
 

 

 

 

                                                                       

2022年 3月 17日 

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

多様化するライフスタイルをサポート。ホテルを「ビジネス・生活の拠点」にする選択 

 5連泊から利用可能な“中長期滞在プラン”の販売を延長 

宿泊期間：2022年 4月 1日（金）～2022年 9月 30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、2021 年 4 月より販売している中長

期滞在プランを好評につき、2022 年 9 月 30 日（金）まで期間を延長して販売いたします。本プランは、ワーケ

ーション利用や転勤・出張で広島に訪れるビジネスパーソンやセカンドハウスを考える方がホテルの客室を 

“住居”として利用できる定額制プランです。 

京阪神大都市圏と福岡都市圏の中間地点にある地方中枢都市・

広島市。その中でも、営業所や各企業の支社・支店などが集まる中心

業務地区に位置する当ホテルは、ビジネスの拠点に最適なロケーショ

ンを誇ります。 

2021 年 4 月より、中長期滞在者に向けてプランを販売したところ、

「5 連泊以上」の割合が 2018 年度（2018 年 4 月～2019 年 3 月）と比較

して約 5％増加。またプランの利用者には、関東・関西圏からのビジネ

ス目的のほか、テレワークなど新型コロナウイルスに起因する自主隔

離、避難、予防で一時的に利用する県内のお客様もいらっしゃいました。この結果を受け、これから訪れる新生

活のシーズンをはじめ、当面は中長期滞在のニーズが続くことを予想し、この度プラン販売の延長に至りました。 

プランには、24 時間対応のフロントサービスに加え、館内レストランやランドリーサービスの割引、8 階ヘル

スクラブ内のスパ（浴室）・サウナの利用無料、世界最大のフィットネスクラブ「GOLD’S GYM」の特別優待、朝

食定額サービスなどの特典が含まれています。さらに、フロアの共有スペースには自由に使用していただける電

子レンジを設置。また、客室には無線 LAN（Wi-Fi）や加湿空気清浄機を完備しているので、一日中快適に過

ごせます。そして、ホテルの徒歩圏内には多数の商業施設や広島城・平和記念公園などの施設もあるので、休

日に充実した時間を過ごすことでワーケーションの醍醐味や高感度のライフスタイルを体感できます。 

本プランは、敷金など初期費用は一切かからず、5 連泊よりご利用いただけるので、充実した環境にあるホテ

ルライフを気軽に始めていただけるのも魅力です。 

当ホテルは、アクセス至便な市内中心部に位置しながら、街中の喧騒を忘れさせてくれる静かな環境、機能

的な設備と経験に培ったおもてなしで、お客様のライフスタイルに合わせた時間と空間を提供します。 

『Home Hotel』 概要 
【宿泊期間】 2022年 4月 1日（金）～2022年 9月 30日（金） 

【客室タイプ・料金（一例）】 1室料金（税金・サービス料含む） 

客室タイプ 広さ 定員 泊数 料金 

スタンダードコンパクトツイン 

（21階） 

24㎡ 

（14室） 
2名 

5連泊 30,000円（1泊追加料金 6,000円） 

1か月（30連泊） 150,000円（1泊追加料金 5,000円） 

※延泊をご希望の場合は、1 泊あたりの追加料金を泊数分加算いたします。 ※階数・眺望等のご指定は承りかねます。 

【プラン特典・サービス（一例）】  

・館内レストラン利用 20%OFF ・ランドリーサービス 20%OFF（Yシャツ、ブラウス、インナー類、靴下のみ）   

・8階ヘルスクラブ（スパ／サウナ）ご利用無料 ・ミネラルウォーター＆コーヒー無料（1泊 1名様につき 1セット） 

・朝食定額サービス（1食 1,000円 ※通常 2,900円／1階「ダイニング ルオーレ」） 

※料金は、税金・サービス料を含みます。 ※他の割引制度との重ねてのご利用はいただけません。 ※Go To トラベルキャンペーン対象外です。 

＜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） 

 

 

＊＊＊＊＊ 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 

http://www.rihga.co.jp/hiroshima
http://www.facebook.com/rihga.hiroshima
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） 

『Home Hotel』 詳細                                              
【宿泊期間】 2022年 4月 1日（金）～2022年 9月 30日（金） 

【客室タイプ・料金】 1室料金（税金・サービス料含む） 

客室タイプ 広さ 定員 泊数 料金 

スタンダードコンパクトツイン 

（21階） 

24㎡ 

（14室） 
2名 

5連泊 30,000円（1泊追加料金 6,000円） 

1か月（30連泊） 150,000円（1泊追加料金 5,000円） 

スタンダードツイン 

（21階） 

34㎡ 

（14室） 
2名 

5連泊 45,000円（1泊追加料金 9,000円） 

1か月（30連泊） 255,000円（1泊追加料金 8,500円） 

※延泊をご希望の場合は、1 泊あたりの追加料金を泊数分加算いたします。 

【プラン特典】 

 館内レストラン利用 20%OFF 

 ランドリーサービス 20%OFF（Yシャツ、ブラウス、インナー類、靴下のみ） 

 8 階 ヘルスクラブ（スパ／サウナ）ご利用無料（ご滞在中、利用回数制限なし） 

 朝食定額サービス 

（1食 1,000円 ※通常 2,900円／1階「ダイニング ルオーレ」） 

 ミネラルウォーター＆コーヒー無料（1泊 1名様につき 1セット ※週 2回補充／月・木曜日） 

【サービス】 

 24時間フロントサービス（荷物やメッセージのお預かり ほか） 

 客室清掃、ベッドメイク、リネン・パジャマ類交換（週 2回実施／月・木曜日）  
※規定日以外の清掃は、別途料金（1回 1,000円／税金含む）を申し受けます。 

 フロア共用スペースに電子レンジの設置（24時間利用可能） 

 日本茶セット（1名様 1セット ※週 2回補充／月・木曜日） 

 アメニティ一式（1名様 1セット ※初回のみご用意） 

《歯磨きセット／ボディタオル／綿棒／ヘアブラシ／髭剃り／女性化粧品》 

 ゴールドジム広島パセーラ特別優待 1名様 3,000円（税金含む）［通常 4,080円］ ※ホテルフロントにて承ります。 

《1回あたり最大 5時間／トレーニングウエア（Tシャツ／パンツ）、シューズ、タオル、グローブ含む》 

【客室設備・備品】 

 無線 LAN接続（Wi-Fi） ・バス／トイレ ・テレビ（BS） ・電話 ・冷蔵庫 ・セーフティーボックス  

 加湿空気清浄機 ・電気ポット ・ハンガー ・ズボンプレッサー ・洋服ブラシ ・消臭剤 

 ワンピースパジャマ ・スリッパ ・ヘアドライヤー ・シャンプー＆リンス ・ボディソープ ・ハンドソープ 

 リネン一式《バスタオル／フェイスタオル》 

≪1か月以上ご利用のお客様限定≫（1室各 1台） 

 DVD（ブルーレイ）プレーヤー《録画機能付》 ※DVD ソフトの貸し出しはございません。 

※特に記載がない場合、料金は税金・サービス料を含みます。 ※階数・眺望等のご指定は承りかねます。  

※他の割引制度との重ねてのご利用はいただけません。 ※Go To トラベルキャンペーン対象外です。  

＜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 宿泊予約 TEL：082-228-5401（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：https://www.rihga.co.jp/hiroshima  Facebook：http://www.facebook.com/rihga.hiroshima 

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