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「Go To Eat大阪キャンペーン プレミアム食事券」で、さらにお得に 

Go To リーガ！いつもより贅沢な秋のランチ＆ディナーを 

ホテル公式ウェブサイトにて「オンライン予約限定おすすめプラン」を販売 

10月 14日（水）～販売開始 

リーガロイヤルホテル（大阪市北区中之島、総支配人 荻田
お ぎ た

 勝
かつ

紀
のり

）では、館内 9つの直営レストランで、

ホテル公式ウェブサイトからのご予約で、秋の味覚満載のランチ＆ディナーをお得にお楽しみいただける

「オンライン予約限定おすすめプラン」を、「Go To Eat大阪キャンペーン プレミアム食事券事業」利用開始の

10月 14日（水）から販売します。12,500円分の食事券を 10,000円分で購入できる「Go To Eat大阪キャン

ペーン プレミアム食事券事業」との併用で、お食事をさらにお得にお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催店舗は、「レストラン シャンボール」、「イタリアンレストラン ベラ コスタ」、「オールデイダイニング リモネ」、

「鉄板焼・焼肉 なにわ（鉄板焼コーナー）」、「中国料理 皇家龍鳳」、「日本料理 なかのしま」、「カウンター割烹 

みおつくし」、「リーチバー」、「セラーバー」です。 

秋の行楽シーズン、感染状況に留意しながらお出かけされる機会に、ホテルでのお食事を安心して楽しん

でいただける秋のランチ＆ディナーメニューを、ホテル公式ウェブサイトからのオンライン予約限定で、お得

に取り揃えました。 

日本料理 なかのしまでは、「黒毛和牛の変わり一口寿司」や「松茸の炊き込みご飯」など、通常価格 19,360円

相当の会席料理 全 10品を、約 35％オフの 12,500円でお楽しみいただけます。さらに、大阪府が発行する

「Go To Eat大阪キャンペーン プレミアム食事券事業」を併用すると、実質ご負担額 10,000円でご利用いた

だけます。 

このほか、鉄板焼・焼肉 なにわ（鉄板焼コーナー）では、活国産イセエビ、または活鮑や、極上黒毛和牛な

どが付いた全 9品のディナーコース通常価格 24,200円相当を 20,000円でご用意するなど、いつもより贅沢

に、収穫の秋にふさわしい料理を、お得に味わっていただけます。 

概要は次のとおりです。 

 

＜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 TEL.06-6448-1121（代表） 

 https://www.rihga.co.jp/osaka 

 

 

2020年 10月 7日 

リーガロイヤルホテル（大阪） 

 

【NEWS RELEASE】 

 

 

 

（左）イタリアンレストラン ベラ コスタ （中央）日本料理 なかのしま （右）セラーバー ※写真はイメージです。 

＊＊＊＊ 本件に関する取材の問い合わせ先 ＊＊＊＊ 

リーガロイヤルホテル 総支配人室 広報担当 竹村
たけむら

 梓
あずさ

、藤本
ふじもと

 絵
え

理
り

、臼山
うすやま

 薫
かおり

 

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島 5-3-68 TEL. 06-6441-1684（直通） FAX. 06-6441-1677 

https://www.rihga.co.jp/osaka


2 

 

■「オンライン予約限定おすすめプラン」開催概要  

販売開始日／ 2020年10月14日（水）              ※営業時間・休業日は予告なく変更になる場合がございます。 
 

開催店舗 ご提供時間 休業日（※） 

レストラン シャンボール （タワーウイング 29階） 17：00～20：00 毎週月・火曜日 

イタリアンレストラン ベラ コスタ （アネックス 7階） 12：00～14：30、17：00～20：00 毎週水曜日  

オールデイダイニング リモネ （ウエストウイング 1階） 11：30～15：00、17：30～20：30 ― 

鉄板焼・焼肉 なにわ <鉄板焼コーナー> （地下 1階） 12：00～14：30、17：00～20：00 毎週火曜日  

中国料理 皇家龍鳳  （ウエストウイング 15階） 12：00～14：30、17：00～20：00 毎週月曜日 

日本料理 なかのしま (タワーウイング 30階) 12：00～14：30、17：00～20：00 毎週木曜日  

カウンター割烹 みおつくし （地下 2階） 17：00～20：00 毎週火・水曜日 

リーチバー （1階） 14：00～22：00 毎週火・水曜日 

セラーバー （地下 2階） 18：00～23：00 毎週月曜日 
※記載日以外にも休業の場合がございます。 

 

■「オンライン予約限定おすすめプラン」開催店舗 メニュー例  
※料金は、ホテル公式ウェブサイトからのオンライン予約限定価格で、税金・サービス料を含みます。  

※ご利用はホテル公式ウェブサイトから、前日までにご予約ください。※写真はすべてイメージです。 

※季節や入荷状況によりメニュー内容を変更する場合があります。※「オンライン飲食予約の利用によるポイント付与」や大阪府「少人数利

用・飲食店応援キャンペーン」の対象店舗については、外部予約サイトでご確認ください。 

 

・レストラン シャンボール 
リーガロイヤルホテルグループの最高級グランメゾン。 

フランス古城の佇まいの店内で、芸術的な料理と上質のおもてなしを。 

＜ディナー＞ 20,000円 

・小さなお楽しみ前菜 

・オマール海老と青リンゴ セロリのジュレ 

クレームドクリュスタッセ ライム風味のエキューム 

・ジロール茸とモンサンミッシェルムール貝のフリカッセ  

ターメリック風味 

・黒鮑のポワレと秋茄子のフォンダン キャビアソース 山わさび風味 

・マナガツオのセジールとパースニップのピュレ 

ヘーゼルナッツ風味の焦がしバターソース 

・黒毛和牛フィレ肉とフォワグラのロッシーニ風  

茸のボルドレーズ添え 黒トリュフソース 

・小さなお楽しみデザート 

・無花果のコンポートとショコラのミルフィーユ仕立て 

フロマージュブランのソルベ 

・小菓子 

・コーヒー 

 

・イタリアンレストラン ベラ コスタ  

堂島川に面した開放的な邸宅風レストラン。 

食前酒の付いたシェフ自慢のコース料理を。 

＜ランチ＞ 5,000円 

［グラスワイン付］ 

・はじまりの一品 

・冷製 国産豚ロース肉のアッローストのリエット包み 

サツマイモとリンゴのリゾット仕立て マスカルポーネ風味 

・カマス 甘長唐辛子 スパゲッティ 

・本日のお魚のサルタート 自家製バッカラ・マンテカートのズッパ  

バーニャカウダ風味のスプーマ 

または 三重県産熊野地鶏のテリーナ 熊野の森の香り 

・クレーマ・ダンジェロ 無花果コンポスタ 

・食後のお飲み物  
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＜ランチ・ディナー＞ 6,500円 

［グラススパークリングワイン付］ 

・はじまりの一品 

・冷製 国産豚ロース肉のアッローストのリエット包み 

サツマイモとリンゴのリゾット仕立て マスカルポーネ風味 

・カマス 甘長唐辛子 スパゲッティ 

・本日のお魚のサルタート 自家製バッカラ・マンテカートのズッパ  

バーニャカウダ風味のスプーマ 

・三重県産熊野地鶏のテリーナ 熊野の森の香り 

・クレーマ・ダンジェロ 無花果コンポスタ 

・食後のお飲み物  

 

・オールデイダイニング リモネ 

一口サイズの小皿に仕立てたタパス料理などの数々。 

ご注文ごとに仕上げるデザートもお楽しみいただけます。 

＜ランチビュッフェ＞ 4,000円 

・南瓜のフラン パンプキンシード 

・アトランティックサーモンとポテトのチーズ焼き 

・ポルチーニ茸・キノコ類のペンネ アーリオ・オーリオ 

・サンマ・キノコの香草焼き 

・シーフードピラフ    など 

［ライブクッキング］ 

・目の前で仕上げるデザート 3種       
 

＜ディナービュッフェ＞ 5,000円 

・南瓜のフラン パンプキンシード 

・アサリ風味のロワイヤル カルボナーラ風 

・フォワグラのフランとビーツ 

・アトランティックサーモンとポテトのチーズ焼き 

・ポルチーニ茸・キノコ類のペンネ アーリオ・オーリオ 

・サンマ・キノコの香草焼き 

・シーフードピラフ    など 

［ライブクッキング］ 

・担々麺  

・選べるお肉の鉄板焼 

・目の前で仕上げるデザート 3種    

 

・鉄板焼・焼肉 なにわ <鉄板焼コーナー> 

味・香り・技、シェフが目の前で魅せる上質素材の鉄板焼をご堪能 

いただけます。 

＜ランチ＞ 12,500円 

・本日の前菜 

・フォワグラのソテー 

・活車海老 

・帆立貝柱 

・本日のお魚 

・なにわサラダ 

・黒毛和牛フィレ またはサーロイン 100g 

・焼野菜 

・御飯、味噌汁、香の物 

・本日のデザート 

 

 

ビュッフェイメージ 

ランチ・ディナーイメージ 
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＜ディナー＞ 20,000円 

・子持ち昆布 

・和牛タンの煮込み 

・活国産イセエビ または活鮑 

・なにわサラダ 

・極上黒毛和牛フィレ またはサーロイン 80ｇ 

・焼野菜 

・御飯、味噌汁、香の物 または茶そば 

・本日のデザート 

・中国料理 皇家龍鳳 

前菜、フカヒレをはじめ、彩り鮮やかな中国料理が味わい尽くせます。 

＜ランチ＞ 6,500円 

・三種前菜盛り合わせ 

・フカヒレ姿（胸ビレ）煮込み 

・北京ダック 

・五目揚げ餃子 大根餅 

・イカと野菜の塩炒め 

・海老のチリソースとカレーのスパイス炒め 

・とびこと大葉の炒飯 上湯スープ 

・杏仁豆腐 

＜ディナー＞ 12,500円 

・五種前菜盛り合わせ 

・フカヒレ姿煮込み（白湯 または上湯） 

・北京ダック 

・タラバ蟹、白身魚と白木耳の塩炒め 

・蝦夷鮑のニンニク蒸しと国産牛のスープ湯引き 

・海老の甘辛ソース 

・海鮮炒飯と酸辣湯 

・杏仁豆腐と胡麻団子 

・日本料理 なかのしま 

季節の味わいを美しく表現した会席料理を、高層階からの美しい眺めとともに。 

＜ランチ＞ 6,500円 ［グラスワイン付］ 

・おたのしみの一品 

・長芋となめこ ずわい蟹の博多寄せ 

・栗の和風ポタージュ 

・お造り 二種盛り 

・壱の冷やし旬菜 

・弐の温かい旬菜 

・小鍋仕立てにて 海老の亥の子餅 べっ甲餡掛け 

・秋鮭ときのこの炊き込みご飯 赤出汁 

・本日のデザート 

・食後のコーヒー 

＜ディナー＞ 12,500円  

・おたのしみの一品 

・柿釜にて 蒸し鮑と生雲丹 すじこ 

・渡り蟹の寄せ蒸し 

・お造り 三種盛り 

・黒毛和牛ロース肉の変わり一口寿司 

・なかのしま旬菜盛り 

・冷やし黒毛和牛ロース肉のフォワグラムース包み 

・名残り鱧の玉締め小鍋 和風白湯のふかひれ餡掛け 

・松茸の炊き込みご飯 

・本日のデザート 

ディナーイメージ 

ディナーイメージ 

ランチイメージ 
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・カウンター割烹 みおつくし 

全 9品の会席料理を全国の銘酒とともに。 

落ち着いたテーブル席と会話が楽しめるカウンターをご用意。 

＜ディナー＞ 10,000円 

・前菜猪口盛り合わせ 

・湯葉真丈と焼き麩 菊花うす葛仕立て 

・お造り二種盛り 山葵 昆布 土佐醤油 

・伊勢赤どりとかますの朴葉味噌焼き あしらい一式 

・かき揚げ しそ塩 

・はも小鍋 玉葱 椎茸 豆腐 青味 

・鮭の炊き込み御飯 いくらの醤油漬け 

・香物三種盛り 

・赤出汁 

・梨の炭酸ゼリー掛け フルーツ ミント 

 

 

・リーチバー 
日本民藝コレクションがさりげなく飾られた静寂な空間で 

過ごす安らぎの時間を。 

＜全時間帯＞ 6,500円  

・グラスシャンパーニュ 2杯 

・おつまみ盛り合わせ 

 

 

・セラーバー 

英国調の重厚な雰囲気の本格ダイニングバー。 

フリードリンク付で、食事も楽しめます。 

＜ディナー＞ 6,500円 

［フリードリンク（ビール／ウイスキー／ワイン／焼酎／ 

カクテル 25種類／ソフトドリンク）付］ 

・シャルキュトリー（コールミート盛り合わせ） 

・スティック野菜と 2種類のディップ 

・チーズ盛り合わせ 

・ドライフード盛り合わせ 

 

 

【感染防止対策について】 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、席数を変更しています。 

※お客様の安全と安心を第一に考え、新型コロナウイルス感染防止対策として、ロビーや各レストランに消毒液を 

設置し、スタッフはマスク着用の上サービスさせていただくほか、従業員の体調チェック、出社前の体温測定等 

を実施しています。 

 

【お客様へのお願い】 
※入店時に検温・健康状態の確認をいたします。 

※入店時に手指のアルコール消毒をお願いします。 

※「大阪府コロナ追跡システム」のQRコード読み取りのご協力をお願いします。 
 


