
 

 

 

 

2022年 4月 27日 

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

全天候型ビアフェアを今年は 3店で開催！スパイシー＆ガッツリ肉メニューをどうぞ 

『BEER FAIR 2022』の第 1弾がスタート 
期間：2022年 6月 1日（水）～2022年 7月 31日（日） 【第 2弾：8月 1日（月）～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

）は、1階「ダイニング ルオーレ」、6階「チャ

イニーズダイニング リュウ」、33 階「スカイダイニング リーガトップ」において、さまざまな肉料理と食べ放題メニ

ューに、フリードリンクがセットになった『BEER FAIR 2022 ［第 1弾］』を 6月 1日（水）から 7月 31日（日）まで

開催いたします。 

全天候型のビアホールとして毎年人気を博している本フェアでは、安全・安心かつ上質な空間でキリっと冷え

たビールと料理を味わう贅沢な時間を提供します。2022 年は、目の前で取り分けて提供するブラジルスタイル

のバーベキュー料理『シュラスコ』とビュッフェスタイルで各種料理や 15 種ものスイーツが楽しめる「ダイニング 

ルオーレ」、広島市内のレストランで夜空に一番近いロケーションが自慢の「スカイダイニング リーガトップ」、吟

味された香辛料と素材が絡み合う本格中国料理を味わえる「チャイニーズダイニング リュウ」で開催。ボリューム

たっぷりの肉料理やスパイシーフードなど各店の特長を活かした多彩なメニューをご用意します。さらに、リュウ

では 3 種の付けダレと楽しむ“焼き餃子”、リーガトップではエスニックな風味がやみつきになる“フライドポテト”

を食べ放題でお楽しみいただけます。また、フリードリンクには生ビールをはじめ、ワインやカクテル、ハイボー

ル、紹興酒、ノンアルコール飲料など各店 20種以上の多彩なラインアップで、お客様をお迎えいたします。 

当ホテルは、各交通機関が集中するアクセス至便なロケーション。お仕事帰りや恋人・夫婦でのビアデートに、

ゆったりとした席間隔の涼しい店内で、ビールと旨辛グルメを楽しむ刺激的で爽快な時間をお過ごしください。 

『BEER FAIR 2022 ［第一弾］』概要 

【期間】 2022年 6月 1日（水）～2022年 7月 31日（日） 《［第 2弾］8月 1日（月）～9月 30日（金）》 

店舗 時間 《2時間制》 
料金 

（料理、フリードリンク、税金・サービス料含

む） 

除外日 

1 

階 
ダイニング ルオーレ 

17：30～21：30 
ビュッフェ利用は 21：00まで 

平日 

土日祝    

5,500円 

6,000円 

8月11日（木・祝）

～8月 15日（月） 

6 

階 

チャイニーズダイニング リュウ 
《定休日：木曜日》 

17：30～21：00 
（ラストオーダー 20：00） 

6,500円 
8月11日（木・祝）

～8月 15日（月） 

33 

階 
スカイダイニング リーガトップ 

17：30～21：00 
（ラストオーダー 20：30） 

6,500円 なし 

※ご利用は中学生以上とさせていただきます。 ※2名様より承ります。 

※期間、営業時間等は状況により変更する場合がございます。 ※各種優待・割引はいたしかねます。 

＜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） 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊ 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 

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


 

 

 

 

（参考資料） 

『BEER FAIR 2022［第 1弾］』詳細                                    

【期間】 2022年 6月 1日（水）～2022年 7月 31日（日） 《［第 2弾］8月 1日（月）～9月 30日（金）》 

※ご利用は中学生以上とさせていただきます。 ※2名様より承ります。 

※各種優待・割引はいたしかねます。 ※期間、営業時間等は状況により変更する場合がございます。 

※アレルギー物質につきまして、ご心配をお持ちのお客様は係員にお申し出ください。 

※料理法の変更をせずに原材料の産地や品種を変更する場合は、あらかじめ係員よりご案内いたします。 

※貸切営業等でご利用いただけない場合がございます。 

 

■1階「ダイニング ルオーレ」 

鉄串に刺して豪快に焼き上げた塊肉を目の前で取り分

けて提供する“シュラスコ”のほか、サラダや各種料理、

デザートなどをビュッフェスタイルでご用意。ビュッフェコ

ーナーには、酸味と辛味、スパイスの香りが特長的な世

界三大スープ「トムヤムクンスープ」や大満足な食べごた

えのスペアリブ・手羽先など幅広いメニューが並び、すべ

て食べ放題でお召しあがりいただけます。そして、特に

女性から好評をいただいている同店のデザーコーナー

には、パティシエ渾身のスイ－ツ（全 15種）が並びます。 

さらに、フリードリンクには生ビールをはじめ、珍しいメキ

シカンビールやカクテル、モクテル（ノンアルコールカクテル）など 50 種以上を取り揃えます。お酒好きもそ

うでない方もお楽しみいただける充実のラインアップをお楽しみください。 

【時間】 17：30～21：30 《2時間制》 ※ビュッフェコーナーのご利用は 21：00 まで 

【除外日】 8月 11日（木・祝）～8月 15日（月） 

【料金】 1名様 平日 5,500円／土日祝 6,000円（料理、フリードリンク、税金・サービス料含む） 

【内容】 

◆メニュー（一例） 

⚫ 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 スパイシー焼き／牛イチボ／牛肩ロース肉／ 

豚肩ロース肉／ソフトシェルシュリンプ／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 

 サラダ各種   ・魚のカルパッチョ ★ 

 トムヤムクンスープ   ・ビーフカレー 

 スペアリブ ハニーマスタード焼き ・手羽先レモンペッパー焼き 

 ポンデケージョなどパン各種  ・海の幸のピラフ ★ ほか 

⚫ デザートメニュー（全 15種） ※ビュッフェカウンターで提供 

 酒粕入りチョコレートケーキ  ・抹茶と小豆のパウンドケーキ 

 フルーツのショートケーキ  ・ティラミス 

 フレッシュフルーツスイカゼリー ・マンゴーシャーベット ほか全 15種 

◆フリードリンク ※フリードリンクはセルフスタイルでご利用いただけます。 

 生ビール    ・フリージングハイボール 

 樽生ワイン（スパークリング／赤／白） ・梅酒 

 焼酎（麦／芋）   ・酎ハイ各種 

 ボトルビール各種   ・カクテル 10種 

 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 

 ソフトドリンク各種          全 50種以上 

 

シュラスコ（イメージ） 

ボトルビール（イメージ） 

イメージ 



 

 

 

 

 

■6階「チャイニーズダイニング リュウ」 

刺激的な辛さ＆じんわりと旨味を感じる絶品が味わえる同店
では、さまざまな海の幸を楽しめる具沢山な「中華風サラダ」
をはじめ、唐辛子のスパイシーな香りをまとった「鶏手羽先の
唐辛子炒め」、人気の「あっさり葱そば」など全 6 品をご用
意。食べ放題の「焼き餃子」は、リュウ特製 3 種の付けダレ
（X.O 醤／大葉ポン酢／ピリ辛ゴマダレ）でお楽しみいただけま
す。夏の暑さ吹き飛ぶ中国料理とビールをご堪能ください。 

【時間】 17：30～21：00（ラストオーダー 20：00） 《2時間制》  

【定休日】 木曜日 ※定休日が祝日にあたる場合は営業  

【除外日】 8月 11日（木・祝）～8月 15日（月） 
【料金】 1名様 6,500円（料理、フリードリンク、税金・サービス料含む） 

【内容】 
◆メニュー  

 中華風サラダ 

 鶏手羽先の唐辛子炒め 

 揚げ茄子と海老の油淋ソース 

 焼き餃子 《食べ放題》 3種のたれを添えて 

 黒酢の酢豚 

 あっさり葱そば 

◆フリードリンク 

 生ビール    ・紹興酒 

 桂花陳酒   ・杏露酒 

 ライチ酒    ・サンザシ酒 

 ウイスキー   ・アレンジ酎ハイ各種 

 ノンアルコールビールテイスト飲料 ・ソフトドリンク各種     全 20種以上 

 

■33階「スカイダイニング リーガトップ」 

幻想的で美しい別世界が眼前に広がる空間で、贅沢な時間
と美食を味わえる同店。フェア第一弾では、柔らかくてジュ
ーシーな「仔羊肩ロース肉のグリル」と肉の香ばしさと脂の旨
みを味わう「豚肩ロース肉のオーブン焼き」、刺激的な旨み
が食欲をそそる「牛肉のスパイシージャンバラヤ」の肉料理を
はじめ、夏野菜のカレーピッツァなど肩肘張らずに楽しめるメ
ニュー全 6 品をご用意。さらに、エスニックな風味がクセにな
る「フライドポテト」が食べ放題でお楽しみいただけます。 

【時間】 17：30～21：00（ラストオーダー 20：30） 《2時間制》 

【料金】 1名様 6,500円（料理、フリードリンク、税金・サービス料含む） 

【内容】 
◆メニュー  

 生ハムとアボカドサラダ 青じそ風味のドレッシング 

 海老とムール貝のトマト煮込み ガーリックトースト添え 

 チリレモン風味のエスニックフライドポテト《食べ放題》 
 夏野菜のカレー風味ピッツァ ブラートブルストとハーブソーセージグリル 

 仔羊肩ロース肉のグリル 柚子胡椒の香り 

 豚ロース肉のオーブン焼き バーベキューソース 

 牛肉のスパイシージャンバラヤ 

◆フリードリンク 

 生ビール 2種   ・ワイン（赤／白）  

 ウイスキー   ・焼酎（麦／芋） 
 カクテル 12種   ・ノンアルコールカクテル各種 

 ノンアルコールビアテイスト飲料 ・ソフトドリンク各種          全 20種以上 

食べ放題の「焼き餃子」（イメージ） 

食べ放題の「エスニックフライドポテト」

（イメージ） 

イメージ 

イメージ 


