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2019年 1月 30日 

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

これまでも これからも 皆さまとともに 

開業 25周年記念プロモーション発表 
期間：2019年 3月 1日（金）～ 

＊1月 30日（水）15：00 より、ホテル公式ホームページに特設サイトをオープン！ 

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、2019年 4月 25日（木）に開業

25周年を迎えます。前身の新広島ホテル、広島グランドホテルの伝統、おもてなしの精神を受け継ぎ、1994年

に基町の地に誕生し、進化を続けながら、国内外の賓客など多くのお客様をお迎えしてまいりまし

た。 

これまでご愛顧いただきましたお客様へ感謝の気持ちと、これからも記憶に残る大切な時間をお過ごしいた

だきたいという気持ちを込めて、開業 25周年にあわせたキャッチコピー『これまでも これからも 皆さ

まとともに』とロゴマークを作成。この想いを胸に、ホテル開業 25周年記念プロモーションを 2019

年 3月 1日より開催いたします。 

3月 1日から 4月 24日までの第一弾は、「開業 25周年記念春のお祝いフェア」と題し、新たな門

出の季節を祝うレストランフェア、さらに当ホテルでご披露宴を実施されたカップルだけが参加でき

る同窓会「ホームカミングパーティ 2019」を開催します。その他、最上級客室「ロイヤルスイート」

利用の豪華宿泊プラン等の販売もいたします。 

開業記念日の 4月 25日から 6月 30日にかけて、レストラン＆バーで特別メニューを企画するほ

か、5月 5日には「美のカリスマ IKKOメイク&トークショー」を開催いたします。そして、7月以

降も、シーンに合わせて各部門にてプロモーションを企画してまいります。 

宿泊、レストラン、宴会、調理などに従事するホテルスタッフ一同で創り上げるリーガロイヤルホテ

ル広島のアニバーサリーイヤー。新たな思い出を紡いでいただける特別な一年にぜひご期待ください。 

 

 

 

ホテル公式  開業 25周年記念特設サイト 

https://www.rihga.co.jp/hiroshima/25th-anniversary/ 
 

＊＊＊＊＊ 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 

https://www.rihga.co.jp/hiroshima/25th-anniversary/
http://www.rihga.co.jp/hiroshima
http://www.facebook.com/rihga.hiroshima
http://www.instagram.com/rihgaroyalhotelhiroshima/
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（参考資料） 

◆開業 25周年のキャッチコピー・ロゴ                                          
キャッチコピー『これまでも これからも 皆さまとともに』は、開業 25 周年を迎えるにあたり、リーガロイヤルホテ

ル広島全従業員対象に公募して決定しました。 

開業 25 周年を迎える 2019 年は、平成の時代から新しい時代へ歩む節目の年でもあります。1994 年（平成

6 年）に広島市内中心部に開業し、新しい時代を迎えるにあたり、「これまで多くのお客様と出会い、寄り添い

ながら歩んできた自負を胸に、これからもお客様に心に残る時間と空間をお届けし続けたい」という想いを込

めています。 

そして、記念ロゴは『25th Anniversary』の文字を基調に、

キャッチコピーの“想い”を届けるデザインを採用。また、コ

ーポレートカラーを使用することで、特別感や高級感（ゴー

ルド）、穏やかさや安らぎ（グリーン）をあらゆる世代のお客

様に感じていただける存在でありたいという想いが表現さ

れています。 

この記念ロゴは、今後展開するプロモーションなどに使用

してまいります。 

 

◆開業 25周年プロモーション詳細                                          
3月 1日より、さまざまな企画を展開してまいります。 

また、1月 30日（水）15時よりホテル公式ホームページ内に「開業 25周年記念特設サイト」を開設し、フェア

情報を随時ご案内いたします。  

開業 25周年フェアのオープニングは、宿泊やレストラン、ウエディング部門で商品販売やイベントを開催。 

4月 25日の開業記念日までを華やかに盛り上げてまいります。 

■宿泊プラン 

3 月 1 日（水）から最大 12 月 27 日（金）まで、特別プランが登場。25 年間 皇室・国賓等に利用されてきた

「ロイヤルスイート（180㎡）」利用の宿泊プランをはじめ、非日常を味わえる 3種のプランを販売いたします。 

・豪華で贅沢なプラン「麗
リ ー

嘉
ガ

」 ［毎月 25 日、1 日 1組限定］ 

1泊 1室 2名様料金 250,000円（ロイヤルスイート利用、夕朝昼食・特典付、税金・サービス料含む） 

・特典満載。ワンランク上のレディースプラン「雅
みやび

」 

1泊 1室 1名様料金 25,000円～（朝食・特典付、税金・サービス料含む） 

・「開業 25周年記念 1泊 2食付プラン」 

1泊 1室 2名様料金 32,000円～（夕朝食・特典付、税金・サービス料含む） 

※プランの詳細は、別紙にてご確認ください。 

＜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 宿泊予約 TEL：082-228-5401（直通） 

■レストラン 

ホテル館内のレストラン＆バーでは、新たな門出の季節ならではの「春のお祝いフェア」を開催いたします。 

・「25周年記念サンキューランチ」 （1名様 3,900円） 

対象：レストラン シャンボール、鉄板焼なにわ、日本料理なにわ、チャイニーズダイニング リュウ 

・「25周年記念ディナー」 （1名様 11,880円 ※「日本料理なにわ」は 6,534 円コースを販売） 

対象：レストラン シャンボール、鉄板焼なにわ、日本料理なにわ、チャイニーズダイニング リュウ 

開業 25周年 春のお祝いフェア：3月 1日（水）〜4月 24日（水） 

客室イメージ 



 

 

3 

 

・「25周年記念特別メニュー“翔”」 （1名様 25,000円） 

対象：レストラン シャンボール、鉄板焼なにわ、チャイニーズダイニング リュウ 

・開業 25周年記念アラカルトメニュー 

対象： ダイニングバー リーガトップ、チャイニーズダイニング リュウ 

・スイーツで平成の時代を振り返る「平成のスイーツストーリー」 

対象：オールデイダイニング ルオーレ 

・365日毎日朝食を楽しめる「朝食年間パスポート」 

対象：オールデイダイニング ルオーレ 

・「クラフトビール」 （1本 1,188円） 

対象：全レストラン＆バー 

※レストランの詳細は、別紙にてご確認ください。 

＜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 各レストラン TEL：082-502-1121（代表） 

■ウエディング 

準備期間から当日・結婚式後まで使える 25 もの特典が付いたプランを販売中。 

また、リーガロイヤルホテル広島でご披露宴を実施されたカップルだけが参加できる同窓会 

「ホームカミングパーティ」を初開催します。 

・「開業 25周年プラン ～幸せの 25の特典～」 （販売中） 

・4月 20日開催「ホームカミングパーティ 2019」 

※「ホームカミングパーティ 2019」の詳細は、別紙にてご確認ください。 

＜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 ウエディング TEL：082-228-5743（直通） 

■イベント 

・3月 3日開催「鍵盤男子」 （販売中） 

・3月 13日開催「木久扇・円楽 ランチ落語会」 （販売中） 

＜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 宴会予約イベント係 TEL：082-228-5495（直通）10：00～18：00 

開業記念日から約 2か月間は、アニバーサリー期間として展開。 

レストラン＆バーでは、開業 25周年記念メニューをご案内する予定です。また、 

イベントとして 5月 5日には「美のカリスマ IKKO メイク＆トークショー」を開催いたします。 

※「美のカリスマ IKKO メイク＆トークショー」の詳細は、別紙にてご確認ください。 

※詳細につきましては、今後随時ご案内いたします。 

※プロモーションの開催期間、名称、内容は変更になる場合がございます。 

開業 25周年 アニバーサリーフェア：4月 25日（木）〜6月 30日（日） 

＊＊＊＊＊ 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
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、上田
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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 

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

「春のお祝いフェア」イメージ 

ウエディングイメージ 

美のカリスマ IKKO 

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

