
 

 

 

 

2022年 2月 3日 

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

話題の映画ロケ地巡りも！「高級車プライベートツアー」と「おこもりステイ」で思い出づくり 

【つばめ交通共同企画】 卒業旅行プラン『豪華×優雅な卒たび』を販売 
宿泊期間：2022年 2月 11日（金・祝）～4月 17日（日） 《予約開始日：2月 4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

）は、つばめ交通株式会社（広島市東区牛

田本町/代表取締役 山内 恭輔）と共同して、安心して参加できる卒業旅行プラン『豪華×優雅な卒たび ～高

級車で巡るプライベートツアー付～』を、2022 年 2 月 11 日（金・祝）から 4 月 17 日（日）までの期間限定で販

売いたします。《申し込み先：つばめ交通株式会社》 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、学校行事の中止や部活動の自粛等により、学生は仲間との思い

出を作る機会が減少しています。海外旅行や遠方への国内旅行が難しい状況が続く中、学生最後の思い出作

りに仲間と安心して卒業旅行を楽しんでいただきたいと願い、両社で企画しました。 

プランのメインである「プライベートツアー（2時間制）」は、国賓や V.I.P.送迎に実績のあるつばめ交通のハイヤ

ーを利用。高級車アルファードまたはグランエースに乗って、ガイドを兼ねたドライバーによる観光案内付の優

雅なツアーを提供します。行き先は、ゴールデングローブ賞受賞で話題の映画「ドライブ・マイ・カー」のロケ地を

巡るコースや広島市内の夜景スポットを巡るコースなどをご提案。貸切ツアーなので、乗降場所や時間、ルート

の変更など、ご要望に応じて組み立てることもできます（利用時間を延長する場合は追加料金が発生）。行程中のプラ

イベートを確保するだけではなく、地元情報に精通したつばめ交通のドライバーが案内する特別な観光をお楽

しみください。そしてホテルの客室では、スパークリングドリンク＆スナックを片手に「おこもりステイ」を満喫するこ

とができます。さらに、仲間との大切な瞬間をカタチで記録できる“スマートフォン用プリンター”をご用意し、思い

出がより色濃く残るサポートをいたします。 

本プランは 4 月以降も販売するので、卒業旅行のタイミングに悩んでいる学生や、昨年卒業旅行ができ

なかった社会人にもご利用いただけます。ぜひこの機会に、大切な仲間と楽しい時間をお過ごしください。 

『豪華×優雅な卒たび ～高級車で巡るプライベートツアー付～』概要 

【宿泊期間】 2022年 2月 11日（金・祝）～4月 17日（日） 《予約開始日：2022年 2月 4日（金）》 

【客室タイプ・料金（一例）】 1泊 1室料金（2時間の広島市内プライベートツアー・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 45,000円～ 

3名様 52,500円～※ 

※3名様以上でご利用の場合、エキストラベッドをご用意します。 ※日程・ツアー内容により料金が変動します。 

【内容】  

◼ ハイヤー（アルファードまたはグランエース）でのプライベートツアー 《2時間制》 

◼ 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。 

◼ スナック詰め合わせ 《1名様 1セット》 

◼ 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》 

◼ 朝食ビュッフェ／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。 

※ご宿泊の 7日前までにご予約、事前精算をお願いします。 ※階数、眺望等のご指定は承りかねます。 ※他の特典・割引等は対象外です。 

＜お客様からのお問い合わせ・ご予約先＞ つばめ交通 TEL：082-222-8181（直通） 

 

 
＊＊＊＊＊ 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） 

『豪華×優雅な卒たび ～高級車で巡るプライベートツアー付～』 詳細          

【期間】 2022年 2 月 11日（金・祝）～4 月 17 日（日） 

【予約開始日】 2022年 2月 4日（金） 

【客室タイプ・料金】 1 泊 1室料金（2時間の広島市内プライベートツアー・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 45,000円～ 

3名様 52,500円～※ 

38㎡ 4名様 58,000円～※ 

※3名様以上でご利用の場合、エキストラベッドをご用意します。 ※日程・ツアー内容により料金が変動します。 

【内容】 

◼ ハイヤー（アルファードまたはグランエース）でのプライベートツアー 《2時間制》 

おすすめコースをお選びいただくか、行きたい場所を選んで自由なコースをカスタマイズすることも可能です。 

おすすめコース（一例）  

《昼》 広島駅発 ～ 映画「ドライブ・マイ・カー」のロケ地巡り（広島市環境局中工場／吉島釣り公園／ 

   広島国際会議場／平和記念公園／新天地公園 ほか） ～ ホテル着 

《夜》 ホテル発 ～ 夜景スポット巡り（黄金山展望台／広島ベイ／広島マリーナホップ） ～ ホテル着 ※有料高速代が別途発生 

◼ 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、卒業

旅行の思い出をその場で形に残して持ち帰れます。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。 

◼ 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。 

◼ スナック詰め合わせ 《1名様 1セット》 

◼ 朝食ビュッフェ／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。 

【滞在スケジュール例（昼ツアーの場合）】 

《1日目》 

14：00 広島駅集合。ハイヤーに乗って広島市内観光へ出発（2時間） 

16：00 ホテル到着・チェックイン 

19：00 夕食 ※プランには含まれておりません 

21：00 客室でスパークリングドリンクとスナックをおともにパーティ開始。 

     パーティ中の楽しい瞬間や日中に撮った写真をスマートフォン用プリンターで出力して盛り上がろう！ 

《2日目》 

8：00  起床・朝食ビュッフェを堪能 

11：00 チェックアウト 

【旅行企画・実施】 つばめ交通株式会社（つばめトラベル） 広島県知事登録旅行業第 2種 301号 

※ご宿泊の 7 日前までにご予約、事前精算をお願いいたします（事前振込みまたはクレジットカードでの事前決済）。 

※階数、眺望等のご指定は承りかねます。 ※他の特典・割引等は対象外です。 

※3日前よりキャンセル料が発生いたします。 

（3日前 18：00以降～2日前の 18：00 まで 20％ / 2日前 18：00以降～前日の 18：00 まで 50％ / 前日の 18：00以降 100％） 

*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。 

 

＜お客様からのお問い合わせ先＞ つばめ交通 TEL：082-222-8181（直通） 
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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 
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