
1 

 

                                                                       

2018年 7月 27日 

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

いよいよ夏本番！納涼にはホテルでビールと肉料理を満喫。 

レストラン 3店で『BEER FAIR 2018 第2弾』スタート！ 
フェア開催期間：8月 1日（水）～9月 30日（日） 

リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町 総支配人 田沼
た ぬ ま

 直之
なおゆき

）は、1 階「オールデイダイニング ルオ

ーレ」、6 階「チャイニーズダイニング リュウ」、33 階「ダイニングバー リーガトップ」の 3 店にて開催中の

「BEER FAIR 2018 ～充実の肉料理～」を 8月 1日（水）より新たなメニューでご提供いたします。 

また、本フェアはこのたびの「平成 30年 7月豪雨」による被災地での救助活動、復興支援の一助となります

よう、売上の一部を義援金として寄付いたします。 

6月よりスタートした「BEER FAIR 2018 ～充実の肉料理～」は、生ビールやワイン、サワーなどレストランご

とに異なる多種多様なフリードリンクと、ビールがすすむジューシーな肉料理が好評を博しています。 

8月からの第 2弾は、第 1弾同様、“充実の肉料理”をテーマに、ボリュームたっぷりの肉料理はもちろん、

各店自慢の料理をご堪能いただけるメニューを展開。3店ともに、料理とフリードリンクを 5,000円で提供し、さ

らに 6名様以上で 1名様分が無料でご利用いただけるほか、時間無制限（日曜日～木曜日限定）や、オンライ

ン限定の特典をご用意いたします。 

リーガロイヤルホテル広島は、広島市内中心部に位置し、女子会やグループでのお集まりにも利用しやすい

ベストロケーション。ホテルならではのスタイリッシュな空間で、優雅な夕涼みをぜひご堪能ください。 

「BEER FAIR 2018 ～充実の肉料理～ ［第 2弾］」の詳細は、次頁の通りです。 

＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞ 

■1階  「オールデイダイニング ルオーレ」 TEL：082-228-5395（直通） 

■6 階 「チャイニーズダイニング リュウ」 TEL：082-228-5953（直通） 

■33 階 「ダイニングバー リーガトップ」 TEL：082-228-6216（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） 酒井
さ か い

 孝
こ う

太
た

、上田
う え だ

 加奈子
か な こ

 

〒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 

Instagram: http://www.instagram.com/rihgaroyalhotelhiroshima 

http://www.rihga.co.jp/hiroshima
http://www.facebook.com/rihga.hiroshima
http://www.instagram.com/rihgaroyalhotelhiroshima/
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「BEER FAIR 2018 ～充実の肉料理～ ［第 2弾］」 詳細 
【期間】 8月 1日（水）～9月 30日（日）  

       ※除外日：店舗により異なります。 

       ※貸切営業等でご利用いただけない場合がございます。 

 

【料金】 1名様 5,000円 （料理、フリードリンク、税金・サービス料含む） 

      ※各種割引・特典等との併用はいたしかねます。  

 
【時間】 日曜日～木曜日：時間無制限 ／ 金曜日・土曜日・祝前日：2時間制 
 
【特典】 ①6名様以上のグループでご利用の場合、幹事様 1名分のプラン料金が無料 

※追加オーダー分は対象外となります。 

②日曜日～木曜日のご利用の場合は「時間無制限」でご利用可能 
③1週間前までにオンライン予約をしていただくと、特典をご用意 
※特典内容は店舗によって異なります。 

 

【URL】 https://www.rihga.co.jp/hiroshima/restaurant/fair_list/beer-fair-2018 

 

【「平成 30年 7月豪雨」復興支援】 

本フェア売上のサービス料 10％相当額の半分を日本赤十字社に寄付 

 

【店舗・内容】  

1階 「オールデイダイニング ルオーレ」 TEL：082-228-5395（直通） 

＜メインディッシュとビュッフェを楽しめるシックな美食空間＞ 

樽生ワイン 3 種と生ビールなどお客様自らが注ぐ楽しみも味わえる充実のドリンクを揃

え、目の前で仕上げるスタンドクッキング料理をはじめ、約 50 種類の多彩なビュッフェメ

ニューをお楽しみいただけます。さらに、メインディッシュには「ローストビーフ ポークのス

ペアリブ タコスチップチーズ掛け」の盛り合わせをご用意します。 

 

【除外日】 8月 11日（土・祝）～8月 15日（水） 

【時間】   17：30～22：00 ※ビュッフェコーナーの利用は 21：00 までとさせていただきます。 

【内容】 

◆メニュー ※9月からビュッフェ料理の内容が変わります。 

メインディッシュ：ローストビーフ ポークのスペアリブ タコスチップチーズ掛け 
（メインディッシュは大皿盛り合わせで、お食事中にテーブルまでお持ちいたします） 

ビュッフェ：スタンドクッキング料理、欧風ビュッフェ、デザート など 

◆フリードリンク ※フリードリンクはセルフスタイルでご利用いただけます。 

樽生ワイン ・樽生ワイン®プレミアム メルロー（赤） 

 ・樽生ワイン®プレミアム ソーヴィニヨンブラン（白） 

 ・樽生スパークリング・ワイン® ジラモンド（赤） 

生ビール ・アサヒスーパードライ（トルネードサーバーにて） 

 ・アサヒスーパードライ ドライブラック 

フリージングハイボール／カクテル各種／ノンアルコールビアテイスト飲料／

ソフトドリンク各種 

 

 

メインディッシュ（イメージ） 

※写真は 6 名様分の盛り合わせです。 

ご自身で注げる樽生ワインや、 

底から渦を巻き沸き上がるビールなど、 

演出も楽しいドリンクが充実 

https://www.rihga.co.jp/hiroshima/restaurant/fair_list/beer-fair-2018
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6階 「チャイニーズダイニング リュウ」 TEL：082-228-5953（直通） ※2名様より承ります。 

＜本格的な中国料理からスタイリッシュなチャイニーズまで楽しめるモダンなレストラン＞ 

生ビールのほか、紹興酒や桂花陳酒を使ったサワーなど、中国料理に合うお酒を多数ご

用意。「牛スネ肉と牛アキレス腱の柔ら煮」をはじめ、ビールがすすむスパイシーな中国料

理をお楽しみいただけます。 

【除外日】 8月 11日（土・祝）～8月 15日（水） 

【時間】   17：30～21：30 

【内容】 

◆メニュー ※料理は大皿盛り合わせでご用意いたします。 

・牛スネ肉と牛アキレス腱の柔らか煮 ・鶏のスパイシー唐揚げ 

・よだれ鶏 ・肉汁たっぷりの水餃子 ピリ辛胡麻ソース 

・豚肉のスペアリブ ドウチ蒸し ・叉焼たっぷり炒飯 

◆フリードリンク 

・生ビール 

・中国酒（紹興酒／桂花陳酒／杏露酒／ライチ酒／サンザシ酒） 

ウイスキー／ハイボール／ノンアルコールビアテイスト飲料／ソフトドリンク各種 

◆オプション 

1名様 +500円で フリードリンクメニューに「ワイン（赤・白）・カクテル 10種類」を追加 

 

33階 「ダイニングバー リーガトップ」 TEL：082-228-6216（直通） ※2名様より承ります。 

＜ホテル最上階。美しい夜景が広がる大人の上質空間＞ 

最上階から眼下に広がる美しい夜景を望みながら 4 種類の生ビールや、アレンジ酎ハイ

をお楽しみいただけます。ビールとの相性抜群な「イベリコ豚スペアリブのグリル バーベキ

ューソース」をはじめ、フレンチシェフが手掛ける大皿盛り合わせ料理をご用意します。 

【時間】 17：30～23：30（ラストオーダー23：00） ※21：00 までのご入店をお願いします。 

【内容】 

◆メニュー ※料理は大皿盛り合わせでご用意いたします。 

・パテ・ド・カンパーニュ ピクルス添え 

・鶏もも肉のケイジャンスパイス揚げ 黒胡椒とチーズ風味のフライドポテト添え 

・ピリ辛ソーセージ 粒マスタード添え 

・イベリコ豚スペアリブのグリル バーベキューソース 

・ビーフピラフ 大葉風味 

◆フリードリンク 

生ビール ・アサヒ スーパードライ エクストラコールド 

 ・アサヒ グランマイルド 

 ・サントリー ザ・プレミアム・モルツ 

 ・サントリー ザ・プレミアム・モルツ <香る>エール 

ウイスキー／アレンジ酎ハイ各種／ノンアルコールビアテイスト飲料／ソフトドリンク各種  

◆オプション 

1名様 +500円で フリードリンクメニューに「ワイン（赤・白）・カクテル 10種類」を追加 

4種類のビールほか、アレンジ酎ハ

イを多数ご用意（イメージ） 

料理イメージ 

※写真は 6 名様分の盛り合わせです。 

料理イメージ 

※写真は 6 名様分の盛り合わせです。 

紹興酒をはじめ、

中国酒のサワーや

ハイボールなどが

楽しめる 

（イメージ） 
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※食材の入荷状況等により、メニュー内容を変更する場合がございます。 

※特別な記載をしていない場合、メニューで使用しているお米はすべて国産米です。 

※料金は、税金・サービス料を含みます。 

※アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係員にお申し出ください。 

 
 
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。 


