Menu 1

特集：ロイヤルグループの強み

質の高い “ 食 ”&“ホスピタリティ” の追求

特集

ロイヤルグループが持つ

「3つの強み」

ロイヤルグループは創業時から、
「“ 食 ”を通じて国民生活の向
上に寄与する」ことを目指してきました。その思いが盛り込まれ
たものが、
「ロイヤル経営基本理念」です。
そこに示された、
「商品・製品が持つおいしさ」
、
「食の安全・
安心」、
「お客様へのおもてなしの心」が私たちの大切にする

質の高い

根幹であり、その時代に寄り添いながらも、変わることはない

こと。グループ全体のブランド力の維持とお客様からの信頼を

工場と店舗の融合

ホスピタリティサービスを提供し続けること。この強みをいかし

おいしさにこだわる商品開発

てご来店いただいたお客様にご満足していただける機会と環

持続可能な購買活動

境を提供していきます。

食に対する
安全の担保
持続的改善
信頼ある仕組み

質の高い
“ホスピタリティ”
の追求

Strength
お客様の最大の満足を常に考える
知識と経験を備えたプロフェッショナル
誇りを持った働き方の実践
専門的な研修と実務経験を通した「心・気持ち」の醸成
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確実な実行

お客様

質の高い “ 食 ”&“ホスピタリティ” の追求

食の
安全・安心

Strength

おいしい食事で日本を幸せにする

特集：ロイヤルグループの強み

得ること。そしてプロのコックが作るおいしい料理、心の通った

Strength

1

“ 食 ” の提供

“ 食 ”の安全・安心を常に考え、その安全性を担保し続ける

Menu

羅針盤だと考えます。
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Menu

1

特集：ロイヤルグループの強み

質の高い “ 食 ”&“ホスピタリティ” の追求

安全性の確認
安全性の
確認

グループ全体の仕組み

IT 化への取り組みと食物アレルギー表示

当社グループでは、購買・設計開発・物流・調理・製造、

当社グループでは、製造部門を皮切りに2005年より原材料規

それぞれのプロセスに関し、
「ロイヤルグループ品質保証基

格書のデータ化を推進してきました。これは、正確な情報開示

準」を定めています。またそれらプロセスは、相互に作用・

に資するものであり、食物アレルギーをお持ちのお客様にとっ

関連し、グループのシステムとして機能するよう、社長直轄組

ては、特に重要な観点と考えています。そして、すべての原材

織として品質保証推進部をおいています。また品質保証推

料はデータ化された規格書として整理され、食物アレルギー

進部は、内外部の環境変化に関する情報入手に努め、
「ロ

に対応し、各店舗に配備された食物アレルギー一覧
（27品目）

イヤルグループ品質保証基準」の改定はもとより、必要に応

食の
安全・安心

じ新たな指針や基準を策定し、グループ内への周知を図っ
ています。

表に適宜反映される仕組みを構築しています。
また東京食品工場・福岡食品工場で製造されるすべての
商品も、原材料規格書はもとより、製品規格書も含めすべて
データ化され、食物アレルギー表示はもちろんのこと、食品表
示の正確性の担保を図っています。

信頼される仕組み

1

信頼される
仕組み

Menu

継続的な
改善

当社グループでは、毎年、品質保証推進部が各事業会社の

点・各事業会社・各プロセスに類別し、持続的な改善に取り

店舗を抜き打ちで監査しています。また併せて購買・設計開

組んでいます。

発・物流プロセス、ならびに自社製造プロセスに対しても、シ
ステムアプローチを基本に毎年監査を実施しています。

“食”の
安全・安心を
担保する

食の安全・安心についての考え方

ハード・ソフト両面での改善に取り組んでいます。

継続的な改善

当社グループでは、
「ロイヤル経営基本理念」ならびに
「ロイヤルグループ行動基準」を基盤とし、食の安全・
安心に関して、以下の考え方を基本としています。

1.
2.
3.

各子会社の仕組み

検査業務の妥当性確保

当社グループの事業会社では、
「ロイヤルグループ品質保証

当社グループでは、品質保証推進部内に検査室を組織し、客

基準」に基づいた個別の規定を策定・運用しています。また

観的な各種検査※1を実施しています。

安全性の確認、ならびにステークホルダーから

品質保証推進部が実施する監査とは別に、事業会社内にお

2013年に東京、2016年に福岡の衛生検査室が、それぞれ

信頼される仕組みの構築

いても定期的な自主検査・内部監査を実施しています。そして

ISO/IEC17025：2005※2の認定を取得し、食品検査業務の

それらの結果は、品質保証推進部とも共有され、持続的改善

妥当性確保に努めています。

に向けた行動につなげています。

※1 微生物検査、理化学検査、食物アレルゲン検査、放射性物質検査、栄養成分分析、異

内外部の環境変化への適正な対応を意図した、
それら仕組みの持続的改善

1および2の堅実な取り組みによる、
ステークホルダーの安心の醸成

またすべての事業会社にも品質保証部門を組織していま
す。それら責任者については、力量要件を定めるとともに、品
質保証推進部で行う研修への参加、事業会社内の品質保
証に関する月次レポートなどを義務づけ、グループ一体で品
質保証レベルの維持向上に努めています。

（安全性の確認＋信頼される仕組み）×
持続的改善 ＝ 安心

物判定検査等
※2 ISO/IEC17025：2005の規格概要
製品検査や分析・測定などを行う試験所が、正確な測定結果を生み出す能力がある
かどうかを、第三者認定機関が認定する国際規格。
認定対象製品：ロイヤル株式会社東京食品工場および福岡食品工場で製造される
グループ内向け加工食品
認定検査項目：生菌数、大腸菌群、黄色ブドウ球菌、大腸菌（E.coli）
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そしてそれら監査結果に基づき、抽出された課題を各拠

し、各製造部門を中心に毎年定期点検を実施するとともに、

質の高い “ 食 ”&“ホスピタリティ” の追求

ロイヤルグループの 強み

またフードディフェンスに関しても、自社でガイドラインを策定

特集：ロイヤルグループの強み

仕組みの持続的改善
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Menu

1

特集：ロイヤルグループの強み

質の高い “ 食 ”&“ホスピタリティ” の追求

おいしさにこだわる
商品開発

食の
安全・安心

ロイヤルグループでは、
「プロのコックが手鍋で1人前ずつ作る
味」を念頭に商品開発を行っています。創業より積み重ねた
数々のレシピに基づく伝統の商品や、味にこだわったオリジナ

おいしさの
追求

価値ある
商品

リティあふれる商品でお客様にご満足いただけるよう、一つひ

ストーリーの
ある商品

店舗

企画

ができるように、調理スタッフへの教育と訓練を行いま

材は何かなど、市場調査や情報収集を行い、時代や

す。常にお客様がおいしく召し上がっていただけるよう

お客様のニーズに合った企画提案を行っています。商

に、接客スタッフも商品知識を身に付け、おもてなしを

品試作を何度も行い、ときには企画の再検討をする

する準備を整えています。

こともあります。このように、お客様へ提供される商品
は作り出されています。

お客様
ロイヤルグループが変わることなく追い続けてきた思い

質の高い

は「本物へのこだわり」と「おいしい商品」です。お客様の

“ 食 ” の提供を

ながら「お客様の満足」を最大の目標とし、進化をして

店舗

食生活への貢献を企業の存在意義として、これからも
創業からの思いを大切に、そして時代の求めに対応し

商品開発の
プロセス
（一例）

いきます。
試作
・
製造

続けていく
試作・製造

調達

調達

1人前でも100人前でも、冷凍前と解凍後でも、同じお

開発部門が求める食材を定期的に提案し、良い商品

いしさ、同じ風味が出るように、工場内でも試作を繰り

が完成できるよう、サポートします。また、予測される

返しています。そして「味の再現」
と
「食品の安全」が担

物量を安定して供給できる産地を探し、質の高い食

保された商品が完成します。

材を適正な価格で買い付けしています。
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企画

質の高い “ 食 ”&“ホスピタリティ” の追求

ロイヤルグループの 強み

特集：ロイヤルグループの強み

今、
どんな食材や料理が求められているのか、旬の素

1

店舗では、完成した商品がレサピー通りに素早く調理

Menu

経験豊かな
コック

とつに愛情を込めて開発しています。
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Menu

1

特集：ロイヤルグループの強み

質の高い “ 食 ”&“ホスピタリティ” の追求

ロイヤルグループの目指す
“ホスピタリティ” の醸成

おもてなしの心

お客様

現場経験と研修知識の融合

Strength

現場での実践

Strength

効果的な人材育成計画

配属先での専門教育

入社します。新卒で入社された方、他社での経験をお持ち
になって入社された方、パート・アルバイトとして入社された
方など、従業員のキャリアは数多くありますが、ロイヤル経営
基本理念の教示は必ず行います。ロイヤル経営基本理念

ロイヤルグループは、お客様においしい食事を、気持

は、グループの存在価値や社会的意義を表現したものであ

質の高い

ちの良いサービスで楽しんでいただくため、また、快適

り、不変の共通認識だと考えているからです。そのロイヤル

な部屋でくつろいで宿泊していただくために、
「お客様

経営基本理念の理解を初期教育に行うことで、
「お客様の

“ホスピタリティ”

私たちの「おもてなしの心」である “ ホスピタリティ”だ

の追求

と考えています。どの業種・業態であっても、どの職
種・立場であっても、ロイヤルグループとしての “ ホスピ

最大の満足」を常に考えて“ ホスピタリティ” が発揮できるよ
うになってほしいと考えています。

現場での実践

タリティ” が発揮できるように、さまざまな研修や職場

研修での知識と現場での経験を経て「プロフェッショナル」を目指す

での教育を通して、日々精進していきます。

現場で必要となる知識や技術を学ぶ研修を事業会社ごと

質の高い “ 食 ”&“ホスピタリティ” の追求

ロイヤルグループの 強み

特集：ロイヤルグループの強み

ロイヤルグループの従業員は、さまざまな経験と志を持って

新卒定期入社時の集合研修

1

“ホスピタリティ”を発揮できる人へ

現場での実践

Menu

効果的な人材育成計画

の最大の満足」を常に考えて行動しています。それが

現場での経験

に行っています。研修などで身に付けた知識や技術を現場
で発揮し、さらに経験を蓄積することで、お客様に満足して
いただける「プロフェッショナル」に近づくと考えています。各
より高いレベルで業務遂行ができるように OJT が行われてい
ます。また、事業部や店舗で取り組んでいる、お客様にご満
足していただけた成果の事例発表や、日頃の成果を確認し
合う行事を設けるなど、切磋琢磨しています。
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現場では、日々の業務に対する課題をトレーナーと共有し、
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