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2019年 3月 27日 

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

贅沢ビュッフェや可愛らしいお子様ランチも！家族で大型連休をホテルで楽しもう 

『ゴールデンウイーク限定イベントのご案内』 

期間：2019年 4月 27日（土）～2019年 5月 6日（月・休） 

2019年4月 25日（木）に開業 25周年を迎える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、平成最後かつ新元号を迎える 4 月 27 日（土）～5 月 7 日（月・休）のゴールデンウイーク期間中、大

人のお客様だけでなく、小さなお子様をお連れのファミリー層にも楽しんでいただける時間をご提供いたします。 

2019年のゴールデンウイークは、最大 10日間の大型連休。当ホテルでは、観光やスポーツ観戦に最適な

宿泊プランだけでなく、地元のお客様にも楽しい時間をご提供できるようレストランのスペシャルメニューやイベ

ントなどをご用意しております。ゴールデンウイークのご家族でのご旅行やお出かけに、リーガロイヤルホテル広

島で心弾む時間をお過ごしください。 

＜お客様からのご予約・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） 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 

ゴールデンウイーク限定イベントについて 

1. 【4月 27日（土）～5月 6日（月・休）】館内レストランのご案内 

(1) 特別ビュッフェを開催 

1階「オールデイダイニング ルオーレ」と 33階「ダイニングバー リーガトップ〔5月 2日（木）～4日（土）〕」では、多彩

なメニューを揃えた期間限定ビュッフェを開催。《オンライン限定早割予約》を実施いたします。 

(2) お子様が喜ぶキッズメニューや特別コースをご提供 

思わずお子様が笑顔になるキッズメニューやゴールデンウイーク限定ランチコースなどをご用意。 

(3) 特別営業時間の設定 

ランチ・ディナーを問わずフルタイムで営業する 6階「鉄板焼なにわ」をはじめ、特別営業時間を設定。 

2. 【5月 5日（日・祝）】『美のカリスマ IKKO メイク＆トークショー』開催 

いつまでも輝き続けたい女性に向けてメイク＆ビューティレッスンのほか、ホテルの特別コースをご堪能いただ

けるプレミアムステージ。（前売りチケット制・有料） 

3. 【4月 9日（火）～5月 8日（水）】五月人形ロビー展示 

1階ロビーには、男の子の健やかな成長を願う「五月人形」を展示。（協力：株式会社 藤娘） 

http://www.rihga.co.jp/hiroshima
http://www.facebook.com/rihga.hiroshima
http://www.instagram.com/rihgaroyalhotelhiroshima/
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『ゴールデンウイーク限定イベント』詳細 

1. 館内レストランのご案内                                                     
※提供時間は店舗により異なります。※料金は、全て税金・サービス料を含みます。 

※メニュー内容は、食材の入荷状況により変更にな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。 

（1）特別ビュッフェを開催 

『オールデイダイニング ルオーレ』では、ゴールデンウイークの 10日間、ホテル開業 25周年にちなみ、「25種

類のサラダ」やスタンドクッキングなど豪華料理が並ぶほか、ディナー限定で職人が目の前で握る「寿司」と「ロ

ーストビーフ」食べ放題のビュッフェをお楽しみいただけます。そして、春の陽気を最上階から感じることができる

『ダイニングバー リーガトップ』では、目の前でサックリ揚げる「有頭海老フライ」や「握り寿司」など幅広いジャン

ルの料理を楽しめるビュッフェを 5 月 2 日（木）～4 日（土）の 3 日間限定で開催。さらに、特別価格でお楽しみ

いただける《オンライン限定早割予約》も実施いたします。 

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

【期間】 4月 27日（土）～5月 6日（月・休） 

【早割予約期間≪オンライン限定≫】 4月 14日（日）23時まで 

ホリデーランチビュッフェ （ソフトドリンク付） 

【時間】 1部 11：00～ 2部 11：30～ 3部 13：00～ 4部 13：30～ ＜各 90分制＞ 

【料金】 大人（中学生以上）   3,000円  ※早割予約で 2,600円 

小学生            1,500円 

4歳～小学生未満     800円 

屋台にぎり寿司とローストビーフ食べ放題＆ディナービュッフェ 

【時間】  1部 17：00～ 2部 19：30～ ＜各 2時間制＞ 

【料金】 大人（中学生以上）   4,900円  ※早割予約で 4,400円 

小学生            2,200円 

4歳～小学生未満      1,200円 

【フリードリンクプラン】 

・ソフトドリンク           +800円  ・アルコールドリンク           +1,700円  

＜ドリンクメニュー＞ビール、ワイン（赤／白／スパークリング）、ウイスキー、焼酎、ソフトドリンク各種 

ビュッフェメニュー （一例） ☆：ランチのみ ★：ディナーのみ 

〔冷製料理〕 

▪ 25種類のサラダ 

▪ 鰹のカルパチョ シェリー酢ソース ☆ 

〔温製料理〕 

▪ 白身魚とほうれん草のクレープ カネロニ風 

▪ ポークグリル カポナータソース ☆ 

▪ 海の幸ピラフ ★ 

 

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

【期間】 5月 2 日（木・休）～4 日（土・祝） 

【早割予約期間≪オンライン限定≫】 4月 14日（日）23時まで 

スカイランチビュッフェ （ソフトドリンク付） 

【時間】 1部 11：15～ 2部 13:15～ ＜各 90分制＞ 

【料金】 大人（中学生以上）   3,500円  ※早割予約で 3,200円 

小学生            1,200円 

小学生未満             500円 

 

〔スタンドクッキング〕 

▪ オムライス ☆ 

▪ ローストビーフ グレイビーソース ★ 

▪ 屋台にぎり寿司 ★ 

 

〔デザート〕 

▪ ティラミス 

▪ アイスクリーム各種     ほか約 50種 
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ビュッフェメニュー （一例）  

〔冷製料理〕 

▪ イカとタコのペペロンチーノソースマリネ 

▪ 中華前菜盛り合わせ 

〔温製料理〕 

▪ リーガトップのポークカレー 

▪ ジャンボオムレツ ビーフシチューと共に 

 
 

 

 

（2）（3）お子様が喜ぶキッズメニューや特別コースをご提供、特別営業時間の設定 

キッズメニュー 

ご家族でのお食事をより楽しんでいただくため、お子様連れのお客様のご利用が多いレストラン 3 店舗にてお

子様も喜ぶメニューを販売。 

また、33 階「レストラン シャンボール」では、ご家族揃ってご利用いただきやすいようディナータイムの年齢制限

を中学生以上から小学生以上に変更し、特別キッズコースをご用意いたします。お子様の食育に、ご家族と一

緒に楽しく食事をしながらテーブルマナーを学んではいかがでしょうか。 

 

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

【名称】 お子様ランチ 

【時間】 11：00～22：00（ラストオーダー21：30） 

【料金】 1,100円 ※12歳以下のお子様限定 

【メニュー内容】 

・フライドチキン ・コーンスープ ・クマのオムライス 

・プチデザート ・オレンジジュース 

 

■6階「日本料理なにわ」 TEL:082-228-5919（直通）  

【名称】 お子様ランチ 

【時間】 11：00～15：00（ラストオーダー14：30）／ 

17：00～21：30（ラストオーダー20：30） 

【料金】 1,200円 ※12歳以下のお子様限定 

【メニュー内容】 

・海老フライ ・玉子焼き ・ハッシュドポテト ・おむすび 

・フルーツ ・アイスクリーム 

 

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

【名称】 キッズセット＆パンダあんまん付 

【時間】 11：00～15：00（ラストオーダー14：30）／ 

17：00～21：30（ラストオーダー21：00） 

【料金】 1,200円 ※12歳以下のお子様限定 

【メニュー内容】 

・玉子スープ ・鶏の唐揚げ ・炒飯 ・飲茶 2種  

・パンダあんまん ・デザート 

 

〔スタンドクッキング〕 

▪ 有頭海老フライ 

▪ パニーニ 

〔その他〕 

▪ サラダバー 

▪ デザート各種         ほか約 30種 
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■33階「レストラン シャンボール」 TEL:082-228-5473（直通）  

【名称】 キッズコース 

【時間】 11：00～15：00（ラストオーダー14：30）／ 

17：00～21：30（ラストオーダー20：30） 

【料金】 2,970円 / 5,940円 ※12歳以下のお子様限定 

 

 

 

 

各レストラン情報 

ランチ・ディナーを問わずフルタイムで営業する 6 階「鉄板焼なにわ」をはじめ、各店では特別営業時間を設

定。少し早めの食事などお客様のスケジュールに合わせて、安心してご利用いただけるほか、期間限定のメ

ニューもご用意しております。（※赤字部分は通常との変更点） 

 

店舗 営業時間 メニュー 

6階 鉄板焼なにわ 

11：00～21：30 

（ラストオーダー21：00） 

※フルタイム営業 

【ランチ】（ランチメニューのラストオーダー15：00） 

ゴールデンウイークランチ 3,564円～ 

【ディナー】（15：00以降提供） 

国産牛ステーキコース 9,504円～ 

6階 チャイニーズダイニング リュウ 

11：00～15：00 

（ラストオーダー14：30） 

※営業時間変更 

（通常 11：30～14：30） 

【ランチ】 

・ゴールデンウイークランチセット 3,000円  

ほか アラカルト 

 

17：00～21：30 

（ラストオーダー21：00） 

※営業時間変更 

（通常 17：30～21：30） 

【ディナー】 

・25周年記念コース 5,940円 

ほか アラカルト 

6階 日本料理なにわ 

11：00～15：00 

（ラストオーダー14：30） 

※営業時間変更 

（通常 11：30～14：30） 

【ランチ】 

味めぐり 2,500円 

17：00～21：30 

（ラストオーダー20：30） 

※営業時間変更 

（通常 17：30～21：30） 

【ディナー】 

・味ごのみ 50選 6,534円 

・25周年記念コース 6,534円 

33階 レストラン シャンボール 

※ディナータイムは、小学生以上のご利用

とさせていただきます。（通常は中学生以上） 

11：30～14：30 

（ラストオーダー14：00） 

【ランチ】 

・25周年記念ランチ 4,515円 

・キッズコース 2,970円 

17：30～21：30 

（ラストオーダー20：30） 

 

【ディナー】 

・25周年記念ディナー 11,880円～ 

・キッズコース 2,970円／5,940円 

 

 

イメージ 
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2. 『美のカリスマ IKKO メイク＆トークショー』開催                                                  

美容家として活躍する傍ら、そのセンスを活かして様々な商品開発や講演、さらには書道など活躍の場を国内

外に広げているIKKO氏による『IKKOメイク＆トーショー』を開催します。 

【日 時】  2019年 5月 5日（日・祝）  

＜ランチ＞12：45～ （開場 12：30）  ＜ショー＞14：00～ 

【内 容】  一瞬で変わるツヤ肌テク ／ 化粧崩れしないファンデテク ／ 

熱唱！IKKO オンステージ♪ ／ 文字に託して語る「書」の展

示 ／ Q&A 等を予定 

【場 所】  4階 宴会場「ロイヤルホール」 

【料 金】  1名様19,000円（ショーチャージ、ランチ、ドリンク、税金・サービス料含む） 

【チケット販売】  ※前売りチケット制 ※未就学児の入場はご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

3. 五月人形ロビー展示                                                                       

1階ロビーには、鎧飾りや鯉のぼりなど男の子の健やかな成長を願う「五月人形」を展示。 

本装飾は、ホテルにご来館されるお客様に、フォトスポットとしてご利用いただくとともに、子どもの幸せと成長を

祝う日本の伝統文化のひとつを感じていただきたいと思います。（協力：株式会社 藤娘） 

【期間】4月 9日（火）～5月 8日（水） 

【場所】1階ロビー（フロント前） 

 

 

 

リーガロイヤルホテル広島は、開業 25周年の節目の年を迎えるにあたり、『これまでも これからも 皆さまととも

に』をテーマに、お客様の心に残る時間と空間をお届けできるよう「ホテル開業 25周年記念プロモーション」を

本年末まで実施いたします。 

窓口販売 ： 宴会予約ラウンジ（リーガロイヤルホテル広島 3 階） 

TEL：082-228-5495 ／ 10：00～18：00 

プレイガイド： ローソンチケット【L コード： 62076】 

チケットぴあ （セブン-イレブン、ぴあのお店）【P コード： 641-675】 

 エディオン広島本店プレイガイド（サンモール 1 階） 10：30～ 

＊＊＊＊＊ 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
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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 

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

