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                                    2017年 9月 25日 

NEWS RELEASE                             リーガロイヤルホテル広島 

V.I.P.専用特別室での宿泊＆水族館貸し切りなど 

2人だけの非日常のひとときを過ごせる特別プラン登場 

クリスマス宿泊プラン 
 

リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町 総支配人 五
ご

弓
きゅう

 博文
ひろふみ

）は、10 月 1 日（日）より、クリスマス期間

限定の宿泊プランを販売します［宿泊期間はプランにより異なります］。 
 

広島市内ホテルで唯一「恋人の聖地サテライト」に選定されているリーガロイヤルホテル広島。リーガロイヤル

ホテルグループの統一クリスマステーマ「ROYAL CHRISTMAS」に沿って、リーガロイヤルホテル広島でしか

味わえない非日常の時間と空間を堪能するプランからご家族で楽しめるプランまで、大切な人と特別な時間を

お過ごしいただきたいという思いを込めた宿泊プランをご用意します。 
 

「ロイヤルクリスマスステイ」（618
ロ イ ヤ

,0
ル

00 円）は、企画：つばめ交通株式会社、監修：当社女性プロジェクトチーム

「Tiara」のコラボレーションによる宿泊プラン。思わず写真に撮ってシェアしたくなる特別な瞬間が連続する宿

泊プランです。通常一般販売していない「ロイヤルスイート（180 ㎡）」にご宿泊。今夏オープンして以来大人気、

連日混雑している広島市内唯一の水族館「マリホ水族館」をロマンティックな夜、二人だけで貸し切りで楽しめま

す。ホテルから水族館までは高級車「センチュリー」のハイヤーにて送迎。平和大通りなど市内中心部を約 140

万球の光で彩るイルミネーションもご覧いただきながら送迎します。また、ホテル総料理長がお部屋のキッチン

で調理し作りたてを提供する特別ディナーやソムリエセレクトシャンパン＆ワイン、バーテンダーがお二人のため

に作るオリジナルカクテルなどをお部屋で堪能。その他、手触りの柔らかなオーガニックコットンを使用し日本国

内で職人の手により一着ずつ丁寧に縫製、オリジナルの刺繍も入れられるペアパジャマ（1着 24,200円～）、バカ

ラのペアグラスなどフォトジェニックで SNS 映えする特典も盛りだくさん。客室内はクリスマスツリーやプラネタリ

ウムで装飾され、他にはない非日常の特別な思い出をお作りいただけます。 

 

その他、お部屋でゆっくりデザートを楽しめる「プレシャスクリスマスステイ」や、ご家族におすすめのディナー

ビュッフェ付「ファミリークリスマスステイ」、「早めのファミリークリスマスステイ」、女性に嬉しいアメニティが付いた

「クリスマスカップルステイ」など、全 5種類のクリスマス宿泊プランをご用意しています。 

 

クリスマス宿泊プランの詳細は次の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
特別にライトアップされた夜の水族館「マリホ水族館」を貸し切りで楽しめます。 
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＜宿泊プラン 詳細＞ 

◆「ロイヤルクリスマスステイ」 

国賓クラスの V.I.P.専用特別室として使用され、一般販売していない最上級客室「ロイヤルスイート」にご宿泊いただ

けるプラン。今夏オープンして以来大人気の「マリホ水族館」を夜に貸し切りでご利用いただけるほか、ハイヤーで送

迎中、市内クリスマスイルミネーションもご覧いただけます。その他、総料理長・ソムリエ・バーテンダーによる特別料理

やドリンクをお楽しみいただけます。 

【宿泊期間】 12月 23日（土・祝）～12月 25日（月）  

※1日 1組限定。 

【料金】    1泊 1室料金 ロイヤルスイート（180 ㎡） 

      2 名様利用   618
ロ イ ヤ

,0
ル

00 円（税金・サービス料含む） ※事前入金制（キャンセルはできません） 

【お申し込み方法】 他のプランとは異なり、つばめ交通株式会社へお申込みいただきます。 

             ご予約はご宿泊希望日の 2週間前までにお願いいたします。 

TEL：082-222-8181 

【特典】 

・マリホ水族館貸し切り利用 

 ①館長による水族館案内 

 ②ダイバーによるサプライズメッセージ演出可能 

 ③ウェルカムドリンク 

 ④記念品プレゼント 

・高級ハイヤー（センチュリー）にてマリホ水族館までの送迎 

※市内クリスマスイルミネーションもご覧いただけます。 

・総料理長による特別ディナー（ルームサービス）  

※お部屋にて調理、できたてを提供します。 

・ソムリエによるセレクトシャンパン＆ワイン 

・バーテンダーによるオリジナルカクテル  

※お部屋にてお作りします。 

・チョコレート＜ショコラブティック レクラのプルミエ ジューヌドール＞ 

・刺繍入りペアパジャマ＜LOB
ロ ブ

 SALTZMAN
サ ル ツ マ ン

＞ 

※後ろ襟に各 15 文字まで、お名前やメッセージを刺繍でお入れします。 

・ペアグラス＜バカラ＞ 

・客室内 クリスマスツリー装飾 

・客室内 プラネタリウム＜アストロシアター＞ 

・レイトチェックアウト 12：00（通常 11：00） 

・朝食：ルームサービス 

・チャペル貸し切り利用可 

 

【旅行企画・実施】つばめ交通株式会社  

広島県知事登録旅行業第 2-301号 

 

 

 

 

 

 

 

ワインイメージ 客室イメージ 

マリホ水族館イメージ 

ペアパジャマイメージ（実際はネイビーです） 

ハイヤーイメージ 

チョコレート 
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◆「プレシャスクリスマスステイ」 

客室でゆったりと楽しめるデザートや女性に嬉しいお花が付いた宿泊プラン。 

【宿泊期間】 12月 1日（金）～12月 25日（月） 

【料金】    1泊 1室料金（朝食・特典付、税金・サービス料含む） 

スーペリアフロアー（26～29 階） 

ツイン（35㎡）またはダブル （31㎡） 

2 名様利用    30,000 円～ 

【特典】 

・デザートプレート（1室 1皿）＜ルームサービス＞ 

・スパークリングワイン（ハーフフボトル・1室 1 本）＜ルームサービス＞ 

・客室内 クリスマスツリー装飾 

・プリザーブドフラワー（1室 1 個） 

・レイトチェックアウト 12：00 （通常 11：00） 

・朝食： 「オールデイダイニング ルオーレ」 

 

◆「カップルクリスマスステイ」 

女性に嬉しいアメニティが付いた、カップルにおすすめの宿泊プラン。 

【宿泊期間】 12月 1日（金）～12月 25日（月） 

【料金】    1泊 1室料金（朝食・特典付、税金・サービス料含む） 

スタンダードフロアー（14～25階） 

ツイン（35㎡）またはダブル （31㎡） 

2 名様利用    16,000円～ 

【特典】 

・アメニティ＜PANPURI
パ ン ピ ュ ー リ

 （シャンプー・ヘアリンス・ボディウォッシュ・ 

ボディローション・ハンド＆ネイルクリーム）＞（1室 1セット） 

・レイトチェックアウト 12：00（通常 11：00） 

・朝食： 「オールデイダイニング ルオーレ」 

 

◆「早めのファミリークリスマスステイ」 

ディナービュッフェが付いた、ご家族でお過ごしいただくのにぴったりの宿泊プラン。 

早めのご利用でお得にお楽しみいただけます。 

【宿泊期間】 12月 1日（金）～12月 21日（木） 

【料金】    1泊 1室料金（夕・朝食・特典付、税金・サービス料含む） 

スタンダードフロアー（14～25階） ツイン （35㎡） 

3 名様利用    36,000円～ 

スタンダードフロアー（14～25階） ツイン （38㎡） 

4 名様利用    44,000円～ 

※ツインルームにエキストラベッドをご用意します。 

【特典】 

・夕食： 「オールデイダイニング ルオーレ」  

ディナービュッフェ（メインディッシュ付） 

・クリスマスケーキ（夕食時にご用意） 

・レイトチェックアウト 12：00（通常 11：00） 

・朝食： 「オールデイダイニング ルオーレ」 

 

客室でゆっくりとデザートを楽しめます。 

（デザート イメージ） 

ご家族でお楽しみいただけるビュッフェ付。 

女性に嬉しいアメニティが充実。 

お部屋でゆっくりお過ごしいただけます。 

ケーキイメージ 
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◆「ファミリークリスマスステイ」 

ローストチキンやブッシュ・ド・ノエルなど、クリスマス期間限定のディナービュッフェが 

付いた、ご家族でお過ごしいただくのにぴったりの宿泊プラン。 

【宿泊期間】 12月 22日（金）～12月 25日（月） 

【料金】    1泊 1室料金（夕・朝食・特典付、税金・サービス料含む） 

スタンダードフロアー（14～25階） ツイン （35㎡） 

3 名様利用    39,000円～ 

スタンダードフロアー（14～25階） ツイン （38㎡） 

4 名様利用    48,000円～ 

※ツインルームにエキストラベッドをご用意します。 

【特典】 

・夕食： 「オールデイダイニング ルオーレ」 クリスマスビュッフェ 

・クリスマスバルーン（お部屋にご用意） 

・小菓子（お部屋にご用意） 

・レイトチェックアウト 12：00（通常 11：00） 

・朝食： 「オールデイダイニング ルオーレ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーガロイヤルホテル広島について 

1955年、広島県初のホテルとして開業した新広島ホテルを前身とし、国賓・皇室をはじめ国内外の賓客を迎えてきた格式を誇るホテルです。広島市中心地に位置し、緑に囲まれ、2つ

の世界遺産（原爆ドーム、宮島）も見渡せる眺望が魅力。歴史に培われたおもてなしで心地よい滞在をお約束します。最高水準のおもてなしときめ細かなサービスを提供する世界的か

つ有力ホテルが加盟するワールドホテルズに加盟。プロポーズにふさわしいスポットとして「恋人の聖地」サテライトに選定されています。 

 

 

＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞ 

宿泊予約  TEL：082-228-5401（直通） 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊ 本件に関する取材等お問い合わせ先 ＊＊＊＊＊ 

リーガロイヤルホテル広島 グループサービスチーム（販売促進） 中島
なかしま

 順子
じゅんこ

、 田村
た む ら

 宏
ひろ

行
ゆき

、 髙
たか

橋
はし

 知
ち

英
え

 

〒730-0011 広島市中区基町 6-78 TEL.082-228-5949（直通） FAX.082-228-5158 

HP：http://www.rihga.co.jp/hiroshima  Facebook：http://www.facebook.com/rihga.hiroshima 
 

クリスマス期間ビュッフェイメージ 

http://www.rihga.co.jp/hiroshima
http://www.facebook.com/rihga.hiroshima

