
 

 

1 

 

                                                                       

2019年 7月 31日 

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

絶景×美食の最強ビュッフェや宿泊プランも！お盆は家族揃ってホテルを満喫 

『BON
ボ ン

 WEEK
ウ イ ー ク

イベントのご案内』 
期間：2019年 8月 10日（土）～2019年 8月 18日（日） ※宿泊プランは期間が異なります。 

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

）では、フランス語で『良い』を意味する

“BON（ボン）”と"お盆"を掛け合わせ、8月 10日（土）～8月 18日（日）を【BON
ボ ン

 WEEK
ウ イ ー ク

】と称し、夏休みのお

でかけや思い出づくりに最適な時間をお届けします。 

お盆は実家に帰ってのんびり派という方も、 今年の BON WEEKは 3世代ファミリーの時間やご友人との

お集まりに、リーガロイヤルホテル広島でお過ごしください。 

＜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） 

『BON WEEK』イベント概要 

1. 美味しいを召し上がれ。BON WEEKグルメ ≪8月 10日（土）～8月 18日（日）≫ 

(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〔8 月 12 日（月・休）・13 日（火）〕」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。 

(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 BON WEEK限定コースなどをご用意。 

(3) 特別営業時間の設定 

2. 豊富なバリエーションから選べる宿泊プラン ≪～9月 8日（日） ※プランにより期間が異なります≫ 

ご滞在中、ホテルの屋内プールとスパ（浴室）を利用できるパス券と朝食がセットになったプランや、この夏

話題の大人も楽しめる色鮮やかな体験型知育空間『チームラボ 学ぶ！未来の遊園地と、花と共に生きる

動物達』の入場券が付いたお得な宿泊プランなど、ご利用シーンに合わせてお泊まりいただけるよう多数の

宿泊プランをご用意。 
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『BON WEEK』イベント詳細 

1. BON WEEKグルメのご案内                                                     
※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、ランチ・ディナータイムともに、ビュッフェコーナーの一角に、パフェ作り

を体験していただけるコーナーを設置。フルーツなどをご自身でトッピングできるので、お子様も楽しみながら自

分だけのオリジナルパフェを作ってお召し上がりいただけます。さらに、ディナー限定で「ローストビーフ」や熱々

の鉄板で焼ける音や香りを楽しめる「牛ステーキ」、数種類の魚介を盛り込んだ「海鮮丼」食べ放題のビュッフェ

をお楽しみいただけます。そして、絶景が広がるホテル最上階の『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 8月 12日（月・

休）・13日（火）の 2日間限定で開催いたします。 

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

【期間】 8月 10日（土）～8月 18日（日） 

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）   3,300円   

小学生            1,500円 

4歳～小学生未満     800円 

ローストビーフ・ステーキ・海鮮丼食べ放題＆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  

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 

▪ めかぶとアボカドのカッペリーニ 

▪ カンパチのカルパッチョ 大葉風味 ☆ 

▪ 海老フライとスマイルポテト 

▪ ラタトゥイユの窯焼きピザ ☆ 

▪ イベリコ豚のソテー ★ 

 

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

【期間】 8月 12 日（月・休）・13 日（火） 

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 

小学生            1,200円 

小学生未満             500円 

ビュッフェメニュー （一例）  

▪ にぎり寿司 4種 

▪ 有頭海老フライ 

▪ 白身魚とほうれん草のグラタン ブルゴーニュ風 

▪ オムライス ☆ 

▪ ローストビーフ グレイビーソース ★ 

▪ 牛ステーキの鉄板焼き ★ 

▪ 海鮮丼 ★   ▪ サラダ各種 

▪ パフェ作り体験コーナー  ▪ デザート各種  ほか約 50種 

▪ ハンバーグ 赤ワインソース 

▪ 牛肩ロースのステーキ 

▪ デザート各種         ほか約 30種 
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（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  

・クマをモチーフにしたオムライス 

・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 

 

■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】 11：30～14：30（ラストオーダー14：00）／ 

17：30～21：30（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 
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各レストラン情報 

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 おすすめメニュー 

6階 チャイニーズダイニング リュウ 

※ランチ・ディナータイムともに 

営業時間変更 

11：00～15：00 

（ラストオーダー14：30） 

【ランチ】 

BON LUNCH 3,000円 

17：00～21：30 

（ラストオーダー21：00） 

【ディナー】 

昇龍コース 7,128円 

6階 日本料理なにわ 

※ランチ・ディナータイムともに 

営業時間変更 

11：00～15：00 

（ラストオーダー14：30） 

【ランチ】 

BON LUNCH 3,000円 

17：00～21：30 

（ラストオーダー20：30） 

【ディナー】 

国産牛と国産鰻のよくばりコース 7,128円 

6階 鉄板焼なにわ 

※ランチ・ディナータイムともに 

営業時間変更 

11：00～15：00 

（ラストオーダー14：30） 

【ランチ】 

BON LUNCH  3,564円～ 

17：00～21：30 

（ラストオーダー21：00） 

【ディナー】 

黒毛和牛ステーキコース 11,643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】 

フルーレット 4,515円～ 

17：30～21：30 

（ラストオーダー20：30） 
 

【ディナー】 

ムニュ シャンボール 11,880円～ 

 

2. 豊富なバリエーションから選べる宿泊プラン ≪～9月 8日（日） ※プランにより期間が異なります≫          

屋内プールやジャグジー、ミストサウナなどを存分に楽しめるプランや、ホテルの美食を堪能できるプラン、アー

トにふれ感性を刺激するプランなど、ご利用シーンに合わせた多数の宿泊プランをご用意しております。 

【プラン（一例）】 『屋内プール・スパご利用券付 夏休み宿泊プラン』 

【宿泊期間】 ～8月 31日（土） 

【客室タイプ・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 

／ツインルーム 

34㎡ 

～ 

38㎡ 

1室 2名様 21,600 円～ 

1室 3名様 27,900 円～ ※ 

1室 4名様 33,200 円～ ※ 
※3 名様・4 名様ご利用の場合、エキストラベッドをご用意します。 

【特典】  

・ヘルスクラブ プール・スパ（サウナ）ご利用券（1 泊につき 1 名様 1 枚）  

・朝食（和洋ビュッフェ）／1 階「オールデイダイニング ルオーレ」 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

【プラン（一例）】『チームラボ 学ぶ！未来の遊園地と、花と共に生きる動物達』入場券付 宿泊プラン 

【宿泊期間】 ～9月 8日（日） 

【料金（一例）】 1泊 1室 2 名様 19,600 円～（朝食・特典付、税金・サービス料含む）  

※その他 宿泊プランについて https://www.rihga.co.jp/hiroshima/stay/plan 

＊＊＊＊＊ 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 総支配人室（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 

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

