
 

 

 

 

2021年 4月 19日 

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

グルメ、テイクアウト、宿泊。遠出しなくても楽しめる時間が見つかる 

ホテル   ×   ゴールデンウイークの楽しみ方をご提案 
期間：2021年 4月 29日（木・祝）～5月 5日（水・祝） ※プランにより期間が異なります 

リーガロイヤルホテル広島（広島市中区基町/総支配人 室
むろ

 敏
と し

幸
ゆき

）は、4月 29日（木・祝）～5月 5日（水・祝）

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

ただける時間と空間をご提供いたします。 

新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、今年も遠方への外出を控えるゴールデンウイークが予想されます

が、“日常を離れてリフレッシュしたい” “家族で安心・安全に楽しめるような時間を過ごしたい”という気持ちや多

様化するニーズにお応えできるよう、宿泊プラン、レストランメニュー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お出かけに、心弾むひとときをお過ごしください。 

≪ ゴールデンウイークおすすめ商品について ≫ 

1. 家族 3世代で楽しむホテルグルメ ≪※プランにより期間が異なります≫ 

（1） ビュッフェが楽しめるレストラン 

1 階「ダイニング ルオーレ」ではシュラスコ料理、6 階「日本料理 鯉城」では日本料理を中心としたバ

ラエティ豊かなメニューが楽しめるオーダービュッフェ、ホテル最上階 33 階「スカイダイニング リーガト

ップ」では苺尽くしのスイーツビュッフェを楽しめるランチを提供いたします。 

（2） お子様が喜ぶキッズメニュー 

思わずお子様が笑顔になるキッズメニューを各レストランにてご用意 

（3） 各店のおすすめメニュー 

2. リーガを TO GO！気軽に楽しむテイクアウトグルメ 

アウトドアシーンのほか、ホームパーティなどに最適な『シュラスコセット（3,240円）』を販売。 

3. ファミリーやカップルにおすすめの宿泊プラン 3選 ≪※プランにより期間が異なります≫ 

お部屋で楽しむアフタヌーンティー付プラン、フロア限定サービス・特典が満載の 30・31 階エグゼクティブ

フロアのリニューアル1周年記念宿泊プラン、広島東洋カープグッズ付プランなど幅広くご用意しています。 

＜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 総支配人室（販売促進） 中島
なかしま

 順子
じゅんこ

、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/


 

 

 

 

（参考資料） 

ゴールデンウイークおすすめ商品について 
1. 家族 3世代で楽しむホテルグルメ ≪※プランにより期間が異なります≫                              

※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。 

（1） ビュッフェが楽しめるレストラン 

館内の 3店では、お好みやシーンに合わせて選べる食べ放題のメニューをお楽しみいただけます。 

■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をディナー

は全 16 種、ランチは全 11 種が食べ放題でお楽しみいただけます。ジューシーな塊肉をテーブルま

でスタッフがお持ちし、目の前でお好きなだけ切り分けてご提供いたします。 

◆『シュラスコランチ（ソフトドリンク付）』 《90分制／8部制》 

【時間】 11：30～15：15 ［11：30／11：45／12：00／12：15／13：00／13：15／13：30／13：45］ 

【料金】 大人（中学生以上） 4,000円  

小学生         1,500円 

4 歳～未就学児    500円 

【メニュー】 

 サラダ前菜 

 シュラスコ料理 【全 11種】 

牛肩ロース肉／牛ランプ／牛イチボ／豚肩ロース肉／ソーセージ／チキン／ 

ソフトシェルシュリンプ／グリーンアスパラ／玉ねぎ／焼きパインアップル／焼きりんご 

 パン 

 デザート盛り合わせ 

◆『シュラスコディナー』 《2時間制》 

【時間】 17：30～21：00 

【料金】 大人（中学生以上） 6,000 円 

小学生           2,500 円 

4 歳～未就学児   1,000 円 

【フリードリンクプラン】 

 ソフトドリンク 1名様 +1,000 円 

［コーラ／ジンジャエール／ウーロン茶／ジュース各種 ほか］ 

 アルコールドリンク 1名様 +2,000 円 

［生ビール／樽生ワイン（スパークリング・赤・白）／フリージングハイボール／ソフトドリンク各種 ほか］ 

【メニュー】 

 サラダ前菜 

 シュラスコ料理 【全 16種】 

牛カイノミ／仔羊／牛ロース肉／牛イチボ／国産牛ウチモモ／国産牛肩ロース肉／豚肩ロース肉／ 

フォワグラ／ソーセージ／チキン／ソフトシェルシュリンプ／グリーンアスパラ／玉ねぎ／チーズ／ 

焼きパインアップル／焼きりんご 

 パン 

 デザート盛り合わせ 



 

 

 

 

 

■6階「日本料理 鯉城」  【定休日：火曜日】 ※定休日が祝日にあたる場合は営業いたします 

地元の食材を使った料理長こだわりのメニューや天婦羅、寿司、デザートまで幅広いラインアップで、

世代を超えてご満足いただける人気のオーダービュッフェ「味ごのみ ～お好みの料理をお好きなだ

け～」。ランチは 30種以上、ディナーは 50種以上の料理を心ゆくまでご堪能いただけます。 

◆ランチ『味ごのみ 30選』 《2時間制》 ※2名様より承ります。 

【時間】 11：30～14：30（ラストオーダー 14：00） 

【料金】 大人（中学生以上） 4,598円 

小学生         2,420円 

4 歳～未就学児   1,000円 

◆ディナー『味ごのみ 50選』 《2時間制》 ※2名様より承ります。 

【時間】 17：30～21：00（ラストオーダー 20：00） 

【料金】 大人（中学生以上） 6,655円 

小学生         3,630円 

4 歳～未就学児   1,500円 

【メニュー（一例）】 ★：ディナーのみ 

 牛ロース肉ステーキ 

 鯛の頭（塩焼き／酒蒸し） 

 ノドグロ一夜干し ★ 

 天婦羅盛り合わせ 

 広島県産豚肉のすきやき小鍋 

 鯛のしゃぶしゃぶ ★ 

 本日のにぎり寿司 3種盛り 

 今月の和菓子 ★          ほか 

※プランを存分にお楽しみいただくにはランチは 12：30、ディナーは 19：00までのご入店をお勧めいたします。 

※ホール席限定 ※30分前にラストオーダーを伺います。 

■33階「スカイダイニング リーガトップ」  

20 種のスイーツ食べ放題が付いた人気のランチ。ホテル最上階の爽やかな青空を眺めながら、ラン

チと甘い旬を詰め込んだ“苺づくし”のスイーツをご堪能ください。 

◆『スカイランチ ～スイーツビュッフェ付～』 

《苺スイーツビュッフェ提供期間：～5月 9日》  

【時間】 11：30～14：30（ラストオーダー 14：00） 

【料金】 3,993円～ 

【メニュー】 

 アミューズ ブーシュ 

 選べる前菜（4種よりお選びいただけます） 

 選べるメイン（4種よりお選びいただけます） 

 スイーツビュッフェ（オーダー制） 

 コーヒー 

※ランチ営業時間中は「時間無制限」でご利用いただけます。 

※5月 10日より、抹茶スイーツビュッフェを提供いたします。 

 
イメージ 

イメージ 



 

 

 

 

 

（2） お子様が喜ぶキッズメニュー 

ご家族でのお食事をより楽しんでいただくため、お子様も喜ぶメニューを提供いたします。 

■6階「日本料理 鯉城」  【定休日：火曜日】 ※定休日が祝日にあたる場合は営業いたします。 

【名称】 キッズランチ 

【時間】 11：30～14：30（ラストオーダー 14：00）／ 

17：30～21：00（ラストオーダー 20：00） 

【料金】 1,230円 ※12歳以下のお子様限定 

【メニュー】 

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  

※「お子様弁当（2,420円）」もご用意しております。 

■6 階「チャイニーズダイニング リュウ」 【定休日：木曜日】 ※定休日が祝日にあたる場合は営業いたします。 

【名称】 キッズランチ 

【時間】 11：30～14：30（ラストオーダー 14：00）／ 

17：30～21：00（ラストオーダー 20：00） 

【料金】 1,230円 ※12歳以下のお子様限定 

【メニュー】 

玉子スープ／鶏の唐揚げ／炒飯／点心 2種／ 

パンダあんまん／デザート 

■6階「鉄板焼なにわ」  【定休日：月曜日】 ※定休日が祝日にあたる場合は営業いたします。 

【名称】 キッズランチ 

【時間】 11：30～14：30（ラストオーダー 14：00） 

【料金】 1,833円 ※12歳以下のお子様限定 

【メニュー】 

ハンバーグステーキ／白御飯／汁物／デザート 

※ディナータイム（17：30～21：00）には、「キッズコース（4,235円）」をご用意しております。 

 

（3） 各店のおすすめメニュー 

上記以外のレストランおすすめニューをご用意し、お客様をお迎えいたします。 

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 

【定休日：木曜日】 
※定休日が祝日にあたる場合は営業 

11：30～14：30 

（ラストオーダー 14：00） 

ゴールデンウイークランチセット 3,500円 
※2名様より承ります。 

17：30～21：00 

（ラストオーダー 20：00） 

春のお慶びディナー 12,100円 
※2名様より承ります。 

6階 鉄板焼なにわ 

【定休日：月曜日】 
※定休日が祝日にあたる場合は営業 

11：30～14：30 

（ラストオーダー 14：00） 
国産牛ステーキランチ 4,840円 

17：30～21：00 

（ラストオーダー 20：00） 
海鮮＆黒毛和牛コース 15,730円 

33階 レストラン シャンボール 

【定休日：平日】 
※前日 17：00 までの予約制 
※ご利用は中学生以上とさせていただきます。 

17：30～21：00 

（ラストオーダー 20：00） 

アニバーサリープラン 12,000円 
（料理、フリードリンク含む） 

※各種割引対象外 

イメージ 

イメージ 



 

 

 

 

 

2. リーガを TO GO！気軽に楽しむテイクアウトグルメ                                          

1階「ダイニング ルオーレ」で提供しているシュラスコ料理の中から、人気の 3種を詰め合わせたテイクアウ

ト BOX。手軽に贅沢な味わいをお楽しみいただけるのでアウトドアやホームパーティにも最適です。 

■『シュラスコセット』 

【販売場所】 1階 ダイニング ルオーレ 

【販売時間】 11：30～15：15／17：30～21：00 

【料金】 3,240円（税金含む） 

【内容】 牛イチボ／豚肩ロース肉／焼きパインアップル ≪2～3名様分≫ 

［保存方法：要冷蔵／賞味期限：ご購入日当日］ 

【購入方法】 店頭（予約優先） ※電話でのご予約も承ります（当日のご予約は、販売終了時間の 30 分前までにお願いします）。 

※当面の間、ディナーは土・日曜日、祝休日のみ営業 ※各種割引対象外 ※売り切れの際はご容赦ください。 

3. 女子旅・ファミリーやカップルにおすすめの宿泊プラン 3選 ≪※プランにより期間が異なります≫             

■『季節のアフタヌーンンティーセット付 宿泊プラン』 

見た目にも美しいアフタヌーンティーを、客室で優雅に楽しんでいただけます。 

【宿泊期間】 4月 26日（月）～6月 30日（水） 

【客室タイプ・料金】 1泊 1室 2名様料金（朝食・特典付、税金・サービス料含む） 

スーペリアフロア（26～29階）／ツイン 35㎡ 23,000円～ 

【特典】  

・ルームサービス：季節のアフタヌーンティーセット（提供時間 14：00～17：00） 

・ティーセット（1名様 1セット） ＜ドリップコーヒー、紅茶＞ 

・バスアメニティ：ACCA
ア ッ カ

 KAPPA
カ ッ パ

（1名様 1セット） ＜シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ、ボディローション＞ 

・朝食（和食または洋食） 

■『エグゼクティブフロア リニューアル 1周年記念宿泊プラン』 

絶景が広がる 30・31階の客室で、滞在時間を豊かにする特典が付いたお得なプランです。 

【宿泊期間】 ～6月 30日（水） 

【客室タイプ・料金（一例）】 1泊 1室 2名様料金（朝食・特典付、税金・サービス料含む） 

エグゼクティブフロア（30・31階）／ツイン 36㎡ 30,000円～ 

【特典】  

・スパークリングワイン〈ハーフボトル〉（1室 1本） ※お部屋にご用意 

・リーガロイヤル オリジナルチョコレート（1室 1箱） 

・熊野化粧筆 3点セット（1室 1セット） 

・33階レストラン 特別朝食（和食または洋食） ほかフロア限定サービス・特典多数あり 

■『広島東洋カープグッズ付 宿泊プラン』 

滞在の思い出にお持ち帰りいただける広島東洋カープオフィシャルグッズ 4点をセットにしたプラン。 

【宿泊期間】 ～10月 31日（日） 

【客室タイプ・料金（一例）】 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（14～25階） 

／ツイン 
34㎡ 

2名様 21,000円～ 

3名様 27,000円～* 

*3名様以上ご利用の場合、エキストラベッドをご用意します。 

【特典】  

・広島東洋カープオフィシャルグッズ 4点セット（1名様 1セット） 

・朝食（和食または洋食） 

 

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

イメージ 

アフタヌーンティーセット（イメージ） 

グッズイメージ 

イメージ 

https://www.rihga.co.jp/hiroshima/stay/plan

