
 

 

 

 

                                                                       

2022年 4月 28日 

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

［毎回満席の人気企画を組数限定で販売］ 絵画の世界に入り込むエンターテインメント 

組数限定 『ひろしまナイトミュージアム鑑賞券付ステイ』 
宿泊期間：2022年 5月 14日（土） ～2022年 8月 27日（土） ※お日にち限定 

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、ホテルから徒歩すぐの「ひろしま美

術館」で閉館後に開催する夜の特別なアートツアー『ひろしまナイトミュージアム』（主催：エクスペリサス株式会

社、公益財団法人ひろしま美術館、一般社団法人広島県観光連盟）の鑑賞券付宿泊プランを組数限定で販売

します。開催日は、5月 14日（土）から 8月 27日（土）までの計 7公演です。 

印象派を中心としたフランス近代美術と、日本近代美術コレクシ

ョン約 300点を所蔵する「ひろしま美術館」で 2021年より開催して

いる『ひろしまナイトミュージアム』。広島県のナイトタイムエコノミー

の取り組みの一環として実施している、美術鑑賞にインタラクティ

ブ性（双方向性）と演劇の要素を組み込んだ新感覚のミュージアム

エンターテインメントです。閉館後の美術館で、絵画の作者に扮し

た役者が案内役となり、絵画制作のエピソードや当時の時代背

景、さらには同世代を生きた画家たちの人間模様をストーリー仕立

てで紹介し、参加者を物語に巻き込んでいきます。 

昨年は第一弾としてモネやゴッホなどが登場する“印象派”公演

を実施し、平均倍率 10 倍超えの人気を集めた同企画に、今年は横山大観等の作品を紹介する“日本画”バー

ジョンの公演が新しく登場。初めてのお客様はもちろん、昨年参加された方も楽しめ、同館が所蔵する名画の

魅力をより身近に感じられるコンテンツにパワーアップしました。 

この度、満席必至の本企画を体験できる宿泊プランを組数限定で販売。フロア限定の特別サービス・特典が

満載のエグゼクティブフロア（30・31 階）と、心を癒す美しい風景が広がるくつろぎの空間・スーペリアフロア（26～

29階）でのプラン 2種をご用意します。いずれも人数分の鑑賞引換え券と朝食が付いています。 

ひっそりと静まる夜の美術館を舞台に繰り広げられる、演劇鑑賞でも美術鑑賞でもない“没入感”を重視した

アート体験とホテル滞在がセットになったプランで、新たな夜の体験を堪能してみてはいかがでしょうか。 

組数限定『ひろしまナイトミュージアム鑑賞券付ステイ』概要 

【宿泊日】 2022年 5月 14日（土）、5月 28日（土）、6月 25日（土）★、7月 9日（土）、 

  7月 23日（土）★、8月 13日（土）、8月 27日（土）★  《★印：印象派バージョンの公演日》 

【客室タイプ・料金】 1泊 1室料金（鑑賞券付、税金・サービス料含む）  

客室タイプ 広さ 定員 料金 内容 

エグゼクティブフロア（30・31 階）／ 

ツイン 
36 ㎡ 

1 名様 39,000 円～ 33階レストランの特別朝食（和食または

洋食）、フロア限定特典・サービス 2 名様 47,000 円～ 

スーペリアフロア（26～29 階）／ 

ツイン 
35 ㎡ 

1 名様 28,000 円～ 1階ダイニング ルオーレの朝食（和洋
ビュッフェ） 2 名様 40,000 円～ 

【内容（共通）】  

・ひろしま美術館「ひろしまナイトミュージアム」鑑賞引換え券（1 名様 1 枚） 

《スケジュール》受付開始 18：00／開演 18：30／終了 20：00 《内容》ウエルカムドリンク、公演、自由鑑賞、フォトセッション 

※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。 ※3日前よりキャンセル料が発生いたします。 

※絵画の貸出や展示スケジュール等により、公演内容が変更となる場合がございます。 ※鑑賞引換え券の再発行や、ご利用にならなかった場

合の返金、及びその他特典への振替等はいたしかねます。 ※ひろしま美術館では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一定のご協力を

いただく場合がございます。詳細と最新情報は、美術館公式サイト内「トピックス」にてご確認ください。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止または延期をする場合がございます。 

＜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） 

 
 

 「ひろしまナイトミュージアム」イメージ ©Xperisus,Inc 

＊＊＊＊＊ 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 



 

 

 

 

 

（参考資料） 

組数限定『ひろしまナイトミュージアム鑑賞券付ステイ』詳細                    

【宿泊日】 2022年 5月 14日（土）、5月 28日（土）、6月 25日（土）★、7月 9日（土）、 

  7月 23日（土）★、8月 13日（土）、8月 27日（土）★  《★印：印象派バージョンの公演日》 

【客室タイプ・料金】 1泊 1室料金（鑑賞券付、税金・サービス料含む）  

客室タイプ 広さ 定員 料金 

① エグゼクティブフロア（30・31 階）／ 

ツイン 
36 ㎡ 

1 名様 39,000 円～ 

2 名様 47,000 円～ 

② スーペリアフロア（26～29 階）／ 

ツイン 
35 ㎡ 

1 名様 28,000 円～ 

2 名様 40,000 円～ 

【① プラン内容 《エグゼクティブフロア》】  

◼ ひろしま美術館「ひろしまナイトミュージアム」鑑賞引換え券（1名様 1枚） 

◼ エグゼクティブフロア限定サービス・特典 

《一例》33階レストラン特別朝食（洋食または和食）／インルームチェックイン／ 

ひろしま美術館入館券（1名様 1枚 ※通常営業時間で利用可能）／ 

ティーセット（1名様 1セット）／レイトチェックアウト 12：00（通常 11：00） ほか多数 

【② プラン内容 《スーペリアフロア》】  

◼ ひろしま美術館「ひろしまナイトミュージアム」鑑賞引換え券（1名様 1枚） 

◼ 朝食（和洋ビュッフェ）：1階「ダイニング ルオーレ」 

 

 

 

※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。 

※3日前よりキャンセル料が発生いたします。（3日前 20％ / 2日前 50％ / 前日 100％） 

※絵画の貸出や展示スケジュール等により、公演内容が変更となる場合がございます。  

※鑑賞引換え券の再発行や、ご利用にならなかった場合の返金、及びその他特典への振替等はいたしかねます。  

※ひろしま美術館では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一定のご協力をいただく場合がございます。詳細と最新情報は、美術館公式

サイト内「トピックス」にてご確認ください。 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止または延期をする場合がございます。 

 

ひろしまナイトミュージアムについて 

広島県のナイトタイムエコノミーを推進するため、2021 年４月よりひろしま美術館にて開催。閉館後の貸切の美術館

で、「モネ」「ゴッホ」などに扮したキュレータが少人数のみに提供する極上のアートキュレーションです。 

会場：ひろしま美術館 

Webサイト：https://www.xperisus.com/hiroshimanightmuseum-lp 

主催：エクスペリサス株式会社、一般社団法人広島県観光連盟、公益財団法人ひろしま美術館 

＜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） 

スーペリアフロアツイン（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 

HP：http://www.rihga.co.jp/hiroshima  LINE公式アカウント：https://lin.ee/BN3eFz 

エグゼクティブフロアツイン（イメージ） 

ひろしまナイトミュージアム タイムスケジュール 

18：00 受付開始（ウエルカムドリンクをご用意） 

18：30 開演（日にちにより、公演内容が異なります） 

19：30 閉演（自由観覧／フォトセッション） 

20：00 終了 

「印象派」公演イメージ ©Xperisus,Inc 「日本画」公演イメージ ©Xperisus,Inc 

https://www.xperisus.com/hiroshimanightmuseum-lp
http://www.rihga.co.jp/hiroshima
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/

