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タパス（小皿）仕立てのオードブルや、シェフのこだ

わりが詰まった温製料理、出来立てをお楽しみいただ

けるデザートに加え、ディナータイムはライブクッキ

ングもご用意しております。

シェフの趣向を凝らしたお料理の数々をお楽しみくだ

さい。

! ビュッフェ営業にあたっての衛生対策

ランチビュッフェ

＜1月4日〜14日＞

期間

2021年1月4日（月）〜14日（木）

時間

11：30〜15：00（ラストオーダー14：30）

《90分制》

料金

大人　￥3,900（￥4,719）

小学生　￥2,500（￥3,025）

＜1月15日〜2月28日＞

期間

2021年1月15日（金）〜2月28日（日）

時間

11：30〜15：00（ラストオーダー14：30）

《90分制》

料金

大人　￥3,900（￥4,719）

小学生　￥2,500（￥3,025）

" ページトップに戻る

ディナービュッフェ

＜1月4日〜14日＞

期間

2021年1月4日（月）〜14日（木）

時間

17：30〜20：30（ラストオーダー20：00）

《120分制》

料金

大人　￥5,000（￥6,050）

小学生　￥3,000（￥3,630）

［アルコールフリードリンク付プラン］

￥7,000（税金・サービス料含む）

＜1月15日〜2月28日＞

期間

2021年1月15日（金）〜2月28日（日）

時間

17：30〜20：30（ラストオーダー20：00）

《120分制》

料金

大人　￥5,000（￥6,050）

小学生　￥3,000（￥3,630）

［アルコールフリードリンク付プラン］

￥7,000（税金・サービス料含む）

フリードリンク付きプラン

アルコールのフリードリンク付きのお得なプラン

をご用意しております。

2杯以上お飲みになるならプランでのご予約がお

すすめです。

料金

大人￥7,000（税金・サービス料含む）

フリードリンクアイテム

ビール、赤ワイン、白ワイン、ウイスキー

" ページトップに戻る

ビュッフェ営業における

衛生対策

安心してお食事をお楽しみいただけるよう下記の取り

組みを実施しております。

ご理解、ご協力を賜りますようお願い申しあげます。

ご入店時

ご入店の際には、マスクの着用・手指の消毒・検温

へのご協力をお願い申しあげます。

テーブルにおいて

お席においても、お食事以外（ご歓談）のお時間は

マスクの着用をお願い申しあげます。

お客様同士が向かい合って座るテーブル上に、飛沫

防止パネルを設置しております。

料理卓において

料理をお取りいただく際は、マスク・ビニール手袋

の着用と手指の消毒をお願い申しあげます。

お並びの際は、間隔を空けていただきますようお願

い申しあげます。

トングは定期的に入れ替え・洗浄しております。

" ページトップに戻る

※メニュー内容は、食材の入荷状況等により変更する場合がご

ざいます。あらかじめご了承ください。

※特に記載がない場合、表示料金 または（）内料金は税金・サ

ービス料を含みます。

※写真はイメージです。

オールデイダイニング リモネ

ウエストウイング1階

朝食から夕食まで、時間帯によってさまざま

に変化するビュッフェやタパスが、活気あふ

れるオープンキッチンから提供されます。緑

と水に囲まれた心地よい空間で、心躍るひと

ときをお楽しみください。

リーガロイヤルホテル（大阪）

〒530-0005　大阪市北区中之島 5-3-68

TEL：（06）6448-1121

FAX：（06）6448-4414

 

リーガロイヤルホテルグループ

水都大阪の中心・中之島にあるリーガロイヤルホテ

ル。創業より80余年、ご宿泊、レストラン＆バーのご

利用、ご婚礼、ご宴席など、多彩なお客様のご要望に

お応えするリーガロイヤルホテルグループの旗艦ホテ

ルです。大阪の迎賓館と称される上質なおもてなしの

ひとときを。京阪電車中之島駅直結。JR大阪駅より無

料シャトルバス運行。

※当サイトで掲載されている写真はイメージです。
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オールデイダイニング リモネ

ランチ・ディナー

ビュッフェのご案内

ビュッフェ内容を見る !

  

ビュッフェイメージ

メニュー詳細 "

オンライン予約 "

   

ビュッフェイメージ

メニュー詳細 "

オンライン予約 "

  

ビュッフェイメージ

メニュー詳細 "

オンライン予約 "

    

ビュッフェイメージ

メニュー詳細 "

オンライン予約 "

オンライン予約 "

店舗概要 "

ご予約・お問い合わせ

オールデイダイニング リモネ　直通

（06）6441-1056

電話で予約 "

リーガロイヤル会員様

向けおすすめ情報

インターネットご予約

特典

個室のご案内 朝食のご案内
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リーガロイヤルホテル（大阪） (
MENU

1月15日～2月28日のメニュー

〔冷製料理〕

サラダいろいろ

リーガロイヤルホテル製 シャルキュト

リー

紅ズワイ蟹・土佐文旦・リーソバージ

ュ（アメリカ産）のサラダ仕立て

炙りマグロのタリアータ ヘーゼルナッ

ツで香りを付けた根菜

オイルサーディンと金時人参のサオー

ル

鶏胸肉とセロリラブのレムラード アー

モンドのアクセント ミモレットチーズ

のトッピング マスタードとライムのク

リーム

合鴨胸肉のタリアータ 玉葱のアグロド

ルチェ

フォワグラのフラン マンゴーとカラマ

ランシービネガーソース

海老とブロッコリーのリエット

和風惣菜

〔温製料理〕

焼きたて窯焼き 本日のピザ

点心 各種

チキンのオーブン焼き スパイシーカレ

ーソース

コロッケ・ソーセージ・フライドポテ

ト

真鱈のバスク風

ブリ大根 リモネ風

リーガロイヤルホテルのカレーライス

豚ロース肉のカツレツ お好みソースで

（トマト・バジルソース または カレ

ーソース）

マリラ風 ポテトチャウダー

アールグレイで香りを付けた豚肩肉の

ロースト スターアニス風味のオニオン

ソース

ナヴァラン ダニョー（仔羊のトマト煮

込み）

シーフードピラフ

じゃが芋のニョッキ フォワグラ風味の

クリーミーソース

〔スタンドクッキング（ディナー限

定）〕

コーンバターラーメン

ローストビーフ

〔デザート〕

目の前で仕上げるデザート3種

- チョコレートムース　蜜柑のジュレ

- 苺とクリームチーズのモンブラン

- イチゴとあずきのハート最中

お好みのアイスクリーム＆シャーベッ

ト

〔ソフトドリンク〕

コーラ / ジンジャエール / ホワイトソ

ーダ / ホワイトウォーター / ウーロン

茶 / トニックウォーター / コーヒー

（ホット・アイス） / 紅茶（ホット）

) 閉じる

) 閉じる
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