
 

 

 

2021年 10月 15日 

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

家族と友人と恋人と。2021年で最高の時間を贈るクリスマスプラン 5選 

クリスマス限定宿泊プランを販売 
［宿泊期間］2021年 12月 1日（水）～2021年 12月 26日（日） 《予約開始日：2021年 10月 18日（月）》 

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、12月 1日（水）から 12月 26日（日）

の間、クリスマス限定宿泊プランを販売します。また、館内の一部では 11月 17日（水）よりクリスマスの装飾を

施し、お客様をお迎えいたします。 

大切な方との外出が自由に叶わなかった 2021年。今年のクリスマス限定宿泊プランは、家族や大切な方と

特別な時間を過ごしていただきたいと願い、5種のプランを販売いたします。客室からは美しい光が瞬く夜景が

広がり、フロア限定特典やサービスが付いたエグゼクティブフロア（30・31階）では、ルームサービスディナー付の

宿泊プランをご用意し、大切な人との贅沢でプライベートなクリスマスをお過ごしいただけます。また、眼下に広

がる景色と落ち着いた雰囲気をお楽しみいただけるスーペリアフロア（26～29階）では、クリスマス気分を盛り上

げるスパークリングワイン＆デザートプレートやお持ち帰りいただけるホテルオリジナルのペアタンブラーなどが

含まれた特別なパッケージプランをご用意。その他、お子様と一緒にお部屋でクリスマスリースを作るアクティビ

ティ付のファミリー向けプランや、最大 100 インチもの大画面でお好きな映像を投影したり、クリスマスデザート

プレートを味わいながらお喋りを楽しんだりできる女子会プランなど多彩な宿泊プランを揃えています。 

そして広島市内ホテルで唯一、「恋人の聖地サテライト」に選定されている当ホテルでは11月17日（水）より、

明るく輝く未来への希望や心温まる時間を過ごしてほしいという想いを込めて、『ROYAL CHRISTMAS』をテ

ーマに、館内一部にてクリスマスデコレーションをスタートします。メインロビーにはゴールドを基調とした高さ約

5mのクリスマスツリーが登場し、2021年のフェスティブシーズンを盛り上げてまいります。 

『クリスマス宿泊プラン』概要 
【宿泊期間】 2021年 12月 1日（水）～2021年 12月 26日（日） 

【プラン内容】  

プラン名称 客室フロア 特長 1泊 1室料金（一例） 
※朝食・特典付、税金・サービス料含む 

【1泊 2 食付】 
プレシャスクリスマス 

エグゼクティブフロア 

（30・31階） 

客室でディナーとビアサーバーをご用意
するほか、フロア限定のサービス・特典
が満載 

2名様 40,000円～ 

【煌めく夜景を満喫】 
スターライトクリスマス 

スーペリアフロア 

（26～29階） 

ホテルオリジナルペアタンブラー、スパ
ークリングワイン＆デザート付 

2名様 30,000円～ 

【プチギフト付】 
カップルクリスマス 

スタンダードフロア 

（14～25階） 

ハンドクリームとオリジナルクッキーをプ
レゼント 

2名様 20,000円～ 

ファミリークリスマス 
「クリスマスリース手作りキット」やスマート
フォンプリンターの貸出付。サプライズプ
レゼントのオプションもご用意 

［3名様利用の場合］ 
30,000円～ 

ガールズクリスマス 
スタンダードフロア 

（18・19階） 
プロジェクターで大画面を楽しめるほ
か、デザートプレート＆ドリンク付 

［3名様利用の場合］ 
33,000円～ 

＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞ 宿泊予約 TEL：082-228-5401（直通） 

 

 

＊＊＊＊＊ 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） 山脇
やまわき

 健史
たけふみ

、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 



 

 

 

（参考資料） 

『クリスマス宿泊プラン』 詳細                                         

【期間】 2021年 12 月 1日（水）～12 月 26 日（日） 

【予約開始日】 2021年 10月 18日（月） 

※ご宿泊の 5 日前までにご予約ください。 ※他の特典・割引等は対象外です。 ※階数、眺望等のご指定は承りかねます。 

 

＊【1泊 2食付】プレシャスクリスマス＊ 

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

客室 広さ 定員 料金 

エグゼクティブフロア（30・31階）／ツイン 36㎡ 2名様 40,000円～ 

【内容】 

⋆ ルームサービスディナー＆ビアセット［提供時間 17：00～19：00］ 

  ・樽生ビール（卓上ビアサーバーでご用意）＜2ℓ＞ 

  ・ディナー（銘々盛り） 

⋆ スパークリングワイン＜ハーフボトル＞ （1室 1本） ※お部屋にご用意いたします。 

⋆ デザートプレート（銘々盛り） ※チェックイン後に、お部屋へお届けします。 

⋆ ホテルオリジナル ペアタンブラー （1室 1セット） 

【フロア限定サービス・特典】  

◼ 33階レストラン特別朝食（洋食または和食） 

◼ インルームチェックイン 

◼ ウエルカムドリンクサービス 

◼ 33階「スカイダイニング リーガトップ」ワンドリンクサービス（21：00以降限定） 

◼ 朝食ご予約サービス 

◼ バゲージダウンサービス 

◼ 8階ヘルスクラブご利用無料（ご滞在中、利用回数制限なし） 
※ウェア等の貸出しは別途料金を頂戴いたします。 

※一部施設に年齢制限を設けております。詳細はお問い合わせください。 

◼ ひろしま美術館入館券（1名様 1枚） 

◼ ティーセット（1名様 1セット） 

- 「島ごころ」の“瀬戸田レモンケーキ 島ごころ” 

- 「やまだ屋」の“桐葉菓” 

- 「Ronnefeldt
ロ ン ネ フ ェ ル ト

」の“アールグレイ” 

- 「寿屋珈琲」のドリップコーヒー“浪漫香る珈琲” 

その他、八女茶もご用意しております。 

◼ アメニティ（1名様 1セット） 

- 「Miller
ミ ラ ー

 Harris
ハ リ ス

」のバスアメニティ＜シャンプー、コンディショナー、シャワーウォッシュ、ボディローション＞ 

- 瀬戸田レモン使用フェイスマスク 

- レイトチェックアウト 12：00（通常 11：00） 

 

エグゼクティブフロアツイン 

（イメージ） 

樽生ビール（イメージ） イメージ 特別朝食（イメージ） 



 

 

 

 

＊【煌めく夜景を満喫】スターライトクリスマス＊ 

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

客室 広さ 定員 料金 

スーペリアフロア（26～29 階）／ツイン 35㎡ 2名様 30,000円～ 

【内容】 

⋆ スパークリングワイン＜ハーフボトル＞ （1室 1本） ※お部屋にご用意いたします。 

⋆ デザートプレート（銘々盛り） ※チェックイン後に、お部屋へお届けします。 

⋆ ホテルオリジナル ペアタンブラー （1室 1セット） 

⋆ 朝食（和洋ビュッフェ）／1階「ダイニング ルオーレ」 ※お日にちにより、会場が変更する場合がございます。 

⋆ レイトチェックアウト 12：00（通常 11：00） 

【本プラン限定特典】 

ホテルからのサプライズプレゼントとして、1日限定 1組に「エグゼクティブフロア（30・31 階／36 ㎡）」への 

グレードアップの特典をご用意。当選のお客様には当日お伝えいたします。 

 

＊【プチギフト付】カップルクリスマス＊ 

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

客室 広さ 定員 料金 

スタンダードフロア（14～25 階）／ツイン 34㎡ 2名様 20,000円～ 

【内容】 

⋆ 「PANIER
パ ニ エ

 DES
デ

 SENS
サ ン ス

＊1」のエッセンシャルズ ハンドクリームセット（1室 1セット）  

＜香り：プロバンス／ラベンダー／ローズ＞ 

⋆ ホテルオリジナル アイシングクッキー（1室 2枚組 1セット） 

⋆ 朝食（和洋ビュッフェ）／1階「ダイニング ルオーレ」 ※お日にちにより、会場が変更する場合がございます。 

⋆ レイトチェックアウト 12：00（通常 11：00） 

*1 調香師が奏でる良質な香りと、フランス・地中海地方の伝統や生活にゆかりのある植物から抽出された天然成分から作られるナ

チュラルでシンプルなアイテムを取り扱うスキンケアブランド。 

［左］スーペリアフロアツイン  ［中央］デザートプレート ［右］ホテルオリジナルペアタンブラー（イメージ） 

［左］スタンダードフロアツイン  ［中央］ハンドクリーム ［右］ホテルオリジナル アイシングクッキー （イメージ） 



 

 

 

 

＊クリスマス ファミリークリスマス＊ 

【客室タイプ・料金】 1 泊 1室料金（朝食付、税金・サービス料含む） 

客室 広さ 定員 料金 

スタンダードフロア（14～25 階）／ツイン 
34㎡ 

2名様 23,000円～ 

3名様 30,000円～※ 

38㎡ 4名様 38,000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。 

【内容】 

⋆ クリスマスリース手作りキット ミニイーゼル付 （1室 1セット） 

お子様と一緒に簡単に手作りできる、クリスマスとお正月の切り替えタイプのリースの制作キット。 

滞在中は、ミニイーゼルで客室に飾って楽しめます。クリスマスが過ぎた次の日からは、リボンを変えて、付属のお正月オーナメ

ントをセットするだけでお正月バージョンに早変わり。お正月後もピックをはずして、リースとして長くお楽しみいただけます。 

⋆ スマートフォン用プリンター貸出 （1室 1台／20枚分のフィルム） 

スマートフォンで撮影した画像や、動画の決定的な瞬間を切り出して、簡単・スピーディ・高画質にプリントできるので、滞在の思

い出をその場で形に残せます。なお、本機使用の際は、専用アプリ*１のダウンロードが必要です。 

⋆ ホテルオリジナル アイシングクッキー（1室 2枚組 1セット） 

⋆ ドリンクフリー 

客室冷蔵庫のソフトドリンクを無料でお召し上がりいただけます。 

⋆ 朝食（洋食または和食）／1階「ダイニング ルオーレ」 ※会場・時間は変更になる場合がございます。 

【本プラン限定特典】 

⋆ 駐車場無料 

⋆ ホテルからお子様へのプチプレゼント （お子様 1名様 1セット） ※内容は当日までのお楽しみ 

⋆ サプライズプレゼント演出 （3日前までの予約制／無料） 

事前にお預かりしたお子様へのプレゼントを、お客様のご不在時にお部屋へ入室いたします。 

*1 Android 端末および iPhone 対応の無料アプリ。Android 端末の場合は Google Play より、iPhone の場合は App Store より取

得可能。Android、Google Play は、Google Inc.の商標または登録商標です。iPhone、App Store は、Apple Inc.の商標です。

iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［左］スタンダードフロアツイン 38 ㎡（イメージ）  ［中央］クリスマスリース（イメージ） ［右］イメージ 



 

 

 

 

＊ガールズクリスマス＊ 

【客室タイプ・料金】 1 泊 1室料金（朝食付、税金・サービス料含む） 

客室 広さ 定員 料金 

スタンダードフロア（18・19 階）／ツイン 35㎡ 
2名様 25,000円～ 

3名様 33,000円～※ 

※3 名様ご利用の場合、エキストラベッドをご用意します。 

【内容】 

⋆ モバイルプロジェクター「Nebula Capsule ll」貸出 

スマートプロジェクターブランド「Nebula」の人気モバイルプロジェクター。Android TV 9.0 を搭載し、3,600 以上のアプリを通

じてエンターテインメントを思う存分楽しめる「Nebula Capsule ll」で客室の壁や天井をスクリーンにして、最大 100 インチの大

画面と迫力のサウンドが織りなす臨場感あふれる映像体験を提供します。 

⋆ ワイヤレスヘッドホン「Soundcore Life Q30」貸出 ※有線でのご利用をお願いいたします。 

オーディオブランド「Soundcore」の人気ワイヤレスヘッドホン。 

⋆ スパークリングドリンク（ノンアルコール飲料／1室 1本） ※お部屋にご用意いたします。 

⋆ デザートプレート（銘々盛り） ※チェックイン後に、お部屋へお届けします。 

⋆ フォトプロップス貸出（1室 1セット） 

⋆ クリスマスツリー装飾 

⋆ 朝食（洋食または和食）／1階「ダイニング ルオーレ」 ※会場・時間は変更になる場合がございます。 

【本プラン限定 客室内備品】 

⋆ ヘアドライヤー：「パナソニック」の “ナノケア” 

乾かしながら髪エステができるドライヤー。摩擦ダメージ、紫外線に強い髪、ツヤのあるしなやかな髪へ。 

⋆ イオンスチーマー：「パナソニック」の “ナノケア” 

寝ながらエステも、集中エステも、これひとつで。スチームと「ナノイー」で肌から毛先までうるおいケアができます。 

＊Anker、Soundcore、Nebulaおよび Nebula Capsuleは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。 

『クリスマス館内装飾』 詳細                                         

【期間】 11 月 17 日（水）～12 月 26日（日） 

【場所】 1階ロビー、正面玄関、 

33階レストランエレベーターホール（高層階直通） 

 

 

＜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  宿泊予約  TEL：082-228-5401（直通） 
クリスマス館内装飾（イメージ） 

＊＊＊＊＊ 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） 山脇
やまわき

 健史
たけふみ

、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  LINE公式アカウント：https://lin.ee/BN3eFz 

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

スタンダードフロアツイン 

（イメージ） 

Nebula Capsule ll 

（イメージ） 

デザートプレート 

（イメージ） 

イメージ 

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

