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

質の高い “ 食 ”の追求High-quality

開発力

Food

グループの持つ開発力と技術力で、
妥協なき商品開発

調理力

ロイヤルグループが変わることなく追い
続 け てきた テー マ は「 質 の 追 求 」で
あり、お客様の食生活への貢献を企業
目的として取り組ん できました。創 業
から半世紀を超え、時代とともに歩んで
きたロイヤルグ ループ は、これ からも
“ 食 ” & “ ホスピタリティ” の「質」を追求
し、変わりゆく時代と環境に対応し進化
を続けます。

ロイヤルグループでは、
「料理長が手鍋で一人前ずつ作る味」

セントラルキッチンと現場力の融合

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リ

ロイヤルグループには、東京食品工場
（千葉県船

ティあふれる商品でお客様にご満足いただけるよう、一つひと

橋市）
、福岡工場（福岡県福岡市）のセントラル

つに愛情を込めて開発しています。納得するまで何度でも試

キッチンがあります。東京工場が巨大な1.5トン
釜や1トン釜と充填機をつないだ生産設備で大
量生産を担う一方、福岡工場は600リットル釜や

調理力

開発力

作を繰り返し商品開発に臨む姿勢は、
「おいしさ」にかける
プロの誇りであり、お客様との信頼関係を構築するものと考え
ています。

400リットル釜といった小規模な釜をいかし多品
種・少量生産に対応するなど、それぞれの特性を
いかしながら、グループ内へさまざまな食品を製
造しています。現場
（店舗）
では各工場で製造さ
れた食品と、さまざまな素材とをレシピどおりに調
理をし、一つひとつに愛情を込めてお客様にご
満足していただける「商品」に仕上げます。

品質管理

“ 食 ”の安全・安心を見守る番人として

調達力
調達力

上質素材と
コストパフォーマンスとの両立と

持続可能性に配慮した調達体制

品質
管理

ロイヤル経営基本理念にもあるように、私たちが提供す
る商品は、安全でおいしいものでなくてはなりません。そ
のために、
「ロイヤルグループ品質保証基準」を制定し、
グループ全体で “ 食 ” の安全と安心を横断的に統括する
体制を構築しています。また品質保証担当者によるグ
ループ各社への立ち入り監査だけでなく、社内イントラ
ネットに、“ 食 ” の安全や食品表示に関する幅広い情報を
掲載するフォーラムを設置するなど、従業員への啓蒙活
動を行っています。

ロイヤルグループでは、商品イメージや納品価格
設定など、グループ各社の要望に応えながら、品
質や鮮度、安全性を検討し、厳選した素材を仕
入れています。そして、CSR 観点での購買基準を
制定することで、法令遵守だけではなく、お取引
先様とともに社会の持続可能な発展に貢献する
調達活動を行うことに努めています。
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“ 食 ”の安全・安心への取り組みは、
次ページをご覧ください。
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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

質の高い “ 食 ” の追求

IT 化への取り組みと食物アレルギー表示

食の安全・安心について

High-quality Food

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27品目に対応し、各店舗に配備された食物アレルギー一覧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

食の安全・安心についての考え方
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. 安全性の確認、ならびにステークホルダーから信頼される仕組みの構築
2. 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
3. 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

図っています。

各子会社の仕組み
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基準」に基づいた個別の規定を策定・運用
しています。また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
に向けた行動につなげています。
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
検査業務の妥当性確保
当社グループでは、品質保証推進部内に検査室を組織し、客観的な各種検査※1を実施しています。

2013年に東京、2016年に福岡の衛生検査室が、それぞれ ISO/IEC17025：2005※2の認定を取得し、
グループ全体の仕組み
当社グループでは、購買・設計開発・物流・調理・製造、それぞれのプロセスに関し、
「ロイヤルグルー
プ品質保証基準」を定めています。またそれらプロセスは、相互に作用・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。また品質保証推進部は、

食品検査業務の妥当性確保に努めています。
※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）

内外部の環境変化に関する情報入手に努め、
「ロ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。

当社グループの認証取得状況（2019年6月末現在）
当社グループでは、“ 食 ” の安全・安心への取り組みの一つとして、各拠点において以下のような認証

仕組みの持続的改善

認定を取得しています。

当社グループでは、毎年、品質保証推進部が各事業会社の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

• ISO9001：2015

• ISO/IEC17025：2005

基本に毎年監査を実施しています。

東京食品工場および福岡セントラルキッチン工場・福岡ベーカリー

東京検査室および福岡検査室
（ロイヤルホールディングス株式会社）

そしてそれら監査結果に基づき、抽出された課題を各拠点・各事業会社・各プロセスに類別し、持
続的な改善に取り組んでいます。
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、ハード・ソフト両面での改善に取り組んでいます。

工場
（ロイヤル株式会社）
、上里サービスエリア店
（ロイヤル空港高
速フードサービス株式会社）

• 東京都食品衛生自主管理認証制度
都内59店舗（ロイヤルホスト株式会社）
の本部認証

• ISO22000：2005

東京食品工場（ソース類製造施設）
（ロイヤル株式会社）

福岡ベーカリー工場
（パン・パティスリー製造部門除く（
）ロイヤル株
式会社）
、関西工場
（航空機内食の調整および搭載）
（ロイヤルインフ
ライトケイタリング株式会社）
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• 大阪版食の安全安心認証制度
関西工場
（航空機内食の調理製造および搭載）
（ロイヤルインフライ
トケイタリング株式会社）
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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

質の高い“ホスピタリティ”の追求
Hospitality

現場力

研修での知識と現場での経験で「プロフェッショナル」を目指す
事業会社ごとに、現場で必要となる知識や技術を学ぶ研修を

ロイヤルグループは、お客様においしい

行っています。研修などで身につけた知識や技術を現場で

食事を、気持ちの良いサービスで楽しん
でいただくため、また、快適な部屋でく
つろいで宿泊していただくために、
「お
客様の最大の満足」を常に考えて行動
しています。それが私たちの「おもてな
しの心」である “ ホスピタリティ” だと考
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 “ ホスピタリティ” が発揮
できるように、さまざまな研修、職場での
教育を通して、日々精進していきます。

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。各現

人材育成力

場では、日々の業務に対する課題をトレーナーと共有し、より

“ホスピタリティ”を発揮できる人へ

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

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

していただけた成果の事例発表を行ったり、全国で働く仲間

て入社します。新卒で入社された方、他社での経験をお

の代表が一堂に会し、日頃の現場力の成果を確認しあう行事

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

を設けたりするなど、切磋琢磨しています。

現場力

経営基本理念は、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
のロイヤル経営基本理念の理解
を初期教育に行うことで、
「お客
様の最大の満足」を常に考えて
“ホスピタリティ” が発揮できるよ

人材
育成力

うになってほしいと考えています。
ロイヤルホストクルーコンベンション、カウボーイ家族キャストフェスティバルに出場した皆さん

改善力

改善力

お客様の声を反映して、改善を進める
ロイヤルグループでは、お客様のご意見や、商品に対する
ご要望などの総合受付窓口として、
「お客様相談室」を設
け誠実で迅速な応対を心掛けています。いただいた声は
速やかに当該事業会社や担当部門にフィードバックし、お
客様への適切な応対を行っています。また、お客様から
の声は随時集計分析し、商品とサービスの向上に役立て
るための貴重な情報源としています。
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