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①SMBC日本シリーズ2017進出

さらに日本一決定の場合
広島東洋カープのSMBC日本シリーズ2017進出決定翌日～

②SMBC日本シリーズ2017進出

日本一を逃した場合
広島東洋カープのSMBC日本シリーズ2017進出決定翌日～

2017 マツダ クライマックスシリーズ セ ファイナルステージ SMBC日本シリーズ2017

日本一決定翌日～ 内容をグレードアップした

「カープフェア ～日本一おめでとう～」を開催

日本一決定翌日～内容はそのままで

「カープフェア ～感動をありがとう～」として開催

「カープフェア ～目指せ日本一～」

「カープフェア ～目指せ日本一～」

                                                                       

2017年 10月 17日 

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

広島東洋カープの活躍を願う 8種の赤いカクテルなど、レストラン 8店で特典・特別メニューをご用意。 

日本一を応援する期間限定宿泊プランも販売。 

「カープフェア ～目指せ日本一～」 
   レストランフェア期間：広島東洋カープのSMBC日本シリーズ2017進出決定翌日～11月19日（日） 

   宿泊プラン販売期間：広島東洋カープのSMBC日本シリーズ2017進出決定翌日～同シリーズ終了日 

 

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、広島東洋カープの 33年ぶりの日本

一を願い、2017 マツダ クライマックスシリーズ セ ファイナルステージで広島東洋カープが 1位になり SMBC

日本シリーズ2017進出が決定した翌日から 11月 19日（日）までの期間、館内のレストラン＆バー8店で広島

東洋カープの日本一を願うフェア「カープフェア ～目指せ日本一～」（SMBC日本シリーズ2017の結果次第で途中フェ

ア名称を変更）を開催、また、特別宿泊プラン「カープ ～目指せ日本一～宿泊キャンペーン」を販売します。 

 

「レストラン シャンボール」では、ランチコース「サンテ」（4,158 円）ご利用の方に、ワゴンデザートを提供。約

10 種類のデザートからお好きなだけお召しあがりいただけます。「バー コルンバ」では、V8 の広島東洋カープ

のさらなる活躍を願い、赤いカクテル 8 種類のレッドカクテルコレクションを

販売。2 種のベリーを使い甘くさっぱりとした「レッドソウル」、ノンアルコール

スパークリングワインを使ったフルーティーな「レッドチアー」など、2種のオリ

ジナルノンアルコールカクテルを含む 8種のカクテルをご用意します。レス

トラン・バー8店で特典や特別メニューをご用意します。 

さらに、SMBC日本シリーズ 2017 で日本一になった場合は、日本一決定

翌日から 11月 19日（日）まで、上記フェア内容に加え、乾杯のスパークリン

グワインをサービスします（「バー コルンバ」は除く）。 

 

また、「カープフェア ～目指せ日本一～」の夕食とカクテルが付いた、お得な期間限定宿泊プラン「カープ 

～目指せ日本一～宿泊キャンペーン」も販売。広島ならではの熱気を味わっていただけます。日本一のチーム

が決まった翌日からは、33年ぶりの日本一に向け健闘したカープに感謝の気持ちを込め、1室 33,000円のお

得な期間限定宿泊プランも販売します。 

 

「カープフェア ～目指せ日本一～」および「カープ ～目指せ日本一～宿泊キャンペーン」の詳細は、次の

通りです。 

「カープフェア ～目指せ日本一～」 詳細 
【開催期間】  広島東洋カープの SMBC日本シリーズ2017進出決定翌日～11月 19日（日） 

※広島東洋カープの日本一決定の場合、日本一決定翌日～11月 19日（日）まで 

「カープフェア ～日本一おめでとう～」としてグレードアップしたフェアを開催（下表①）。 

※日本一を逃した場合、順位決定翌日～11月 19日（日）まで 

「カープフェア ～感動をありがとう～」として「カープフェア ～目指せ日本一～」と同内容で 

延長開催（下表②）。 

 

 

 

 

 

レッドカクテルコレクション イメージ 
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【開催店舗・内容】 
※料金は、税金・サービス料を含みます。 ※メニュー内容は、食材の入荷状況等により変更になる場合がございます。 

※前日までご予約を承ります（「バー コルンバ」を除く）。 ※ご予約時に、フェア特典ご利用の旨、お申し付けください。 

 

店舗 ランチ ディナー 

レストラン シャンボール （33階） 

TEL：082-228-5473（直通） 

11：30～14：30 （ラストオーダー14：00） 

17：30～21：30 （ラストオーダー21：00） 

アミューズ、前菜、スープ、メイン 1品

＜魚または肉＞、デザートのコース

「サンテ」（4,158 円）にワゴンデザート

プレゼント 

アミューズ、前菜、魚料理、肉料理、

デザートのコース「マルシェ」（8,316

円）の選べるメインディッシュ「国産牛

フィレ肉のグリエ」（通常+1,901円）を

プラス料金ゼロで提供 

ダイニングバー リーガトップ （33階） 

TEL:082-228-6216（直通） 

17：30～23：30 （ラストオーダー23：00） 

※バー利用のお客様は、テーブルチャージとして

1名様 1,080円（税金含む）を頂戴いたします。 

― 

「大人女子のナイトアウトプラン」

（3,800円/入店時間 20：00～21：30）

を 3,300円に 

<内容>オードブル、旬のフルーツ、スイ

ーツの盛り合わせ（3段ティースタンド

で提供）＆スパークリングワイン等約

100種のフリードリンク 

日本料理なにわ （6階） 

TEL：082-228-5919（直通） 

11：30～14：30 （ラストオーダー14：00） 

17：30～21：30 （ラストオーダー21：00） 

「なにわランチ」（2,500円）の「広島県

庄原産こしひかり」を「海鮮丼」にグ

レードアップ 

<内容>小鉢、造り 3種盛り合わせ、海老

と穴子の天婦羅、野菜饅頭のおかき揚

げ、海鮮丼、赤だし、香物盛り合わせ、

デザート、コーヒー 

「天婦羅御膳」（5,346円）、「お造り御

膳」（5,940円）、「ステーキ御膳」

（6,534円）の「広島県庄原産こしひ

かり」を「握り鮨」3貫にグレードアップ 

居酒屋 酒仙 （6階） 

TEL：082-228-5924（直通） 

17：30～21：30 （ラストオーダー21：00） 

― 

大人 3名様以上でご利用の方に「握

り鮨」一皿 3貫プレゼント 

（1名様一皿） 

鉄板焼なにわ （6階） 

TEL：082-228-6762（直通） 

11：30～14：30 （ラストオーダー14：00） 

17：30～21：30 （ラストオーダー21：00） 

「国産牛のステーキランチ」（3,564円）の

ロース肉 100g を 130gに増量 

「エゾアワビと国産牛コース」（12,474

円）のロース肉 100g を 130gに増量 

チャイニーズダイニング リュウ （6階） 

TEL：082-228-5953（直通） 

11：30～14：30 （ラストオーダー14：00） 

17：30～21：30 （ラストオーダー21：00） 

平日限定「Ryu Weekday Lunch」＜各 90分制＞ 

1部 11：30～／2部 11:45～ 

3部 13:15～／4部 13:30～ 

平日限定「Ryu Weekday Lunch」

（2,000 円～）をご利用の方に「飲茶 2

種セイロ蒸し」プレゼント 

「シーズナルプラン」（全 8品+フリードリ

ンク 8,000円）のスープを「フカヒレの

姿煮込み」（通常+2,000円）にグレー

ドアップ（1グループ 10名様まで、1名

様一皿） 

バー コルンバ （2階） ※月曜定休 

TEL：082-228-5572（直通） 

19：00～24：00 （ラストオーダー23：30） 

― 

広島東洋カープ V8 にちなみ、オリ

ジナルカクテルを含む 

レッドカクテルコレクション 

8種 各 951円 ※ご予約不要です。 

オールデイダイニング ルオーレ （1階） 

TEL：082-228-5395（直通） 

6：30～22：00 （ラストオーダー21：30） 

ランチビュッフェ ＜各 90分制＞ 

1部 11：00～／2部 11：30～ 

3部 13：00～／4部 13：30～  

ディナービュッフェ ＜2時間制＞ 

17：30～21：00 （ラストオーダー20：30）  

「ランチビュッフェ」（2,000円） 

1部 11：00～ 4部 13：30～ 

ご利用の方に「ビーフシチュー」プレ

ゼント（1名様一皿） 

※平日限定 

「選べるメインディッシュ＆ディナービュ

ッフェ」（3,300円）の 

選べるメインディッシュ 

「ローストビーフ グレービーソース レ

フォール添え」（通常+700円）をプラ

ス料金ゼロで提供（人数分大皿盛り） 

※平日限定 
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「カープ ～目指せ日本一～宿泊キャンペーン」 詳細 
広島東洋カープの日本一を願いレストランで開催中の「カープフェア ～目指せ日本一～」の夕食とカクテルが
付いた、お得な期間限定宿泊プラン。広島ならではの熱気を味わっていただけます。 

【販売・宿泊期間】 広島東洋カープの SMBC日本シリーズ2017進出決定翌日～同シリーズ終了日 

【料金】 1泊 1 室料金（朝食・夕食・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 （24㎡） 

2 名様利用    26,000 円～ 

※1日 5室限定 

【特典】 

・「バー コルンバ」のレッドカクテルコレクション ワンドリンク券（1 名様 1 枚） 

・夕食：「日本料理なにわ」の「天婦羅御膳」 

※「広島県庄原産こしひかり」は「握り鮨」3貫にグレードアップ 

・朝食：「オールデイダイニング ルオーレ」 

 

「カープ ～日本一おめでとう～宿泊キャンペーン」 詳細 
33年ぶりの日本一を目指し健闘したカープに感謝の気持ちを込めた、 

1室 33,000円のお得な期間限定宿泊プラン。 

30・31階のエグゼクティブフロアー宿泊に夕食が付いています。 

※他球団が日本一の場合、プラン名称は 
「カープ ～感動をありがとう～宿泊キャンペーン」 

【販売期間】 日本一決定翌日～11月 19日（日） 

【宿泊期間】 2018年 1月 4日（木）～2月 28日（水） 

【料金】 1泊 1 室料金（朝食・夕食付、税金・サービス料含む） 

エグゼクティブフロアー（30・31 階） ツイン （36 ㎡） 

2 名様利用    33,000円～ 

【特典】 

・夕食：「日本料理なにわ」または「鉄板焼なにわ」または 

「チャイニーズダイニング リュウ」 

【エグゼクティブフロアーご宿泊特典】 

・プール・スパ（浴室）・サウナご利用無料 

・ワンドリンク券（「オールデイダイニング ルオーレ」にてご利用いただけます） 

・朝食：「オールデイダイニング ルオーレ」または「日本料理なにわ」または 

「ルームサービス」 

 

 

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。 

＜お客様からのお問い合わせ先＞ 

リーガロイヤルホテル広島  TEL：082-502-1121（代表） 

＊＊＊＊＊ 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
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〒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 

 

「天婦羅御膳」イメージ 

客室イメージ 

プール 

夕食イメージ 

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

