
※内容は変更する場合がございます。 

あらかじめご了承ください。 
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主   催：平成２７年度モントリオールの日実行委員会 
広島カナダ協会、広島ホームテレビ、姉妹都市クラブ、マニュライフ生命保険株式会社広島営業所、 
カナダ政府西日本通商事務所、広島車いすダンスくらぶ、広島市、公益財団法人広島平和文化センター 

お問い合わせ：(公財)広島平和文化センター国際交流・協力課 TEL：(０８２)２４２－８８７９ 

2015.7.12 

会場：福屋広島駅前店 

13:30～15:45 

日 

♪ ステージ 

  広島車いすダンスくらぶダンスショー 

セレモニー 

モントリオールクイズ（景品付き） 

記念パフォーマンス 

お楽しみ抽選会 

 

♪ ウェルカムドリンク 

 

♪ モントリオール＆カナダ紹介展 

 

♪ カナダの特産品の展示・販売 

～記念パフォーマンス〜 

カナダ出身関西在住の大道芸人 

Galloway Riki 

（ガロウェイ・リッキー） 

協   力：株式会社福屋 

（南区松原町９－1） 

６階 マルチの広場 

後   援：カナダ大使館、ケベック州政府在日事務所、カナダ観光局 



モントリオールの日 協賛事業 

会 場 案 内                                 （順不同） 

                                            

ＡＮＡクラウンプラザホテル広島 
1F ザ・ラウンジ 
中区中町 7－20 ℡082-241-1111 

カナディアンウイスキーとカクテルをご用意 
①ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｸﾗﾌﾞ 12 年 ｼｮｯﾄﾌｪｱ 1,400 円→1,000 円 

②おすすめｶｸﾃﾙにて「ｹﾍﾞｯｸ」を販売 1,300 円    期間:7 月 1 日(水)～7 月 31 日(金) 

オリエンタルホテル広島 

1F NEW York Cafe 

中区田中町 6-10 ℡082-240-5567 

モントリオールウィーク 
ｶﾅﾀﾞｳｲｽｷｰの代表的銘柄「ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｸﾗﾌﾞ ｸﾗｼｯｸ 12年」を 30％ｵﾌの 915円（税・ｻｰ

ﾋﾞｽ料込）でご提供。ｼﾞｬｽﾞの生演奏を聴きながらｽﾛｰな時間をお楽しみください。 

別途、ﾐｭｰｼﾞｯｸﾁｬｰｼﾞ 21 時以降 540 円  期間：7 月 8 日（水）～14 日（火） 

グランドプリンスホテル広島 
23F スカイラウンジ トップ オブ ヒロシマ 
南区元宇品町 23-1 ℡082-256-1111 

カナディアンウイスキーをご用意 
「ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｸﾗﾌﾞ 12 年」１杯 1,474 円。ご注文時に「ﾁﾗｼを見た」とおっしゃっていただ

きますと 30％ｵﾌの 1,031 円に。（各種割引の併用はいたしかねます。） 

期間：7 月 10 日(金)～7 月 12 日(日) 

※11 日(土)の 20 時以降は、ミュージックチャージ(750 円)を頂戴します。 

広島グランドインテリジェントホテル 
14F スカイレストラン ベルヴェ 
1F アマティ  
南区京橋町 1-4 ℡082-263-5111 

モントリオールフェア 
ﾍﾞﾙｳﾞｪ：通常のﾚｷﾞｭﾗｰﾒｲﾝﾃﾞｨｯｼｭにｶﾅﾀﾞ風ﾒｲﾝﾃﾞｨｯｼｭがこの期間１品加わります。 

1,000 円～1,400 円 ﾗﾝﾁﾀｲﾑ：11:30～14:00 期間：7 月 6 日(月）～7 月 12 日(日) 

ｱ ﾏ ﾃ ｨ：ｶﾅﾀﾞにちなんだﾒｰﾌﾟﾙを使用したｱｲﾃﾑを限定販売いたします。 

数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。 

営業時間：8:30～20:30 期間：7 月 6 日(月）～7 月 12 日(日) 

広島市文化交流会館  

1F カフェ＆レストラン 「リバーズガーデン」 

中区加古町 3-3 ℡082-243-8491 

「モントリオールの日」特別メニュー 
ﾃﾞｨﾅｰﾌﾞｯﾌｪ(ﾋﾞｱﾊﾞｲｷﾝｸﾞ期間)において下記の料理を提供します。 

ﾊﾟﾃｼﾉﾜ(挽き肉とｺｰﾝとﾎﾟﾃﾄのｸﾞﾗﾀﾝ)、ｻｰﾓﾝのｸﾞﾘﾙ白ﾜｲﾝｿｰｽ、ﾁｷﾝとﾛｰｽﾞﾏﾘｰの白

ﾜｲﾝ蒸し、ｽﾓｰｸｻｰﾓﾝのﾄﾙﾃｨｰﾔ 
大人 3,200 円（アルコール飲み放題付き）、中・高生 1,900 円、小学生 1,200 円、幼児 700 円、3 歳未満（無料） 

期間：7 月 12 日（日）、13 日（月）、14 日（火）17：30～21：00 ﾗｽﾄｲﾝ 20：00 

ホテルグランヴィア広島 
21F ｽｶｲﾚｽﾄﾗﾝｱﾝﾄﾞﾗｳﾝｼﾞ「L&R」 
1F  ﾒｲﾝﾊﾞｰ「ﾒｲﾌﾗﾜｰ」 
南区松原町 1 番 5 号 ℡082-262-1111 

カナディアンウイスキー（1 ショット）を特別価格でご用意 
ﾜﾝｺｲﾝ 500 円（税金サービス料込み）  ※ご注文時に「チラシを見た」と言ってください。 

期間 7 月 1 日（水）～7 月 31 日（金） 

リーガロイヤルホテル広島 
33F スカイラウンジ リーガトップ 
中区基町 6-78 ℡082-228-6216 

カナディアンウイスキー(1 ショット)を特別価格でご用意 
「ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｸﾗﾌﾞ ｸﾗｼｯｸ 12 年」20％ｵﾌ。１杯 1,545 円→1,236 円 

「ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｸﾗﾌﾞ ｸﾗｼｯｸ 20 年」20％ｵﾌ。１杯 2,614 円→2,091 円 

※ご注文時に「ﾁﾗｼを見た」と言ってください。（各種割引の併用はいたしかねます。） 

※別途、ﾃｰﾌﾞﾙﾁｬｰｼﾞ 1,080 円 

期間：7 月 10 日(金）～7 月 16 日(木) 17:30～23:30（ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ 23:00） 

シェラトンホテル広島 
6F ロビーラウンジ 
東区若草町 12-1 ℡082-262-7111 

カナディアンウイスキーをご用意 
6F ﾛﾋﾞｰﾗｳﾝｼﾞで毎日開催中の「Happy Hour」 (17:00～19:00) にて、 

「ｶﾅﾃﾞｨｱﾝｸﾗﾌﾞ 6 年」を 7 月 12 日（日）限り、500 円にて提供いたします。 

第一タクシー 株式会社 
安佐南区相田 2-5-18 ℡082-878-0001 

路線バスでの「モントリオールの日」イベント広報 

株式会社 日本農園 
広島県世羅郡世羅町大字重永 609 番地 91 
℡0847-25-4500 

ボストンレタス(サラダ菜)を提供 (7 月 12 日イベント会場) 
ｶﾅﾀﾞ・ｹﾍﾞｯｸ州にある世界最大の水耕ﾚﾀｽ生産者ﾊｲﾄﾞﾛ･ﾐﾗﾍﾞﾙ社と提携し、環境にや 

さしい最新技術の温室水耕栽培により生産しています。 

株式会社 ミック 
大阪市阿倍野区松虫通 1-5-17 ℡06-6661-7352 

カナダの特産品を展示・販売 (7 月 12 日イベント会場) 

株式会社 ブルージュール ジャパン 
東京都八王子市堀之内 3039-7 
℡042-682-2171 

カナダ天然氷河水 bluezur(ﾌﾞﾙｰｼﾞｭｰﾙ)の提供 (7 月 12 日イベント会場) 
ﾌﾞﾙｰｼﾞｭｰﾙはﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭｺﾛﾝﾋﾞｱ州ｳｨｽﾗｰ渓谷で採水された安心・安全な天然氷河水 

です。冷やしても常温でも美味しく飲めるのが特徴で、発売以降ﾖｶﾞやｽﾎﾟｰﾂ時等に適 

した水として好評いただいています。インターネットショップなどでお求めいただけます。 
株式会社 オーバーシーズ 
東京都世田谷区代田 5-11-10 
℡0120-522-582 

メープルウォーターWAHTA の提供 (7 月 12 日イベント会場) 
ｶﾅﾀﾞの雄大な自然の恵みを含んだ奇跡の水!!ﾋﾞﾀﾐﾝ、ﾐﾈﾗﾙなど 46 種の栄養素含有。 

ﾛｰｶﾛﾘｰ、脂質・ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ“0”で、汗をかいた後の水分補給に最適です。 

ケベック州政府在日事務所 
メープルシロップ（お楽しみ抽選会）、観光ポスター、料理パンフレット等の提供 
(7 月 12 日イベント会場) 

カナダ観光局 パンフレットを提供 (7 月 12日イベント会場) 

● ＪＲ広島駅・広島電鉄広島駅・広島駅バス停から徒歩３分  

● 広島駅・広島港から車で２０分   
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