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ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 

カウントダウン&ニューイヤー DJ ライブを開催決定 
3 日間限定の新春ビュッフェなどアゴーラで過ごす 2022-2023 

 

 ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺（所在地：大阪府堺市堺区戎島町 4-45-1 総支配人：藤田 昌紀 

客室数：241室）は、3年ぶりとなるカウントダウン＆ニューイヤーパーティーとして、DJ ライブパフォーマンスを

2022年 12月 31日（土）に開催いたします。また、年末年始限定の年越しそばや、元旦の初日の出観賞、お

せち膳、新春ビュッフェ、福袋の販売など、来る 2023年がお客様にとって良い年になることを願い、さまざまな

イベントを実施いたします。

 
 AGORA カウントダウン＆ニューイヤー DJ ライブは、以前より多くのお客様からご好評をいただいており、3

年ぶりに開催いたします。12月 31日（土）の大晦日は、関西を中心に多くのイベントに出演する DJ、Teddy 

Nakayama氏をお招きし、カウントダウン&ニューイヤー DJ ライブを開催。新たな一年の幕開けをみなさまで DJ

の選曲する音楽と共にお楽しみください。 

 年越しそばには、鰊そばを大晦日の限定メニューとしてご用意しております。当館 1階のレストラン「ザ・ルー

プ」でお召し上がりいただけるほか、お部屋でゆったりと年越しをしたいお客様にはルームサービスでもご提供

が可能です。2023年 1月 1日（日）の早朝には、奈良県の葛城山頂から昇る初日の出を最上階 26階宴会場

から観賞いただけます。朝食として、同フロアのベイサイドビューの会場から旧堺港をご覧いただきながらお召

し上がりいただく、おせち膳のご提供もございます。 

 その他にも、3日間限定の新春ビュッフェや福袋の販売など、大晦日から元旦までイベント満載なホテル ア

ゴーラ リージェンシー 大阪堺で、素晴らしい 2023年の幕開けをお迎えください。 
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■概要 
12 月 31 日(土) AGORA カウントダウンパーティー 
関西を中心に多数のイベントに出演する DJの Teddy Nakayamaによるパフォーマンスで、大人心をくすぐる懐かしのプレ

イリストに酔いしれながら 2022年の締めくくりをお楽しみください。 

日   時：2022年 12月 31日（土）23：30〜25:00（予定）  

場   所：ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 1階ロビー 

料   金：無料  

対象施設：ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 http://www.agoraregency-sakai.com/ 

※政府の定める新型コロナウィルス感染症感染拡大予防ガイドラインに遵守し実施をいたします。 

※会場では検温・消毒・マスクの着用をお願いいたします。 

※感染症流行拡大などにより中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

12 月 31 日(土) 年越しそば 
レストラン「ザ・ループ」またはルームサービスにて、年越しそばをお召し上がりいただけます。 

①ルームサービス 

日   時：2022年 12月 31日（土） 17:00〜22:00 

場   所：お客さまのご宿泊部屋にて提供 

料   金：2,500円 

内   容：鰊
にしん

そば、天むす、小鉢 

②ザ・ループ 

日   時：2022年 12月 31日（土） 21：00～23：00 

場   所：ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 1階 ザ・ループ 

料   金：1,800円 

内   容：鰊
にしん

そば、小鉢  

 

1 月 1 日(日) 初日の出鑑賞 
最上階 26階シティービューの宴会場から奈良県の葛城山頂から昇る初日の出をご観賞いただけます。 

日   時：2023年 1月 1日（日） 7：00～7：30  

場    所：ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 26階宴会場 

料   金：無料（ご宿泊のお客様のみご利用いただけます。） 

 

1 月 1 日(日) おせち膳 

皆様の 2023年の健康を願ったおせちを、見晴らしのよい 26階の宴会場にてお召し上がりください。 

日   時：2023年 1月 1日（日） 7：30～11：00 （L.O10：30） 

場    所：ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 26階宴会場   

料   金：4,500円 

 



 

 

ベーカリー＆パティスリー ファゴットの福袋 
ベーカリーから食パン 1本とファゴット人気パン+パティスリーからパウンドケーキ 1本と次回以降ご利用いただけるファゴッ

トの割引券や館内レストランの割引券最大￥3,000分が新春の福袋として販売いたします。 

期   間：2023年 1月 1日(日)から 2023年 1月 3日（火）  11：00～20：00  

       ※1日限定 10袋。無くなり次第終了。 

場   所：ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 1階 ベーカリー＆パティスリー ファゴット 

金   額：2,500円 

 

ベーカリー＆パティスリー ファゴット 干支パン 
2023年の干支である可愛いうさぎモチーフのミルク生地のパンの中に、クリーム、チョコレートクリーム、イチゴジャムが入っ

た毎年恒例の干支パンを今年もご用意いたしました。 

期   間：2023年 1月 1日(日)から 2023年 1月 9日（月）まで  11：00～20：00   

場   所：ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 1階 ベーカリー＆パティスリー ファゴット 

金   額：1,000円 

 

オールデイダイニング&ラウンジ ザ・ループ 新春ビュッフェ 
お正月の食卓で定番の鶏松風や栗きんとん、伊達巻、和食をはじめ、ザ・ループのビュッフェで大人気のボイル蟹や牛肉

の鉄板焼、海鮮アヒージョなど、30種類以上のお料理をお好きなだけ。さらにディナータイムにはスペシャルメニューとして

ロブスターのポワレが、目の前で仕上げるライブコーナーにて国産牛の鉄板焼をお楽しみいただけます。 

期   間：2023年 1月 1日(日)から 2023年 1月 3日（火）まで 

       ランチ 11：30～、13：30～ ディナー17：00～、19：00～ 各回 90分制 
場   所：ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 1階 オールデイダイニング＆ラウンジ ザ・ループ  

料   金：ランチ 大人 6,000円（ビスポーク会員様 5,700円）、小学生 3,000円、幼児 1,500円 

       ディナー 大人 8,000円（ビスポーク会員様 7,600円）、小学生 4,000円、幼児 2,000円 

 

中華料理 龍鳳 新春特別コース 
中華の龍鳳では新春を祝う 4種の特別コースをご用意いたしました。新春コースでは上海蟹味噌入りふかひれ姿煮込み

や国産牛ロースのステーキとフォアグラ彩野菜添え、ロブスターのにんにくソース蒸しなど広東料理スタイルのコースをお楽

しみいただけます。 

期   間：2023年 1月 1日(日)から 2023年 1月 3日（火）まで 

       ランチ 11：30～15：00 ディナー17：00～21：00 

場   所：ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 2階 中国料理 龍鳳 

料   金：泰山コース 8,500円、崋山コース 11,000円、嵩山コース 15,000円、新春コース 18,000円 

 
※料理写真はイメージです。 

※料金にはサービス料（10％）、消費税が含まれております。 

  
［本件に関するお客様からのご予約・お問い合わせ先］ 

ホテル アゴーラ リージェンシー 大阪堺 

TEL: 072-224-6178 E-mail:info.sakai@agora.jp 

 



 

 

株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズについて 

URL：www.agora.jp 

アゴーラ ホスピタリティーズは、「美しい日本を集めたホテルアライアンス」をビジョンに掲げ、お客様の期待を

超える最高の場所を提供するとともに、地域に貢献できる「街の自慢」となるホテル、旅館の創出を目指しま

す。全国で 11施設、客室数 1,374室を展開。 

 
 

＜アライアンス ニューストピック＞ 
◎障がい者の自立支援に協力就労継続支援施設「ピアてらす」とのコラボグッズを使用したガチャプランを販売開始 

https://www.agora.jp/news/  

 

［新型コロナウイルス感染症への対策について］ 
株式会社 アゴーラ ホスピタリティーズが運営するアゴーラ ホテル アライアンスでは、お客様により安心で安全な空間で

快適にご滞在いただけるよう、新型コロナウイルス感染予防のガイドラインを策定し、感染予防の強化と衛生管理の徹底の

ため、以下の対策を取り組んでおります。 

https://www.agora.jp/information/news/files/AH_200701.pdf 
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