ひろしま地旅

広島県内観光周遊・食事プラン

広島市内飲食店とおりづるタワー
このプランは「やっぱ広島じゃ割・
やっぱ広島じゃ割（地域観光支援分）」を活用した旅行割引プランです。
＝「やっぱ広島じゃ割」
「やっぱ広島じゃ割（地域観光支援分）
」の補助金の額（割引額）＝
⚫ 「やっぱ広島じゃ割」は、割引前旅行代金の１／２の額（上限は 15,000 円）
⚫ 「やっぱ広島じゃ割（地域観光支援分）
」は、割引前旅行代金の１／２の額（上限は 5,000 円）
⚫ 割引前旅行代金は「基本旅行代金」とご希望により生じる「アップグレード追加旅行代金」を合計した額となります。
⚫ 「やっぱ広島じゃ割」と「やっぱ広島じゃ割（地域観光支援分）」の割引の併用はできません。

＝やっぱ広島じゃ割・地域観光支援割クーポン＝
⚫ 当プランでは「やっぱ広島じゃ割・地域観光支援割クーポン」をお渡しします。
⚫ 当プランにおけるクーポンの付与額は、ご利用のプランにより 1,000 円分又は 2,000 円分のいずれかとなります。
⚫ 旅行期間中、広島県内のクーポン取扱店舗でご利用できます。

旅行代金（おとな・こども同額、飲食店同一価格）
★ ランチプラン
割引前旅行代金 5,000 円 お支払い実額 2,500 円
★ ディナープラン
割引前旅行代金 10,000 円 お支払い実額 5,000 円
お申込金はお支払い旅行代金の全額を申し受けます。
１．各プラン共通のご案内
（1） 旅行代金には、プランごとのお食事料金・サービス料・消費税、お飲み物がセットされたプランのお飲み物代・サービス料・消
費税、観光・体験コンテンツの利用料金・消費税が含まれております。
（2） 旅行代金には、主に個人的性質の諸費用は含まれておりません。
（3） メニューは季節や仕入れ状況によって内容変更になる場合がございます。
（4） お渡しするクーポンバウチャー（Voucher）を必ず持参して利用施設にお渡しください。紛失・お忘れ等により利用施設に提出
できない場合は、旅行サービスの提供を受けることができませんのでお気を付けください。
（5） おりづるタワーの入場はお食事日当日のみとなります。
（おりづるタワーは入場されなくても利用料金の払戻しはいたしません。
）
（6） 旅行代金が生じない幼児のお食事代や観光・体験コンテンツ利用料金は利用施設に直接お支払いください。
（7） 旅行開始日（ご利用日）の 10 日目に当たる日以降に、旅行契約の取消しや変更（ご参加人数の一部減少）が生じた場合、所定
の取消料を申し受けます。お申込みの前に必ず取引条件説明書面記載の内容をご確認ください。

2．ランチプラン・ディナープランのメニュー（参考）

八雲流川店 （082）243-4500
ランチタイム

11:30～15:00（ラストオーダー14:30）

ひろしま八雲 （082）244-1551
ランチタイム

ランチ＜八雲御膳 又は すきやき御膳からチョイス＞
＜八雲御膳＞

11:30～15:00（ラストオーダー14:30）
ランチプラン

＜昼膳

彩り＞

＜昼膳 彩り＞※10 月（メニューは毎月変わります）

●本日の小鉢

●籠盛り（牛肉しぐれ煮･出し巻き玉子･いがぐり･ｻｰﾓﾝ手毬寿司

●造里二種盛合せ

●三種盛（法蓮草みぞれ和え･穴子酢物･きんぴらごぼう）

●八雲特製蒸し鍋（黒毛和牛･野菜盛り）

●小鉢（揚げ豆腐･赤魚･木の子あんかけ

●茶碗蒸し

●造里（季節のお造里）

●食事（御飯･汁物･香の物･瀬戸の辛子ちりめん）

●焼物（鰆味噌柚庵焼）

●デザート又はコーヒー

●蒸物（茶碗蒸し）

＜すきやき御膳＞

●食事（御飯･汁物･香の物･瀬戸の辛子ちりめん）
●デザート（下記より一品お選びください）

●小鉢

・アイス最中、ぜんざい、アイス各種（バニラ・抹茶・伯方の塩））

●造里二種盛合せ

・ぜんざい

●すきやき小鍋

・季節の果物

●食事（御飯･汁物･香の物･瀬戸の辛子ちりめん）

・アイスぜんざい
・コーヒー

イタリア料理
ランチタイム
ディナータイム

Soggiorno （082）545-8060
11:30～15:00（ラストオーダー14:00）
17:30～22:00（ラストオーダー20:30）

ランチプラン（１ソフトドリンク付）
⚫ 季節のスープ
⚫ 自慢の生パスタをお好みのソースで
（店内のメニューからお好みを選べます）
・渡りガニのトマトクリームソース ・黒毛和牛のボロネーゼ
・生ウニのクリームソース
・季節のパスタ
⚫ パン（おかわり出来ます）
⚫ 本日のメイン料理（旬の素材、シェフのおすすめをご提供します）
⚫ シェフの気まぐれデザート
⚫ お好みのカフェ

ディナープラン（飲み放題付）
●【食前の一皿】本日のひとくち前菜
●【前菜①】牛肉とフルーツのカルパッチョ、トリュフ風味のソース
●【前菜②】サーモンの瞬間燻製、カポナータ添え
●【ピッツア】石窯で焼いた、生ハムといろいろキノコのピッツァ
●【パスタ】サンマとドライトマトのアーリオ・オーリオ、イタリア
産からすみ風味、トマトのタリオリーニ
●【メイン料理】特選牛フィレ肉のステーキ、ポルチーニ茸と栗のソース
●【デザート】パンナコッタとピスタチオのジェラート、ドライフル
ーツのアクセント、お好みのカフェ
●【飲み放題メニュー（2 時間制）】※ラストオーダーは 90 分
エビス生ビール、ワイン（赤・白・スパークリング）
、サングリア
焼酎（芋・麦）、カクテル各種、ソフトドリンク（ｵﾚﾝｼﾞ･ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰ
ﾂ･ｱｯﾌﾟﾙ･ﾗｲﾁ･ｺｰﾗ･ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｰﾙ）

クラフトビールと炭火 はればれ （082）236-9313
ランチタイム
ディナータイム

11:30～15:00（ラストオーダー14:00）
17:30～22:00（ラストオーダー21:30）

ランチプラン ＜特製選べるランチセット＞
オリジナルクラフトビール付
●【前菜＆サラダのプレート】例）炙りホタテ・季節のおひたし・マ
カロニとたっぷりハーブサラダ
●【選べるおかずとごはん・汁物・香の物】例）・特製鶏つくね or つ
くねの照り焼き・肉豆腐・白身フライとタルタル・高宮鶏炭火焼・
せせりポン酢
●【デザート】バニラアイスのコフィチュールがけ
●【お好きなＨＮＢオリジナルクラフトビール】レギュラーサイズ１
杯 or ハイボール or ソフトドリンク

ディナープラン 特別「はればれ満喫」コース
飲み放題 100 分付（オリジナルクラフトビール含む）
お土産ボトルビール１本付
●前菜盛り
●ロメインレタスのおかか・パルメザンチーズがけ
●熟成高宮鶏の寝かせ手羽揚げ
●本日の特選！!炭焼き牛さがりと旬野菜
●あさりクリーム煮 with 焼キャベツ
●にゅうめん or 焼きおにぎりなど
●バニラアイスのコンフィチュールがけ
●飲み放題メニュー（※ラストオーダーは 100 分）
HNB オリジナルビール他クラフトビール、キリンビール、
サッポロビール、・グラスワイン、日本酒、サワー、カクテル、
ハイボール、ソフトドリンク
●お土産 セレクトした HNB ボトルビール 1 本
※種類は選べません。ご了承ください。

中国小皿料理 拍拍飯店 （082）247-8801
ランチタイム 11:30～15:00（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 14:30）
ディナータイム（平日・土） 17:00～23:00（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 22:00）
ディナータイム（日・祝日） 17:00～22:00（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 21:00）
ランチプラン＜飲茶ランチ＞（１ソフトドリンク付）＊1 名様以上
● 蒸し鶏の前菜
● チンゲン菜の炒め物
● エビのマヨネーズ和え
● 飲茶五種
● お好みのおかゆをチョイス
・鶏肉と黄ニラのおかゆ ・ヘルシー野菜がゆ ・海鮮がゆ
● デザート二種

ディナープラン＜特選コース＞飲み放題付＊2 名様以上
●冷菜三種盛合せ
●エビのヒスイソース炒め
●スブタ
●蟹肉フカヒレ入りスープ
●鶏の唐揚げともち米揚げ餃子
●シュウマイとエビ蒸し餃子
●拍拍飯店名物麻婆豆腐
●シャケチャーハン
●自家製杏仁豆腐
●飲み放題メニュー（2 時間制）※ラストオーダーは 90 分
ビール（瓶・生）、紹興酒、焼酎（麦・芋）、ワイン（赤・白）
、
ウイスキー（ﾊｲﾎﾞｰﾙ・ｺｰﾗ割・ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｰﾙ割･ﾛｯｸ・水割・湯割）、
酎ハイ（ﾚﾓﾝ･ﾗｲﾑ･ｶﾙﾋﾟｽ･ｳｰﾛﾝ・ｵﾚﾝｼﾞ・ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ）、
果実酒（梅酒･ｶｼｽ・桂花陳酒（ｷﾝﾓｸｾｲ）
・杏露酒(あんず)、檸檬酒（ﾚ
ﾓﾝ）・藍苺酒(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ)・ｻﾝｻﾞｼ酒）、日本酒（燗・常温・冷酒）、ソ
フトドリンク（ｵﾚﾝｼﾞ･ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ･ｺｰﾗ･ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｰﾙ･ｳｰﾛﾝ茶・ｶﾙﾋﾟｽ）

炊き出し餃子 我美 （082）249-3800
ランチタイム
ディナータイム

12:00～14:00（ラストオーダー13:30）
18:00～24:00（ラストオーダー23:30）
ランチプラン

●朝一魚刺盛３種
●瀬戸内産太刀魚の梅しそ揚げ
●広島ハーブ鶏の鉄板焼き
●炊き出し餃麺

ディナープラン（飲み放題付）
●前菜３種盛り合わせ
●瀬戸内産鯛の薄造り あん肝添え 柑橘ソース
●海鮮茶碗蒸し
●地穴子白焼き
●地ダコと旬野菜の天ぷら
●広島県産和牛コウネの炙りともみじ豚のステーキ盛り合わせ
●炊き出し餃子
●〆の麺
●飲み放題メニュー（※ラストオーダーは 90 分）
生ビール（キリン一番搾り 生、黒生、ハーフ＆ハーフ）、
焼酎（芋、麦、しそ、黒糖、米）
、日本酒（冷、燗）
、
梅酒（ロック、水割り、ソーダ割り）、
リキュール（ソーダ割り、オレンジ割り、グレープフルーツ割り）
、
ウイスキー（ハイボール、水割り、ジンジャーエール割り、ロック）、
ワイン（グラス：赤、白）、ソフトドリンク（ｵﾚﾝｼﾞ､ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ、
ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ、ｸﾗﾝﾍﾞﾘｰ、ｺｰﾗ、ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｰﾙ、ﾄﾆｯｸｳｫｰﾀｰ、ｶﾙﾋﾟｽ、ｳｰﾛﾝ茶、
緑茶）

