
 

 

 

 

2021年 11月 10日 

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

美味しさ広がる、おトクの輪。『Go To Eatキャンペーン広島』が遂に再開！ 

ホテルのレストランを気軽＆お得に楽しめるオンライン予約限定メニュー 
期間：2021年 11月 5日（金）～2021年 12月 15日（水） 

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、「Go To Eatキャンペーン広島」の再開

に伴い、11 月 5 日（金）から 12 月 15 日（水）の期間中、館内レストラン 6 店にて食事券が使えるオンライン予

約限定のお得な優待プランを販売しております。“普段より少し贅沢に食事を楽しみたい”や“家族で久々の外

食を思う存分楽しみたい”など幅広いご要望にお応えできるメニューを取り揃えます。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出の自粛等により、影響を受けている飲食業界に対し、需要

喚起を目的に実施される官民一体型の『Go To Eatキャンペーン』。当ホテルの各レストランは「広島積極ガー

ド店ゴールド」認証を受けており、衛生管理基準に則った対策を図って安全・安心な空間を提供しています。 

この度、各店のシェフ・料理長が腕を振るう美食の数々をお得に楽しんでいただけるようキャンペーンの食事

券額面（1,000円券または 500円券）でご利用いただきやすい特別価格や特別メニューをオンライン予約限定でご

用意しました。 

記念日利用に最適な 33階スカイダイニング リーガトップでは、人気の「プレミアムアニバーサリープラン（通常

価格 10,000円）」のメイン料理をグレードアップ、さらにデコレーションケーキ（9cm）を付けた「プレミアムアニバー

サリープラン“プラス”」として 12,000円で販売いたします。また、鉄串に刺して豪快に焼き上げた塊肉を目の前

で切り分けて提供する“シュラスコ料理”とビュッフェが楽しめる 1階ダイニング ルオーレでは、ご家族での食事

をお得に楽しんでいただけるよう小学生料金を特別価格（ランチ・ディナーともに 500円 OFF）でご案内いたします。

このほか、6階チャイニーズダイニング リュウでは、フカヒレの姿煮、オマール海老、鮑などが付いた全 7品の

「エクセレントコース（通常価格 18,200 円）」を 17,000 円でご用意するなど、各店では食事券のプレミアム分 25％

に加え、さらにお得な優待内容で食事をご堪能いただけます。 

ぜひこの機会に、「和・洋・中」の多彩なジャンルを取り揃えた当ホテルでの美食体験をお楽しみください。 

『Go To Eatキャンペーン広島』 オンライン予約限定おすすめプランに関する詳細は、次頁の通りです。 

＜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） 

【Go To Eatキャンペーン ホテル公式サイト】 www.rihga.co.jp/hiroshima/restaurant/fair_list/goto-eat#online 
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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  LINE公式アカウント：https://lin.ee/BN3eFz 

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

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


 

 

 

 

 

『Go To Eatキャンペーン広島』 オンライン予約限定おすすめメニュー概要 

【期間】 2021年 11月 5日（金）～2021年 12月 15日（水） 

店舗 営業時間 内容 食事券利用時の料金 

33 

階 

レストラン シャンボール 
17：30～21：00 

（ラストオーダー 20：00） 

プレミアムアニバーサリープラン “プラス” 
《土・日祝日のディナーのみ予約制で営業》 

20,000円 
《特別メニュー》 

スカイダイニング  

リーガトップ 

11：30～14：30 

（ラストオーダー 14：00） 

「スイーツビュッフェ付スカイランチ」 

 +ワンドリンク 
4,500円 

17：30～21：00 

※2時間制 
プレミアムアニバーサリープラン “プラス” 

12,000円 
《特別メニュー》 

6 

階 

鉄板焼なにわ 

《定休日：月曜日》 

11：30～14：30 

（ラストオーダー 14：00） 
「サンキューランチ」+ワンドリンク 4,500円 

17：30～21：00 

（ラストオーダー 20：00） 
「銘柄牛ステーキコース」 

20,000円 
（通常 20,600円） 

日本料理 鯉城 

《定休日：火曜日》 

11：30～14：30 

（ラストオーダー 14：00） 
「鯉城二段重（にぎり寿司 5貫）」 

4,000円 
（通常 4,370円） 

17：30～21：00 

（ラストオーダー 20：00） 

オーダービュッフェ「味ごのみ 50選」 

 +フリードリンク 
8,000円 

チャイニーズダイニング 

リュウ 

《定休日：木曜日》 

11：30～14：30 

（ラストオーダー 14：00） 

「20種の具材を使ったサラダランチ」 

+ワンドリンク 
3,500円 

17：30～21：00 

（ラストオーダー 20：00） 
「エクセレントコース」 

17,000円 
（通常 18,200円） 

1 

階 
ダイニング ルオーレ 

11：30～15：15 

※8部制・90分制 
「シュラスコランチ」 ≪小学生料金≫ 1,000円（通常 1,500円） 

17：30～21：30 

※2時間制 

「シュラスコディナー（平日）」 

 +フリードリンク ≪大人料金≫ 
5,000円 

「シュラスコディナー（平日）」 ≪小学生料金≫ 1,000円（通常 1,500円） 

「シュラスコディナー（土日祝）」 ≪小学生料金≫ 2,000円（通常 2,500円） 

※料金はホテル公式ウェブサイトからのオンライン予約限定価格で、 税金・サービス料を含みます。 ※優待は予告なく変更となる場合がございます。 

※ご利用はホテル公式WEBサイトから、 前日までにご予約ください。 ※各種優待・割引は対象外とさせていただきます。 

 

『Go To Eatキャンペーン広島』 オンライン予約限定おすすめメニュー（一例） 

■33階「レストラン シャンボール」 ≪ディナー≫ 

【営業時間】 17：30～21：00（ラストオーダー20：00） ※前日 17：00までの予約制 

【定休日】 平日 

『プレミアムアニバーサリープラン “プラス”』 （フリードリンク付） 20,000円 

 アミューズ ブーシュ 

 キハダマグロのミ・グリエと焼き茄子マリネ キャビア添え バジルクーリとマンゴーヴィネグレットとともに 

 栗とヘーゼルナッツ香るフォワグラのソテー フランボワーズ風味のビーツのタルタルとザクロ風味のジュ 

 カナダ産オマール海老のポワレ いろいろな野菜のスープ仕立て 

 黒毛和牛フィレ肉とフォワグラのロッシーニ風 トリュフソース【グレードアップメニュー】 

 ワゴンデザート 

 コーヒー 

 デコレーションケーキ（9㎝）【本プラン限定】 

≪フリードリンク≫ ビール／ワイン（赤・白・スパークリング）／ 

ウイスキー／ソフトドリンク各種 

≪プラン特典≫ お花、メッセージプレート付デザート 
 

※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。  

※男性のお客様は襟付きのシャツの着用をお願いいたします。 

イメージ 



 

 

 

 

 

■33階「スカイダイニング リーガトップ」 ≪ランチ≫ 

【営業時間】 11：30～14：30（ラストオーダー14：00） 《ランチ営業時間内は時間無制限》 

『スイーツビュッフェ付 スカイランチ』 （ワンドリンク付） 4,500円 

◼ アミューズ ブーシュ 

◼ 前菜 ≪4種からお好きな１品をお選びいただけます≫ 

 紅ズワイ蟹と帆立貝柱のミルフィーユ仕立て 優しい香りの春菊クーリ 

 フォワグラとスパイス風味の鶏肉のテリーヌ仕立て （+900円）   ほか 

◼ メイン ≪4種からお好きな１品をお選びいただけます≫ 

 イベリコ豚肩ロース肉のロティ りんごを加えたシードルヴィネガーソース 

 牛ロース肉の網焼き 赤ワインソース （+900円）             ほか 

◼ スイーツビュッフェ≪オーダー制≫ 

 ラズベリーソースがとろけ出る温かいガトーショコラ 

 ひと口サイズ ピスタチオのクレームブリュレ   ほか全 20種 

◼ コーヒー 

◼ ワンドリンク【本プラン限定】 

 

■6階「鉄板焼なにわ」 ≪ディナー≫ 

【営業時間】 17：30～21：00（ラストオーダー20：00） 

【定休日】 月曜日 

『銘柄牛ステーキコース』 特別価格 20,000円（通常価格 20,600円） 

 アミューズ ブーシュ 

 シェフおすすめ旬のオードブル 

 活け車海老 

 活け黒鮑 

 佐賀牛フィレ肉 

 焼野菜 

 白御飯 

 汁物、香物 

 デザートとフルーツ 

 コーヒー 

 

■6階「日本料理 鯉城」 ≪ランチ≫ 

【営業時間】 11：30～14：30（ラストオーダー14：00） 

【定休日】 火曜日 

『鯉城二段重』  特別価格 4,000円（通常価格 4,370円） 

 先附 

 造り 2種 

 小袖玉子 焼魚 魚の子 オクラ 鱧 合鴨 鰊昆布巻き 栗   ほか 

 カキフライ 

 シロエビのかき揚げ 添え野菜 

 猪口 2種 

 にぎり寿司 5貫 

 吸い物、香物 

 デザート 

料理（イメージ） 

スイーツビュッフェ（イメージ） 

銘柄牛ステーキコース（イメージ） 

鯉城二段重（イメージ） 



 

 

 

 

 

 

■6階「チャイニーズダイニング リュウ」 ≪ディナー≫ 

【営業時間】 17：30～21：00（ラストオーダー20：00） 

【定休日】 木曜日 

『エクセレントコース』 特別価格 17,000円（通常価格 18,200円） 

 前菜盛り合わせ 

 ヨシキリザメのフカヒレの姿煮 タラバ蟹肉と上海蟹味噌を使って 

 オマール海老と銀杏の炒め 

 鮑の蒸し物香り醤油かけ 

 和牛ロースのステーキ紅油ソースかけ 

 あっさり葱そば 

 デザート 

 

■1階「ダイニング ルオーレ」 ≪ランチ・ディナー≫ 

【営業時間】 11：30～15：15 ［8部制・90分制］／17：30～21：30［2時間制］ 

【料金】 

●「シュラスコランチ（平日）」  

≪小学生料金≫ 特別価格 1,000円（通常価格 1,500円） 

 

●「シュラスコディナー（平日）」 

≪大人料金≫  フリードリンク 50種付 5,000円 

≪小学生料金≫ 特別価格 1,000円（通常価格 1,500円） 

 

●「シュラスコディナー（土日祝）」  

≪小学生料金≫ 特別価格 2,000円（通常価格 2,500円） 
 

【メニュー】 

⚫ シュラスコ料理  ※一部メニューはビュッフェカウンターで提供 

牛ハラミの塩広島レモン焼き／牛イチボ／牛肩ロース肉／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／サツマイモ／エリンギ／焼きパインアップル 

⚫ ビュッフェメニュー ★：土日祝ディナーのみ 

 広島レモン風味の南瓜サラダ 

 甘エビとベーコンのカッペリーニ 広島レモンのエアムース 

 野菜のピクルス 

 オリーブマリネ 

 ビーフカレー 

 海の幸のピラフ ★ 

【フリードリンクプラン】 ★：土日祝ディナーのみ 

⚫ ソフトドリンク 

 ［コーラ／ジンジャエール／ウーロン茶／ジュース各種 ほか全 7種］ 

⚫ ノンアルコールドリンク ★ 

［ノンアルコールカクテル 16種／ノンアルコールビールテイスト飲料／ノンアルコールスパークリングワイン 全 18種］ 

⚫ アルコールドリンク ★ 

 ［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／焼酎（麦・芋）／梅酒／ 

サワー各種／カクテル 10種 全 25種］ 

 

エクセレントコース（イメージ） 

 広島レモンのクロワッサンマリトッツォ 

 広島レモン風味のティラミス 

 広島レモン風味のウイークエンドシトロン 

 パン各種 

シュラスコ（イメージ） 
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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 


