
営業時間 17：30～23：30（L.O. 23：00）
※テーブルチャージ（上記プラン利用時は不要）
1名様　￥1,000（￥1,080）

Tel  082-228-6216

スカイラウンジ リーガトップ ( 33F )

営業時間 19：00～1：00 （L.O. 0：30）
※月曜定休

Tel  082-228-5572

バー コルンバ ( 2F )

二次会はこちら

※記載のプランは全て各種割引対象外とさせていただきます。
　（リーガトップの「スカイパーティプラン」を除く）
※料金には税金・サービス料が含まれております。
※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。
※特別な記載をしていない場合、メニューで使用しているお米はすべて国産米です。
※食材の入荷状況等により、内容が変更になる場合がございます。
※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。
　なお、ご不明な点はお申し出ください。

ビール・ウイスキー・焼酎・ソフトドリンク◆ フリードリンクAプラン

リーガトップ 二次会プラン
前日までのご予約制
17：30～23：30 の間で2時間制

・おつまみ付　（1種）　お1人様　3,000円 ＜ 5名様以上＞
・料理付　　　　　　  　 お 1 人様　4,000円 ＜ 10名様以上＞
（オードブル3 種盛り合わせ・フライドチキン・フライドポテト・フルーツ盛り合わせ・おつまみ 1 種）

ビール・ウイスキー・ワイン（赤・白）・焼酎・
カクテル10 種・ソフトドリンク◆ フリードリンクBプラン

・おつまみ付　（1種）　お1人様　3,500円 ＜ 5名様以上＞
・料理付　　　　　　　 お 1人様　4,500円 ＜ 10名様以上＞
（オードブル3 種盛り合わせ・フライドチキン・フライドポテト・フルーツ盛り合わせ・おつまみ 1 種）

※金曜・土曜・日曜・祝日は上記の金額に追加でお1人様プラス300円とさせていただきます。（おつまみは2種になります。）

※各種割引対象外

《 フリードリンク 》 ※ 2時間制
ビール / ウイスキー / 焼酎 / 
梅酒 / ソフトドリンク

《 3月メニュー 》
・鰹タタキのカルパッチョ仕立て
・トマトと角切りベーコンのサラダ
　チーズをかけて
・魚のポワレ バジルソース
・ワカサギのフリット
　黒オリーブペーストとレモン添え
・鶏モモ肉ハーブ焼き マスタード添え
・ツナと菜の花のトマト風味パスタ
※メニューは月替わりです。

営業時間
バー      17：30～23：30（L.O. 23：00）
ディナー  17：30～21：00
※テーブルチャージ（上記プラン利用時は不要）
1名様　￥1,000（￥1,080）

Tel  082-228-6216

スカイラウンジ リーガトップ ( 33F )

1 名様 +￥500で、
[カクテル10種・ワイン（赤・白）]
を追加いただけます。

オプション

スカイパーティプラン
6,000円

営業時間
ランチ     11：30～14：30 （L.O. 14：00）
ディナー   17：30～21：00
※全席禁煙

Tel  082-228-5473

レストラン シャンボール ( 33F )

前日までのご予約制

歓送迎会プラン
10,000円

（コース料理、フリードリンク、税金・サービス料含む）

6,000 円コー ス

《 フリードリンク 》 ※ 2時間制
スパークリングワイン
ワイン（赤・白）
ソフトドリンク

《 メニュー 》
・アミューズ・ブーシュ
・オードブル3種盛り合わせ パレットに見立てて
・本日の魚ポワレ 玉葱ソテー　
　ジュ・ドニオンキャラメリゼ
・牛フィレ肉とフォワグラのグリエ
　彩り野菜を添えて 赤ワインソース
・シェフパティシエのデザート
・コーヒー、小菓子

◆ 12,000円 コース
◆ 14,000円 コース
◆ ランチプラン  5,000円
    （乾杯のお飲物つき）　もございます。◆ 8,000円

◆ 10,000円　プランもございます。

33F 33F

（大皿料理、フリードリンク、税金・サービス料含む）

17：30～21：00

 ※２名様から承ります。 ※各種割引対象外

※8,000 円、10,000 円プランは
　スパークリングワイン付

イメージ

期間 3月1日（水）～4月30日（日）

リーガロイヤルホテル広島

レストラン
歓送迎会プラン



営業時間
6：30～22：00 （L.O. 21：30）
※全席禁煙

Tel  082-228-5395

オールデイダイニング ルオーレ ( 1F )

イメージ

メインディッシュ＆ディナービュッフェ
平日限定 5,000円

《 メインディッシュ メニュー 》
・ローストビーフ
※お1人様１皿お席までお持ちいたします。

1F

《ビュッフェ メニュー 一例 》
・イカとアボカドのピンチョス
・彩り野菜のスティック バーニャ・カウダソース
・挽肉と茄子のオーブン焼き “ムサカ”
・グリーンアスパラガス入り スパゲッティ・ジェノベーゼ
・モッツァレラチーズとラタトゥイユのピザ
・ガトー・ショコラ 他

（料理、フリードリンク、税金・サービス料含む）
※各種割引対象外

《 フリードリンク 》 ※ 2時間制 
生ビール
ワイン（赤・白）
フリージングハイボール
ソフトドリンク 他

17：30～21：00（L.O.20：30）

◆ 8,000円
◆ 12,000円 のコースもございます。

◆ 12,000円
◆ 13,500円 プランもございます。

 歓送迎会プラン　10,000円

《 食べ比べコース 》
・アミューズ・ブーシュ
・本日のオードブル
・帆立貝、本日の魚、海老の鉄板焼
・国産牛サーロイン、
　黒毛和牛モモのステーキ盛り合わせ
・サラダ、焼野菜
・ガーリックライス または 白御飯
・赤だし、香物
・デザート、コーヒー

《 フリードリンク 》   ※ 2時間制
生ビール
ワイン（赤・白） 
日本酒
焼酎
ウイスキー
ソフトドリンク

営業時間
ランチ     11：30～14：30 （L.O. 14：00）
ディナー   17：30～21：00
※全席禁煙

Tel  082-228-6762

鉄板焼なにわ ( 6F )

イメージ

前日までのご予約制

6F
（料理、フリードリンク、税金・サービス料含む） （料理、フリードリンク、税金・サービス料含む）

※２名様から承ります。※各種割引対象外※５名様から承ります。

《 7,500円メニュー 一例 》
・お造り3種盛り合わせ
・烏賊のぬた和え
・天婦羅の盛り合わせ
・蟹のクリームコロッケ
・広島県産豚の豆乳しゃぶしゃぶ
・牛ロースステーキ
・広島県産豚の角煮
・鶏の唐揚げ
・おでん盛り合わせ
・焼き明太子
・野菜雑炊
・本日のにぎり盛り合わせ（3種）
・デザート　　　　　　　など

営業時間
ディナー   17：30～21：00
※全席禁煙

Tel  082-228-5924

居酒屋 酒仙 ( 6F )

紫雲プラン　7,500円

イメージ

6F
※オーダーバイキング形式

前日までのご予約制

（料理、フリードリンク、税金・サービス料含む）

◆ 紫雲プラン　10,000円   ※ 5名様から承ります。
◆ 男組プラン　 5,000円、6,000円、7,000円
                                               ※ 4名様から承ります。　
◆ コース料理プラン   6,000円～ ※ 2名様から承ります。

《 3月メニュー 》
・帆立貝 海老 梅卸し 
　だしジュレ
・若竹吸 蕗 木の芽　
・お造り二種盛り合わせ
・魚の西京焼き
・ホタル烏賊と山菜の天婦羅
・揚げ胡麻豆腐 鯛酒蒸し
　銀餡掛け
・広島県庄原産こしひかり
・赤だし、香物
・デザート
※メニューは月替わりです。

営業時間
ランチ     11：30～14：30 （L.O. 14：00）
ディナー   17：30～21：00
※全席禁煙

Tel  082-228-5919

日本料理なにわ ( 6F )

《 フリードリンク 》   ※ 2時間制
日本酒
ビール
焼酎
ワイン（赤・白）
ソフトドリンク

歓送迎会プラン 10,000円

前日までのご予約制

6F

《 フリードリンク 》   ※ 2時間制
ビール
日本酒
焼酎
梅酒
ウイスキー
ソフトドリンク

※２名様から承ります。※各種割引対象外※各種割引対象外

イメージ




