ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルグループにおける東日本大震災への対応について
（2012 年 6 月 15 日現在）
このたびの東日本大震災により、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
ロイヤルホールディングス株式会社およびロイヤルグループ各社は、被災地の一日も早い復旧
と復興を心よりお祈り申し上げますとともに、全社を挙げて被災地の皆様への支援活動を継続して
まいります。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
記

● 店舗の営業状況について
当社グループでは、震災の影響により一部営業を休止した店舗がございましたが、2011 年９月
11 日（日）に営業を再開した「ロイヤルコーヒーショップ仙台空港店」をもちまして、全ての店舗で営
業を再開いたしました。引き続き、当社グループ店舗へのご愛顧を賜りますようお願い申し上げま
す。なお、震災の影響により、一部の店舗では営業時間の短縮や限定メニューで営業しております。
予めご了承ください。

● 電力供給不足への対応について
当社グループは、2011 年７月１日（金）から 2011 年９月 30 日（金）の期間、東京電力・東北電力
管内の全事業所において、グループ全体で対前年１５％以上の削減を目標に、各種節電対策に
取り組んでまいりました。
お客様にはご不便をお掛けいたしましたが、皆様のご理解とご協力により、グループ全体で１９．

７％（※）の節電を行うことができました。当社グループをご利用いただきましたお客様に厚く御礼を
申し上げます。
当社グループにおきましては、今後も引き続きお客様と従業員の安全に十分配慮したうえで、高
い節電意識を持ちながら省エネルギー対応に取り組んでまいります。
（※）当社調べによる（時間帯計測が可能な２８３拠点）

● 食の安全・安心について
当社グループでは、国や自治体から発表される最新の情報に基づき、出荷制限等の指示があ
った食材については使用を中止しております。今後も、国や自治体の基準や方針に準じて対応す
ることとともに、原材料の特性や流通経路を確実に掌握しながら、そのリスクの程度に応じて、自主
検査ならびに外部専門機関での検査を行い、お客様に安心してご利用いただけるよう努めてまい
ります。

● グループの震災支援活動について
（１）支援物資の提供
被災地への支援物資として、2011 年３月 23 日（水）にパックライスやレトルトカレー等の食料品と
飲料品を、宮城県庁の支援食料品担当窓口の指定先にお届けしました。なお、今後も被災者の
方々のニーズを確認しながら、支援物資を整え継続的に提供してまいります。
（２）義援金の募金活動
～お客様からの善意～
2011 年３月 19 日（土）以降、全国の当社グループ各店舗（業務受託店舗等を除く約 580 店舗）
に募金箱を設置し、お客様からの善意を募っております。お預かりした募金は、日本赤十字社（東
日本大震災義援金）を通じて被災地に寄付いたします。
【2011 年３月 19 日～2012 年 5 月 31 日の募金額（実績）】

１５，２８０，９６１円

～当社グループからの義援金～
2011 年３月 23 日（水）から 2011 年６月 30 日（木）までの期間、グループ店舗にご来店されたお
客様１名様につき１円を、日本赤十字社（東日本大震災義援金）を通じて、当社グループからの義
援金として拠出し、被災地に寄付いたしました。
【2011 年３月 23 日～2011 年６月 30 日の来店客数（実績）】

１９，６２８，９７８名

（３）震災直後の帰宅困難者への対応
東日本にある当社グループの各店舗（ロイヤルホスト、シェーキーズ、シズラー、リッチモンドホテ
ル等）では、震災が発生した当日から翌日にかけて、帰宅困難になられた方々に対して、①水道
水やトイレ、②ラジオやテレビ等で知り得た災害情報、③一時的な休憩の場を提供するなど、帰宅
困難者支援の活動を行ないました。
（４）当社グループ従業員による被災地での炊き出し
当社グループでは、2011 年４月 21 日（木）から 27 日（水）までの７日間、宮城県亘理郡山元町に
ある避難施設にて炊き出しを実施しました。
○ 施 設 名

： 山元町役場（宮城県亘理郡山元町）

○ 実施期間

： 2011 年４月 21 日（木）～2011 年４月 27 日（水）

○ 提供食数

： 計５，９１５食（実績）

○ 提供メニュー ：
日 程

メニュー

提供食数

４月 21 日(木)

煮込みハンバーグ、サラダミックス、エクレア

８００食

４月 22 日(金)

牛丼、白菜浅漬け・紅しょうが、饅頭

８４５食

４月 23 日(土)

ハヤシライス、ポテトサラダ、福神漬、スイートポテト

９２０食

４月 24 日(日)

チーズインハンバーグ、サラダミックス、フルーツロールケーキ

８５０食

４月 25 日(月)

中華丼、ゴボウサラダ、ザーサイ、エクレア

８００食

４月 26 日(火)

角煮丼、白菜漬け・ザーサイ、スイートポテト

８５０食

４月 27 日(水)

コロッケカレー、コールスロー、紅茶のロールケーキ

８５０食

＜ご参考＞ロイヤルグループ炊き出し隊による活動

（５）当社グループによる復旧・復興支援活動
当社グループでは、2011 年６月６日（月）から 10 日（金）までの５日間、宮城県亘理郡山元町に
て、当社グループ従業員による残存物の撤去や写真の洗浄などのボランティア活動を行ってまい
りました。また、2011 年６月６日（月）から 12 日（日）までの７日間、同地域にて各避難所での給食業
務の支援を目的に、①食材の提供とメニューの提案、②食材管理と調理の指導、③厨房設備の活
用、④衛生管理の指導、⑤各避難所への配送支援などを行ってまいりました。７月からは宮城県社
会福祉協議会での事務作業のサポートにも人材を派遣いたしました。
＜ご参考＞ロイヤルグループ災害ボランティア“志”隊と給食支援隊による活動

2011 年１１月 23 日には宮城県亘理郡山元町が主催する“ふれあい産業祭”にご協力し、復興支
援ブースにて“山元町限定ティラミスパンケーキ”や“チリドック”など４種類のフードとホットドリンクを
販売しました。その売上金は、全額（172,650 円）山元町へ寄付いたしました。また、2011 年 12 月
23 日には仮設住宅で暮らす子供たちへと児童養護施設『仙台天使園』に暮らす子供たちへ当社
のクリスマスケーキとオモチャなどプレゼントさせていただきました。
＜ご参考＞ロイヤルグループ復興支援ブースの様子とクリスマスプレゼントの様子

2012 年３月 18 日には、かながわ東日本大震災ボランティアステーションの取り組みに協力し
東日本大震災で被災された宮城県牡鹿郡女川町へボランティア活動を行ってまいりました。 社内
公募で集まった８名は、神奈川県内から参加されたボランティアの方々と一緒に『女川町商店街
復幸祭』の運営のお手伝いをさせていただきました。
＜ご参考＞駐車場への誘導から会場の撤収作業まで運営をサポートする様子

当社グループでは、今後も被災地および被災された皆様のお声に耳を傾けながら、被災地の復
旧と復興をサポートしていくことを通じて支援活動を継続してまいります。

（６）当社グループ事業会社による支援活動
ロイヤルホスト株式会社
同社が運営するロイヤルホスト味の素スタジアム店では、震災被災者の受入れを行っている同
店の施設管理会社である㈱東京スタジアムからの要請を受け、震災により避難されている方々に
食事を提供いたしました。
○ 施 設 名 ： 味の素スタジアム（東京都調布市）
○ 実 施 日 ： 2011 年４月１日（金）、2011 年４月 22 日（金）
○ 提供食数 ： １３５食（４月１日）、６０食（４月 22 日）
また、同社が運営するロイヤルホスト全店では、東日本大震災により被災された皆様に対する支
援活動として、2011 年６月 14 日（火）にご来店されたお客様１名につき 100 円を、同社からあしな
が育英会および公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興財団を通じて、被災された学生の方々
への奨学金として寄付いたしました。
【2011 年６月 14 日のロイヤルホスト来店客数（実績）】

６９，１７１名

株式会社テン コーポレーション
同社が運営する天丼てんやでは、2011 年４月 28 日（木）から５月 11 日（水）まで【がんばれ日
本！東北の野菜をたべよう！】をキャッチコピーに、福島県産の椎茸“いわきゴールドしいたけ”を
天ぷらにして販売いたしました。また、店頭では生の椎茸もパック詰めにして販売いたしました。
また、2011 年６月２日（木）から９月７日（水）まで販売した「夏の国産野菜天丼」でも“いわきゴー
ルドしいたけ”を天ぷらにして販売いたしました。
【2011 年４月 28 日～５月 11 日、2011 年６月２日～９月７日の“いわきゴールドしいたけ”累計販売個数（実績）】

２１５，８３８個

アールアンドケーフードサービス株式会社
同社が運営する明治神宮外苑「森のビアガーデン」では、2011 年５月 24 日（火）から９月 24 日
（土）まで【げんき、日本！ げんき、森ビア！】をキャッチコピーとした統一キャンペーンを実施いた
しました。また、同キャンペーンを通じて、東北地方を中心とした被災地の酒・ワインを販売いたしま
した。
ロイヤル空港高速フードサービス株式会社
同社が運営する空港内レストランと高速道路ＳＡ・ＰＡ内レストランでは、2011 年４月 28 日（木）か
ら８月 31 日（水）まで【東日本復興応援メニュー】と題し「ステーキ丼」を販売し、当該商品販売によ
る売上金の５％を、日本赤十字社（東日本大震災義援金）を通じて義援金として寄付いたします。
なお、2011 年９月１日（木）からは「牛タンカレー」に商品を変え、継続して【東日本復興応援メニュ
ー】を販売しております。
【2011 年４月 28 日～2012 年 5 月 31 日の“東日本復興応援メニュー”販売個数（実績）】 ５３，８６０食

ロイヤル株式会社
同社が 2011 年５月 27 日（金）から８月 24 日（水）まで販売したサマーギフトにおきまして、青森県
産りんごを使った「パティシエのりんごスティック」、岩手県の名物「盛岡冷麺４食セット」など東北地
方の名産品を商品に加え、グループを挙げた販売に取り組みました。なお、サマーギフト販売によ

る売上金の３％を、被災した子供たちを応援するため、あしなが育英会を通じて義援金として寄付
いたしました。
【2011 年５月 27 日～2011 年８月 24 日の“サマーギフト”販売実績】

２５，９２９，６００円

2011 年 10 月 13 日（木）から 12 月 19 日（月）まで販売したウィンターギフトにおきましては、被災
地の復興支援として、宮城県亘理郡山元町の名産品である「りんご」を同社にて購入のうえ、当社
グループにて販売いたしました。
【2011 年 10 月 13 日～2011 年 11 月 30 日の“山元町産りんご”販売実績】

３７３箱（１，１１０，９０２円）

また、ロイヤルグループでは山元町の「りんご」を購入し、2011 年 12 月 28 日から 2012 年２月 21
日まで、ロイヤルホスト株式会社が運営する『カウボーイ家族』とアールアンドケーフードサービス株
式会社が運営する『シズラー』にてサラダバーのフルーツとしてお客様に提供しました。
【2011 年 12 月 28 日～2012 年 2 月 29 日“山元町産りんご”購入実績】

２、７８０Kg（１，２５３，２３０円）

以 上

