
 

 

 

 

2021年 12月 10日 

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

大切な受験日に備え快適な滞在を。日にち限定で「ゲン担ぎランチボックス」もご用意 

福を招くアイテム付『祈     合格！受験生応援プラン』 
宿泊期間：2022年 1月 4日（火）～3月 18日（金） 

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

）では、2022 年 1 月 4 日（火）から 3 月 18

日（金）の期間中、頑張る受験生の皆さまに安心してお泊まりいただけるよう学習環境、食事も含めてサポートする

『祈 合格！受験生応援プラン』を販売いたします。また、今年は福を招くアイテムをご用意するほか、国公立大学

の一般選抜（前期・後期）の日程に合わせて、ゲン担ぎメニューを揃えたテイクアウト用ランチボックス付のプランも販

売いたします。 

受験にとって便利な宿選びの条件の上位には、「立地」「設備・サービス」が挙げられます。当日、試験会場

への行き方や乗換方法が不安な場合も、広島市内中心部に位置し、各交通機関が集中しているアクセス至便

な当ホテルであれば、乗り換えのストレスが軽減できるほか、複数の大学（学校）を受験する場合にも大変便利で

す。また、客室には無線LAN（Wi-Fi）を完備し、電気スタンドや充電器の貸し出しにも対応（数量限定）するほか、

ホテルでは受験当日のモーニングコールやタクシーの手配、24時間対応のクロークカウンターでのお荷物お預

かりサービス、お夜食（ルームサービス）のご案内、ランドリーサービス（有料）にも対応いたします。また、館内には

ホテルショップや ATM があるので、いざという時にも便利。加えて、ホテル全館での衛生対策だけでなく、客室

には加湿空気清浄機を完備、プランには持ち運び便利な携帯用の薬用ハンドジェルが付いており、快適で清

潔な空間を提供します。 

さらに、今回から新たにゲン担ぎの縁起物のアイテムを多数ご用意。古来より“吉事の前触れ”と言い伝えられ

る茶柱が立つ様を楽しめる「茶柱縁起茶」や“人生のあらゆる場面に勝つ寺”として全国各地から参拝客が絶え

ない大阪府・箕面 勝尾寺の勝運菓子「勝ちグミ」をお渡しします。また、国公立大学の一般選抜の入試日（前期

日程2月25日／後期日程3月12日）には事前予約にて、“勝ち（カツ）を取りに行く（鶏肉）”や“君（黄身）が勝つ（カツ）”

などゲン担ぎ要素満載で、参考書片手にお召し上がりいただける、チキンカツと玉子のサンドウィッチの『ランチ

ボックス』を販売いたします。 

当ホテルは、安心して試験に臨んでいただけるよう全面的に受験生の皆さまをサポートいたします。 

『祈合格！安心・快適 嬉しい特典付 受験生応援プラン』概要 

【プラン（一例）】 

●受験生応援プラン（朝食付） 

宿泊期間：2022年 1月 4日（火）～3月 18日（金） 

料金：1 名様利用 16,000 円～／2 名様利用 21,000 円～ 

●［ゲン担ぎランチボックス付］受験生応援プラン（朝昼食付） 

宿泊日：2022年 2月 24日（木） ／ 2022年 3月 11日（金） 

内容：テイクアウト用ランチボックス 《オレンジジュース付》（1 名様 1 個） 

料金：1 名様利用 18,000 円～／2 名様利用 25,000 円～ 

【客室タイプ（共通）】  

スタンダードフロアツイン（14 階～25 階） 34 ㎡ 

【内容（共通）】  

🌸茶柱縁起茶＆勝ちグミ（1 名様 1 セット） 🌸アロマバスソルト（1 名様 1 包） 

🌸薬用ハンドジェル《30ml》（1名様 1個） 🌸カイロ（1 名様 1 個） 

🌸朝食（和洋ビュッフェ）／1階「ダイニング ルオーレ」  

🌸アーリーチェックイン 13：00（通常 14：00） 

【客室常設品（共通）】 無線 LAN接続（無料）／加湿空気清浄機／電気スタンド（先着 20室） 

＜お客様からのお問い合わせ先＞ リーガロイヤルホテル広島  宿泊予約 TEL：082-228-5401（直通） 

 

 

 

［写真上］プラン内容（イメージ） 

［写真下］テイクアウト用ランチボックス 

（イメージ） 

＊＊＊＊＊ 本件に関する取材等お問い合わせ先 ＊＊＊＊＊ 
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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 



 

 

 

 

 

（参考資料） 
『祈合格！安心・快適 嬉しい特典付 受験生応援プラン』詳細             

●受験生応援プラン（朝食付） 

【宿泊期間】 2022年 1月 4日（火）～3月 18日（金） 

【料金】 1泊 1室料金（朝食付、税金・サービス料含む）  

1 名様利用 16,000 円～ 

2 名様利用 21,000 円～ 

●［選べる夕食弁当付］受験生応援プラン（夕朝食付） 

【宿泊期間】 2022年 1月 4日（火）～3月 18日（金） 

【料金】 1泊 1室料金（夕朝食付、税金・サービス料含む） 

1 名様利用 19,000 円～ 

2 名様利用 27,000 円～ 

【プラン内容】 夕食「選べる 4 種のお弁当」をご用意（提供時間 17：00～20：00） 

《ステーキ弁当／うなぎ穴子弁当／海の幸のピラフ／国産牛フィレカツサンド》 

●［ゲン担ぎランチボックス付］受験生応援プラン（朝昼食付） 

【宿泊期間】 2022年 2月 24日（木） または 2022年 3月 11日（金） 

【料金】 1泊 1室料金（朝昼食付、税金・サービス料含む）  

1 名様利用 18,000 円～ 

2 名様利用 25,000 円～ 

【プラン内容】  

 テイクアウト用ランチボックス 《オレンジジュース付》（1 名様 1 個） 

［内容：チキンカツと玉子のサンドウィッチ］ 

★ポイント★ 

⚫ ゲン担ぎ要素が満載！ 

 “勝ち（カツ）を取りに行く（鶏肉）” “君（黄身）が勝つ（カツ）” 

⚫ 片手で簡単に召し上がれるので参考書を見ながら昼食がとれる 

⚫ 腹八分目くらいのボリュームで提供（満腹になると集中力を妨げる可能性があるため） 

＜お客様からのお問い合わせ先＞ リーガロイヤルホテル広島  宿泊予約 TEL：082-228-5401（直通） 

スタンダードフロアツイン（34 ㎡） 

［選べる夕食］ステーキ弁当（イメージ） 

ゲン担ぎランチボックス（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
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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 

プラン内容（イメージ） 

■プラン共通■  

［客室タイプ］ 

 スタンダードフロアツイン（14 階～25 階／34 ㎡） 

［内容］ 

 茶柱縁起茶＆勝ちグミ（1 名様 1 セット）  

 アロマバスソルト（1 名様 1 包） 

 薬用ハンドジェル《30ml》（1名様 1個） 

 カイロ（1 名様 1 個） 

 朝食（和洋ビュッフェ）／1階「ダイニング ルオーレ」  

 アーリーチェックイン 13：00（通常 14：00） 

［客室常設品］ 

無線 LAN接続（無料）／加湿空気清浄機／電気スタンド（先着 20室） 

※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。 

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

