常\41,580→\18,000 
○シングル（1名様／室料のみ）通常\28,512→\13,000 
 
エグゼクティブフロアご宿泊のお客様 
●エグゼクティブラウンジ利用無料（7:00am～8：00ｐm） 
●朝食（エグゼクティブラウンジ）無料 
●アゴーラヘルスクラブ利用無料 
 
【一般フロア】 
○ジュニアスイート（2名様／室料のみ）通常\71,280→\30,000 
○デラックス・ツイン（2名様／室料のみ） 
通常\41,580→\18,000 

○スタンダード・ツイン（2名様／室料のみ） 
通常\29,700→\13,000 

○ダブル（2名様／室料のみ）通常\26,136→\12,000 
○シングル（1名様／室料のみ）通常\16,632→\8,000 
* 一般フロアの朝食は 1名様\1,000追加（通常\2,000） 
 

 
* 除外日: GW・お盆・年末年始・休前日などの繁忙期 

○スイートルーム（2名様／室料のみ）通常\95,000→\47,500 
○ジュニアスイート（2名様／室料のみ）通常\58,000→\29,000 
○スーペリア・ツイン（2名様／室料のみ） 
通常\27,000→\13,500 

○スーペリア・シングル（1名様／室料のみ） 
通常\18,000→\9,000 

* 朝食は 1名様\1,000追加（通常\1,512） 
 
○レストラン ご利用総額の 5％割引 
（他の割引や特典との併用はできません。） 
 
* 除外日：なし 満室・満席の場合は、お断りする場合がございます。 
株主様先行 2015年おせち料理予約販売 

おせち料理 各種 10% 割引 
（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 ） 

 
<<株主優待おせち料理予約方法>> 
①優待券に記載された URL にアクセスし 
「お客様登録」をお願いします。 

  登録先はアゴーラ・ホスピタリティーズが運営する 
オンラインショップ「スグレモノ.net」となります。 

* 入力の際、株主優待券右上に記載のある株主優待券番号を 
必ずご入力願います。 
（未入力の場合、株主優待券価格での販売ができません。） 

* お客様登録には、3日ほどお時間を頂戴します。 
②おせち予約販売が開始になりましたら「スグレモノ.net」の 
メールマガジンでお知らせいたします。 

お客様登録: 2014年 12月 7日まで 
ご予約受付: 2014年 12月 10日まで 

アゴーラ福岡山の上ホテル&スパ アゴーラ・プレイス浅草 

○ヒルトップツイン（1泊 2食付き／2名様 1室 1名様料金） 
通常\20,000→\13,300 

●空き状況により優先的にお部屋タイプをアップグレード 
（スーペリアツインまたはヒルトップスイート） 

 
* 除外日：GW・お盆・年末年始・休前日などの繁忙期  

○コンフォート・ツイン（2名様／朝食付き） 
通常\16,600→\12,000 

○コンフォート・ダブル（2名様／朝食付） 
通常\15,600→\11,000 

○コンフォート・シングル（1名様／朝食付き） 
通常\9,800→\7,500 

 
* 除外日：5/3・5/4・5/16・5/17・7/27・12/31・1/1・休前日 

野尻湖ホテル エルボスコ 佐賀 古湯温泉 ONCRI/おんくり 

○スーペリアタイプ（1泊 2食付き／2名様 1室 1名様料金） 
通常\21,600→\16,600 

 
* 季節営業あり（冬季休業） 
* 除外日：GW・お盆・年末年始・休前日などの繁忙期、 

5/24・9/1～9/6 

○スタンダード 12畳和室（1泊 2食付き／2名様 1室  
1名様料金）通常\19,000→\14,000 

●空き状況により優先的にお部屋タイプをアップグレード 
（特別室またはラグジュアリー） 

 
* 別途入湯税が加算されます。 
* 除外日：GW・お盆・年末年始・休前日などの繁忙期 

伊豆 今井浜温泉 今井荘 伊豆 長岡温泉 南山荘 

○料金一律 ￥23,100（1泊 2食付き／2名様 1室 1名様料金） 
●お食事を通常藤会席から料理長特選会席にアップグレード 
●貸切風呂無料（1予約につき 1回 45分） 
 
* 季節営業あり  
（利用期間: 7/9～8/31および 2015/2/1～3/31） 

* 貸切風呂は予約数に限りが御座います。 
事前のご予約をお勧め致します。 

* 別途入湯税が加算されます。 
* 除外日：8/10～8/17 

○通常\5,000→\3,500（素泊まり 1泊／1名様料金） 
●11：00amまでのレイトチェックアウト（通常 10:00am） 
●フェイスタオル・バスタオル・歯ブラシセット付き 
●セルフサービス朝食（トースト・コーヒー）付き 
 
* 別途入湯税が加算されます。 
* 除外日: GW・お盆・年末年始・休前日などの繁忙期 

※優待券は、有効期間中、繰り返し何度でもご利用いただけます。再発行は致しかねますので、大切に保管ください。 
※表示料金は、本券持参の株主様および同行されるすべてのご利用者に適用されます。 
※表示料金は、すべて 8%消費税・サービス税込。但し旅館の入浴税は別途加算されます。 
※満室・満席の場合は、やむを得ずお断りすることがございますのでご了承ください。詳しくは各施設へお問い合わせください。 

 



 

■アゴーラ・ホスピタリティー・グループについて  

株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループは、ホスピタリティ＆ライフスタイルを事業ドメインに、 

ホスピタリティ事業、国内不動産投資事業及び海外不動産投資事業に従事してまいりました。  

2011 年にコア事業である宿泊事業を更に拡大するため、アジアの投資家との共同投資スキームを

完成させ、国内の主要都市でのホテル不動産への投資を進めております。  

当グループは、今後もホテル不動産および事業の取得を積極的に推進し、お客様をはじめ、 

オーナー様・お取引先・従業員やその家族、そして地域の方々に至るすべてのステークホルダーに 

とって自慢となるホテルや旅館の創出に全力で取り組んでおります。  

 

■会社概要  

会社名： 株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ  

所在地： 〒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  

連絡先： TEL: 03-3436-1860 FAX: 03-3436-1861  

創業： 1948 年 3 月 23 日  

資本金： 114 億円  

株式上場： 東証 1 部 証券コード 9704  

事業内容： ホスピタリティ事業、国内不動産事業、海外不動産事業  

役員： 取締役会長 デビッド・チュウ 

代表取締役社長 ホーン・チョン・タ  

代表取締役 CEO 浅生亜也  

取締役 CFO 佐藤暢樹  

取締役  デニス・チュウ  

取締役  クレイグ・ウィリアムズ  

取締役  ユエン・ビン  

取締役  北村隆則 

URL:  http://www.agorahospitalities.com/group/index.html 

 

  


