
 

 

 

 

2022年 6月 24日 

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

お子様が主役！“おもてなしの心を学ぶ”ホテルの職業体験型宿泊プラン 

『キッズホテリエ ～夏休みはホテルでお仕事にチャレンジ～』を販売 
宿泊期間：2022年 7月 15日（金）～2022年 8月 31日（水） ※除外日あり 【予約開始日：2022年 6月 27日（月）】 

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
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）は、7 月 15 日（金）から 8 月 31 日（水）ま

での期間、夏休みのご家族向けに、5～12 歳（小学生 6 年生）のお子様にホテルのお仕事体験をしていただける

宿泊プラン『キッズホテリエ ～夏休みはホテルでお仕事にチャレンジ～』を 1日 1組限定で販売します。 

お子様がホテルスタッフのユニフォームに着替え、サービスを行う職業体験プ

ログラムと宿泊がセットになった夏季限定のプラン。お子様に体験していただく

のは、ホテルの顔ともいえるフロントサービスの業務です。スタッフからのレッスン

を受けていただいた後、ホテリエとして正面ロビーでお客様役のご家族をお出

迎えし、チェックイン＆客室へエスコートをしていただきます。そして体験の最終

仕上げには、ロビーで一般のお客様をお出迎えし、おもてなしの基本を身につ

けるという実践付きの約 90分間プログラムです。お仕事を最後までやり遂げると

「キッズホテリエ修了証」と「お給料（QUOカード 1,000円分）」を贈呈いたします。 

さらに体験後は、目の前で切り分けて提供するシュラスコ料理とビュッフェが

堪能できる「ダイニング ルオーレ」のディナーで、家族揃って非日常の食体験

を存分にお楽しみいただけます。また滞在するお部屋は、最上階の特別朝食

やホテルから徒歩すぐの「ひろしま美術館」入館券などフロア限定サービス・特

典が満載の 30・31 階エグゼクティブフロアのジュニアスイート（65 ㎡）をご用意。

270度の絶景が広がる客室に、ゆったりとしたリビングスペースを備えた優雅な空間です。 

遠方へ行かなくても親子ともに嬉しい小旅行を提供したいと願い、企画した本プラン。お子様は楽しみながら

“接客”という仕事を体験することで、働くことについて理解を深め、知識を広げる機会になるはずです。アクティ

ビティを通してお子様の成長を感じる夏休みのひとときをお過ごしください。 

《1 日 1 組限定》 『キッズホテリエ ～夏休みはホテルでお仕事にチャレンジ～』概要 

【宿泊期間】 2022年 7月 15日（金）～2022年 8月 31日（水） 《除外日：土曜日、8月 4～6日、8月 9～15日》 

【客室タイプ・料金（一例）】 1泊 1室料金（夕朝食付、税金・サービス料含む） 

客室 定員 平日 日曜日・祝日 

エグゼクティブフロア（30・31 階）

／ジュニアスイート（65㎡） 

大人 1名様+お子様 1名様 80,000円 90,000円 

大人 2名様+お子様 1名様 90,000円※ 99,000円※ 

※お部屋にエキストラベッドをご用意します。 

【内容】  

◼ キッズホテリエ体験（お出迎え／チェックイン／客室へエスコート） ※最大 2名様までご参加いただけます。 

◼ 夕食：1階「ダイニング ルオーレ」 ※日曜日・祝日はアルコールを含む全 50種のフリードリンク付 

◼ エグゼクティブフロア限定サービス・特典（33階レストラン特別朝食／ひろしま美術館入館券 ほか） 

【参加者特典】  

・キッズホテリエ修了証 ・QUOカード（1,000円分） 

※ご宿泊の 5日前までにご予約をお願いします。 ※階数、眺望等のご指定は承りかねます。 ※写真はイメージです。 

※体験は 5～12歳のお子様に限らせていただきます。 ※お子様用のユニフォームは無料でお貸出しいたします（靴の貸出はございません）。 

※本リリースは、2022年 6月 24日に発信したものに、2022年 7月 1日付で一部改訂を加えたものです。 

＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞ 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 ＊＊＊＊＊ 
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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 

イメージ 

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


 

 

 

 

 

（参考資料） 

《1 日 1 組限定》 『キッズホテリエ ～夏休みはホテルでお仕事にチャレンジ～』詳細 

【宿泊期間】 2022年 7月 15日（金）～2022年 8月 31日（水） 《除外日：土曜日、8月 4～6日、8月 9～15日》 

【予約開始日】 2022年 6月 27日（月） 

【客室タイプ・料金】 1泊 1室料金（夕朝食付、税金・サービス料含む） 

客室 定員 平日 日曜日・祝日 

エグゼクティブフロア（30・31 階）

／ジュニアスイート（65㎡） 

大人 1名様+お子様 1名様 80,000円 90,000円 

大人 1名様+お子様 2名様 90,000円※ 99,000円※ 

大人 2名様+お子様 1名様 90,000円※ 99,000円※ 

大人 2名様+お子様 2名様 100,000円※ 110,000円※ 

※お部屋にエキストラベッドをご用意します。 

【内容】  

◼ キッズホテリエ体験（お出迎え／フロントチェックイン／客室へエスコート） ※最大 2名様までご参加いただけます。 

◼ 夕食：1階「ダイニング ルオーレ」 ※日曜日・祝日はアルコールを含む全 50種のフリードリンク付 

◼ 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）／特別アメニティ／ティーセット／ひろしま美術館入館券／ 

ヘルスクラブ滞在中ご利用無料（プール・スパ・サウナ ※事前予約・2時間制 ※お子様は一部利用制限あり）／ 

レイトチェックアウト 12：00（通常 11：00） ほか多数 

【参加者特典】  

・キッズホテリエ修了証 

・QUOカード（1,000円分） 

【体験スケジュール】 ※時間は目安です。 

14：00 ホテル到着・チェックイン 

職業体験前に、事前にチェックインをお済ませください。 

お子様は 15：00までにユニフォームへお着替えをお願いします。 

15：00 任命式、職業体験スタート 

15：20 レッスン 

15：30 ［お仕事①］ 正面ロビーでご家族をお出迎え 

正面玄関でスタッフとともに、お客様役のご家族をお出迎えします。 

15：35 レッスン 

15：40 ［お仕事②］ 専用カウンターでご家族をチェックイン 

ご予約の確認、ご記帳の案内後、ルームキーをお渡しします。 

15：50 レッスン 

16：00 ［お仕事③］ ご家族を客室までエスコート 

    お部屋へご案内するベルスタッフのお仕事を体験します。 

16：10 ［お仕事④］ 正面ロビーでお客様をお出迎え 

正面玄関にて、スタッフと一緒に一般のお客様を元気よくお出迎えしていただきます。 

16：30 修了式 

お仕事体験終了。修了証とお給料を贈呈します。 

※ご宿泊の 5日前までにご予約をお願いします。 ※階数、眺望等のご指定は承りかねます。 ※写真はイメージです。 

※体験は 5～12歳のお子様に限らせていただきます。 ※お子様用のユニフォームは無料でお貸出しいたします（靴の貸出はございません）。 

※本リリースは、2022年 6月 24日に発信したものに、2022年 7月 1日付で一部改訂を加えたものです。 

＜お客様からのご予約・お問い合わせ先＞ 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
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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 

ジュニアスイート（イメージ） 

「ダイニング ルオーレ」夕食（イメージ） 

http://www.rihga.co.jp/hiroshima

