2020 年 11 月 9 日

NEWS RELEASE

リーガロイヤルホテル広島
大切な方とクリスマスを迎えられることへの喜びを込めて

クリスマス特別ディナーを販売
［販売期間］12 月 24 日（木）～12 月 27 日（日） ※提供日時は店舗により異なります。

広島市内ホテルで唯一、「恋人の聖地サテライト」に選定されているリーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町
た ぬ ま なおゆき
/総支配人 田沼 直之）は、リーガロイヤルホテルグループのコンセプト『ROYAL CHRISTMAS』のテーマのもと、
12 月 24 日（木）から 12 月 27 日（日）の期間中、館内レストラン 4 店にてクリスマスシーズンに相応しい華やかな
特別ディナーを販売いたします。なお、いずれも「Go To Eat キャンペーン」対象です。
当ホテルのクリスマスは、恋人やご夫婦でのディナーデート、ご家族での特別な食事など、シーンやお好みに
合わせてレストラン 4 店よりクリスマスメニューをお選びいただけるのが特長です。33 階レストラン（スカイダイニ
ング リーガトップ／レストラン シャンボール）では、煌めく夜景を臨みながら、味だけでなく、香りを大切にした
絵画のようなフランス料理をご用意。オマール海老やフォワグラ、黒毛和牛など豪華食材をフレンチの技法で美
味しさを最大限に活かした料理の数々をご堪能いただけます。「鉄板焼なにわ」では、焼き手によるライブ感溢
れる演出と、贅を尽くした食材で織り成す珠玉のコースで大人の心までも満たす特別な時間をご提供いたしま
す。そして、インパクト抜群なシュラスコが食べ放題の「ダイニング ルオーレ」では、シェフが目の前でジューシ
ーな塊肉のカービングサービスを行い、出来たての美味しさやエンターテインメントを楽しめます。
3 密回避や衛生管理を徹底した安心・安全な空間で、至福の時間に浸る美味と心を込めたおもてなしで、大
切な人と過ごす特別なクリスマスタイムをお過ごしください。

『クリスマス特別メニュー』概要
レストラン
33 階
スカイダイニング リーガトップ
33 階
レストラン シャンボール

期間・入店時間
12 月 24 日（木）・25 日（金）
《2 部制》17：00／19：30
12 月 26 日（土）・27 日（日） 17：30～20：00
12 月 24 日（木）・25 日（金）
《2 部制》17：30／20：00

1階
ダイニング ルオーレ

12 月 26 日（土）・27 日（日） 17：30～20：00
12 月 24 日（木）・25 日（金）
《4 部制》17：30／18：00／19：30／20：00
12 月 24 日（木）・25 日（金）
《2 部制》17：00／19：30

《2 時間制》

12 月 26 日（土）・27 日（日） 17：30～19：30

6階
鉄板焼なにわ

料金 （税金・サービス料含む）
18,000 円 ※1 部のみ／
20,000 円／25,000 円
20,000 円／25,000 円
25,000 円
20,000 円／25,000 円
18,000 円 ／20,000 円／
25,000 円
大人 （20 歳以上）
8,000 円 《フリードリンク付》

＜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 ＊＊＊＊＊
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リーガロイヤルホテル広島 総支配人室（販売促進） 中島 順子、上田 加奈子
〒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

（参考資料）

『クリスマス特別メニュー』詳細
※提供日時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。
※表記のメニューは、全て「Go To Eat キャンペーン」対象です。

■33 階 「スカイダイニング リーガトップ」
ホテル最上階に位置し、広島市街の煌めく夜景が満喫できるスカイダイニングでロマンティックなディナーを。
【期間】 12 月 24 日（木）～12 月 27 日（日）
【入店時間】 2 部制（1 部 17：00 2 部 19：30）
※12 月 26 日（土）・27 日（日）は 17：30～20：00

クリスマスディナー 1 名様 20,000 円
 烏賊のイクラ飾り ハーブとピンクペッパーの香り
 真鯛のマリネとアサリ・野菜のパヴェ仕立て
雲丹とキャビア飾り 2 種のオリーブクーリ
 フォワグラのグリエ トリュフソース ホウレン草のソテーと小蕪のロティ添え

「クリスマスディナー」イメージ

 カナダ産オマール海老のポワレ 優しい甘みの焼き白葱添え
軽く泡立てたオマール海老のスープ仕立て
 黒毛和牛フィレ肉のグリエ 彩り野菜のタルト仕立て添え
香り豊かなボルドー赤ワインソース
 クリスマススデザート 2020 チョコレートムースとラズベリー スパイスの香り
 コーヒーと小菓子
＊他、18,000 円（12 月 24・25 日の 1 部のみ提供）、25,000 円のコースもございます。
※2 名様より承ります。 ※ご利用は中学生以上のお客様とさせていただきます。

■33 階 「レストラン シャンボール」
ホテル最上階の中世の古城をイメージした落ち着きのある空間。豪華食材を使ったフレンチレストランならでは
の大人のクリスマスを味わえます。
【期間】 12 月 24 日（木）～12 月 27 日（日）
【入店時間】 2 部制（1 部 17：30 2 部 20：00）
※12 月 26 日（土）・27 日（日）は 17：30～20：00

クリスマスディナー 1 名様 25,000 円
 帆立貝柱のマリネ ブラッドオレンジ風味オリーブオイル
 オマール海老のモザイク仕立て キャビア添え レモン果汁とヨーグルトのソース
 甘鯛の鱗焼き カリフラワーのブルグール添え
春菊クーリとゲヴェルツトラミネールソース
 フォワグラとビーツ・焼き白葱のコンソメスープ
 蝦夷鮑のポワレ トリュフソース 林檎風味の根セロリピュレ添え
 黒毛和牛フィレ肉のグリエ 彩り野菜のタルトとセップ茸のソテー添え
香り豊かなボルドー赤ワインソース
 クリスマススデザート 2020 チョコレートムースとラズベリー スパイスの香り
 コーヒーと小菓子
＊他、20,000 円のコースもございます。（12 月 26・27 日のみ提供）
※2 名様より承ります。 ※ご利用は中学生以上のお客様とさせていただきます。

「クリスマスディナー」イメージ

■6 階「鉄板焼なにわ」
豪華食材を使用し、絶妙な焼き加減で食材の旨みを堪能できるクリスマスにふさわしい心躍るコース。
【期間】 12 月 24 日（木）・25 日（金）
【入店時間】 4 部制（1 部 17：30 2 部 18：00 3 部 19：30 4 部 20：00）

白雪

1 名様 20,000 円

 アミューズ ブーシュ
 鮪のタルタル柚子胡椒風味とスモークサーモンキャビア飾り
 フルーツトマトとモッツァレラチーズのサラダ
 黒鮑の香草バター焼き
 特上黒毛和牛フィレ肉 または ロース肉
 焼野菜

鉄板焼なにわ イメージ

 ガーリックライス または 白御飯
 汁物、香物
 クリスマスデザート 2020
 コーヒー
＊他、「クリスマスベル」18,000 円、「聖夜」25,000 円のコースもございます。
※2 名様より承ります。

■1 階「ダイニング ルオーレ」
牛のさまざまな部位の塊肉や海鮮、野菜を鉄串に刺し、じっくり豪快に焼き上げる『シュラスコ料理』（ブラジルを代
表するバーベキュー料理） を楽しめるダイニング。出来立ての美味しさだけでなく、エンターテイメントを楽しみなが
ら、家族や友人とのおしゃべりも弾む時間をお過ごしいただけます。
【期間】 12 月 24 日（木）～12 月 27 日（日）
【入店時間】 2 部制（1 部 17：00 2 部 19：30）
※12 月 26 日（土）・27 日（日）は 17：30～19：30

クリスマスシュラスコディナー 《2 時間制》
大人（20 歳以上）
大人（19 歳以下）
小学生
4 歳～未就学児

8,000 円 （フリードリンク付）
7,000 円 （ソフトドリンク付）
3,500 円 （ソフトドリンク付）
1,000 円 （ソフトドリンク付）

【メニュー】
 サラダ前菜
 シュラスコ料理（全 15 種）
牛カイノミ／牛ロース肉／牛イチボ／国産牛内もも／国産牛肩ロース肉／
仔羊／豚肩ロース肉／フォワグラ／チキン／ソフトシェルシュリンプ／
ソーセージ／サツマイモ／マッシュルーム／チーズ／焼きパインアップル
 クリスマスデザート盛り合わせ

クリスマスシュラスコディナー
（イメージ）

 パン
【フリードリンク】
生ビール、樽生ワイン（赤／白／スパークリング）、フリージングハイボール、焼酎、梅酒、ソフトドリンク各種
＊＊＊＊＊ 本件に関する取材等お問い合わせ先 ＊＊＊＊＊
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リーガロイヤルホテル広島 総支配人室（販売促進） 中島 順子、上田 加奈子
〒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

