
第5次中期経営計画「Beyond 2020」
当社グループは、2018年度から2020年度までを対象とする第5次中期経営計画「Beyond 2020」

を策定し、売上高1,500億円、経常利益75億円、経常利益率5.0%、ROA 7.0%、ROE 8.0%を

2020年度の具体的な数値目標としています。この目標達成に向けて、経営環境の変化を的確に

捉えたさまざまな施策にグループ一丸となって取り組んでいます。

「ロイヤルグループ経営ビジョン2020」の実現に向けた  
「生産性の向上」と「次の10年を見据えた『成長の種まき』」

経営環境の変化に的確に対応し、生産性を向上

次の10年を見据えた「成長の種まき」

「Beyond 2020」は、2020年度を最終年度とした「ロイヤルグループ経営ビジョン2020」における最

終の3ヵ年計画です。「Beyond 2020」は、ロイヤル経営基本理念を礎として、時代が大きく変化する

中で、社会から求められる存在意義を確認しつつ、持続的成長を目指し、さらなる生産性の向上を推

進していくことと、次の10年を見据えた企業価値向上に向けて、研究開発や市場開拓、働き方改革、

他社との協調などに取り組む姿を表現したものです。

　人材投資や既存店改装投資などを積極的に行うことで、質の成長、すなわち付加価値の向上を推

進します。また、「天丼てんや」を中心とした国内外での出店で、規模の成長を図ります。加えて新商

品、新業態、ロボティクス、ITの活用などの研究開発により、規模の成長と効率性向上を進めていきま

す。さらに、グループ内でのシナジーにより、原材料および物流費上昇への対応を図ります。M&Aに

ついては、今後の環境変化に対応可能な“食”と“ホスピタリティ”に係る事業や持続性のある差異化

要因を有する事業、ロイヤル経営基本理念と合致したモデルを基本方針として検討していきます。 

これらの施策を着実に実行することで、経営環境の変化や経営課題にしなやかに対応し、「日本で 

一番質の高い“食”&“ホスピタリティ”グループ」の実現を目指していきます。

当社グループの持続的成長に向けて、「①質の成長」、「②規模の成長」、「③効率性向上」、「④シナ

ジー」、「⑤働き方改革」、「⑥CSR」を重要テーマと設定し、各種施策を着実に実施しています。さまざ

まな経営環境の変化に“食”&“ホスピタリティ”カンパニーとして対応し、「①質の成長」、「②規模の成

長」、「③効率性向上」、「④シナジー」を推進することで、「生産性の向上」を図り、さらなる成長につな

げていきます。 2020年以降も継続・進行すると考えられる環境変化に対応するため、2020年度以降（次の10年）を

見据えた研究開発や市場開拓、働き方改革、他社との協調など、持続的成長に向けた積極的な取り

組み（成長の種まき）を行っています。

　特に人材について、日本国内における採用は年々厳しさを増す中、当社グループでは従業員が誇り

を持って働ける企業グループを目指し、従業員への健康投資や、働く環境の整備、多様な働き方への

対応などに取り組んでいます。また、「地域になくてはならない店づくり」はもとより、社会における「人」

と「食」に係る課題については当社グループにおける最重要課題と認識し、これらの課題に率先的に

対応することで持続的成長につなげていきます。

　2018年度の売上高は、137,701百万円（前年比＋1.6%）と増収となりましたが、各種施策の実施に

伴う費用が先行して計上されたことに加え、想定を上回る自然災害やコスト上昇などの影響により、営

業利益は5,709百万円（前年差△4.1%）、経常利益は5,765百万円（前年差△4.8%）となりました。ま

た、ROAは、5.9%（前年差△0.4ポイント）、ROEは、5.5%（前年差△1.7ポイント）となりました。

2018年度実績 前年差 増減率（%） 2020年度計画

売上高（百万円） 137,701 2,138 1.6 150,000

経常利益（百万円） 5,765 △291 △4.8 7,500 

経常利益率（%） 4.2 △0.3 ̶ 5.0 

ROA（%） 5.9 △0.4 ̶ 7.0 

ROE（%） 5.5 △1.7 ̶ 8.0 

2018年～2020年の主な経営環境の変化

人口減少
（少子高齢化進行）

労働力不足 
（時給の上昇）

中食の台頭
（コンビニの進化）

消費税増税
（軽減税率）

原材料高騰 食の安全志向
の高まり インバウンドの増加 ラグビーワールドカップ

東京オリンピック・パラリンピック

“ 食 ”&“ホスピタリティ”カンパニーとして対応

課題と対応

⑤ 働き方改革 ⑥ CSR

生産性の向上 ＝

付加価値向上 ① 質の成長

③ 効率性向上

② 規模の成長

④ シナジー

新規市場開拓

効率性向上

生
産
性
向
上

① 質の成長 ・“食”と“ホスピタリティ”の追求
・あるべきビジネスモデルの姿

② 規模の成長

③ 効率性向上

④ シナジー

⑤ 働き方改革

⑥ CSR ・地域になくてはならない店づくり

既存店投資

第5次中期経営計画（2018年度～2020年度）

既存業態出店

FCビジネス拡大

機内食・工場投資 効率化のための投資

グループ内シナジー

人材採用・健康経営

社会貢献

ダイバーシティ・労働環境整備

他社との協調（物流・購買等）

ハラル・冷凍ミール 海外展開拡大

新業態開発

R&D強化

M&A

 Menu 2        ロイヤルグループの戦略

（注）1.ROA＝経常利益÷総資産（平均）
 2.ROE＝当期純利益÷自己資本（平均）
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グループ会社

ロイヤルホスト株式会社
株式会社テン コーポレーション
アールアンドケーフードサービス株式会社
天雅餐飲股份有限公司

Menu 2  ロイヤルグループの戦略
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主力のロイヤルホストでは、2017年度に引き続き年3日の休業

日を設け、「働き方改革」を継続しました。また、より品質を重

視したメニューの展開や、既存店舗の改装投資を行うことに

より、「質の成長」に向けた施策を継続しました。

　天丼てんやでは、「質の成長」に向けた施策を継続するとと

もに、新たに国内直営5店舗、フランチャイズ10店舗を出店し

ました。一方海外では、2ヵ国で計2店舗をフランチャイズで出

店し、香港でも新たにフランチャイズ契約を締結し1号店を出

店しました。また、台湾では合弁会社を設立し1号店を出店す

るなど、「規模の成長」に向けた施策を継続しています。

　専門店では、ミドルサイズチェーンの出店を行うとともに、

セルフオーダー、セルフレジ、事前決済、自動搬送機の実験を

並行して行い、「規模の成長」と「効率性向上」に取り組み 

ました。

　2018年度における売上高は、前期および当期の閉店による

減収の影響などにより、61,780百万円（前年同期比△0.5%）

となり、また経常利益は、新規出店の開業費用の計上などによ

り、2,778百万円（前年同期比△7.4%）となりました。

既存店舗への改装投資といった「質の成

長」に加え、システムへの投資を行い、

「サービス向上につながる効率化」を推進

しています。2019年1月には、直営店全店

において、新POSシステムの入れ替えを

完了し、現金管理業務が1日約1時間短縮

しました。また、調理の仕込み工数を改善

することなどにより、2018年は、対2016年

比で、仕込み作業時間を1日約2.6時間短

縮しました。加えて、卓上端末によるセル

フオーダーなどの試験運用を開始し、IT活

用による業務効率化を進めています。これ

らの効率化によって生まれる時間を、お客

様のために費やすことで、日本一質の高い

ホスピタリティ レストランを目指します。

天丼てんやでは、定番メニューの質の向

上に加え、季節商品の付加価値向上や

外国人スタッフへの教育体制強化により、

お客様満足の向上を目的とした「質の成

長」を目指します。また、2019年は、配達

代行の実施店舗の拡大、27店舗の出店

計画のうちアジアを中心とした海外出店

を13店舗計画するなど、新規市場開拓を

行い、「規模の成長」に取り組みます。さら

に券売機タイプの店舗や、フルセルフタイ

プの店舗など、顧客層や環境に合わせた

新しいタイプの店舗拡大の検討も進めて

います。

各専門店では、高品質食材を使ったシー

ズンメニューの強化や、立地や顧客層に

合わせたエリア別メニューの展開などによ

り付加価値向上を進め、「質の成長」に取

り組んでいます。また、タブレットを使用し

たセルフオーダーや、QRコードオーダー、

事前オーダーシステム、セルフレジといっ

た ITの活用を既存店で促進することによ

り、「効率性向上」も進めていきます。

 2018年度の概況  

 「Beyond2020」の達成に向けて  

ロイヤルホストの 
取り組み

天丼てんやの 
取り組み

専門店の 
取り組み

ロイヤルホスト既存店売上高前年比

天丼てんや既存店売上高前年比

専門店等既存店売上高前年比

（％）

（％）

（％）

外食事業  Restaurant Business

事業別売上高構成比

通期累計 
前年比

103.2％

外食事業 
売上高

61,780
百万円

43%

通期累計 
前年比

96.8％

通期累計 
前年比

99.1％

新POSシステムレジ

台湾直営1号店 HOYII北車站店

タブレットを使用した
セルフオーダー

自動搬送機

（注） 1. 売上高にはその他の営業収入を含めています。 
2. 事業セグメントの売上高には、セグメント間売上高が含まれています。 
3. 構成比は、事業セグメントごとの合計に対する割合です。
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Menu 2  ロイヤルグループの戦略
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コントラクト事業では、法人からの委託などにより、空港ターミ

ナルビルや高速道路サービスエリアに加え、大型商業施設、オ

フィスビル、医療介護施設、百貨店、官公庁などにおいて、そ

れぞれの立地特性に合わせた多種多様な飲食業態を運営し

ています。2018年度は、中期経営計画「Beyond 2020」の達

成に向けて、企画開発力の向上と既存店の付加価値向上に

向けた活動を継続しました。

　2018年度は、新規受託や、株式会社チャウダーズを子会社

化したことによる増収に加えて、空港ターミナルビル店舗の売

上高が堅調に推移しました。これらの結果、2018年度の売上

高は34,841百万円（前年同期比＋2.4%）、経常利益は1,547

百万円（前年同期比＋8.8%）となりました。

空港ターミナル、高速道路の業態ともに、

「質の成長」と「規模の成長」に取り組ん

でいます。空港ターミナルでは、空港ビジ

ネスの成長に対応するため、新規出店や

業態変更、改装を行い、売上増加を目指

しています。2018年度の新規出店は1店

舗、改装・業態変更した店舗は4店舗でし

たが、2019年度は、ピンクベリー那覇空港

店（沖縄県・那覇空港内）の出店を含め、

3店舗の新規出店と、3店舗の改装・業態

変更を行う見込みです。また、高速道路

では、ロイヤルマリンコート（千葉県・海 

ほたるパーキングエリア内）の改装を行い

ました。

従来の対応型サービスから、提案型サー

ビスへの変換を推進し、提案力を向上さ

せることで、選ばれるコントラクト企業を目

指しています。企業・官公庁、給食領域で

は、グループノウハウをベースとしたメ

ニューや、高品質な施設運営をご提案し

ています。また、ヘルスケア領域（病院関

連施設）では、レストランやカフェ、職員食

堂、売店を一つのパッケージとして提案す

る「パッケージ出店」を推進することで、受

託数の増加を図ります。また、これら開発

力と提案力の強化に加え、メニューの付

加価値向上を図るとともに、システムを 

活用した食材管理などの効率化も進めて

います。

 2018年度の概況  

 「Beyond 2020」の達成に向けて  

空港ターミナル・ 
高速道路などの 
取り組み

事業所内 
給食などの取り組み

空港ターミナル既存店売上高前年比

高速道路既存店売上高前年比

事業所内等既存店売上高前年比

（％）

（％）

（％）

コントラクト事業  Contract Food Service

通期累計 
前年比

107.3％

通期累計 
前年比

100.8％

通期累計 
前年比

99.9％

グループ会社

ロイヤル空港高速フードサービス株式会社
株式会社チャウダーズ※

ロイヤルコントラクトサービス株式会社
※ 株式会社チャウダーズは、2019年1月1日付でロイヤル空港高速フード
サービス株式会社に吸収合併されています。

改装後のロイヤルマリンコート
（千葉県・海ほたるパーキングエリア内）

とんかつ専門店「黄金色の豚」（福岡空港国内線ターミナル内）

病院内の外来レストラン

事業別売上高構成比

コントラクト事業 
売上高

34,841
百万円

24%

（注） 1. 売上高にはその他の営業収入を含めています。 
2. 事業セグメントの売上高には、セグメント間売上高が含まれています。 
3. 構成比は、事業セグメントごとの合計に対する割合です。
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グループ会社

ロイヤルインフライトケイタリング株式会社

グループ会社

アールエヌティーホテルズ株式会社

Menu 2  ロイヤルグループの戦略
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機内食事業では、関西国際空港、福岡空港および那覇空港な

どにおいて、国内外の航空会社から機内食の調製業務と搭載

業務を受託しています。

　2018年度は、既存取引先の航空会社との取引関係の深耕

に努めるとともに、新規航空会社からの受注やインバウンドの

増加などにより、好調な販売食数を維持しました。一方で、関

西国際空港において台風21号の上陸により、空港の一時閉

鎖や、国際線の運航再開に時間を要するなどの影響を受けた

ことで、売上高は8,481百万円（前年同期比＋0.1%）、経常利

益は858百万円（前年同期比△10.5%）となりました。

ホテル事業では、「ひとと自然にやさしい、常にお客さまのため

に進化するホテル」を経営理念とし、全国に「リッチモンドホテ

ル」および提携ホテルを40棟※を展開しています。

　2018年度も、接遇や朝食のさらなる品質向上に取り組み、

顧客満足度の維持・向上による「質の成長」を継続しました。

また、2月と6月に直営ホテルを2棟開業するなど、「規模の成

長」についても計画的に進めました。

　新規開業による増収に加え、既存のホテルにおいても高稼

働率を維持したことにより、2018年度の売上高は28,682百万

円（前年同期比＋6.5%）、経常利益は4,291百万円（前年同

期比＋4.4%）となりました。
※直営39棟と連携1棟。フレンドシップホテルは除く。

品質向上と安全性維持に継続して取り組むとともに、コスト上

昇への対応として、生産数指示システムの開発への着手、低

コスト・省工程のメニュー開発を進めていきます。また、2018

年度は、関西国際空港の総旅客数が過去最高の2,894万人

（前年度比3%増）となるなど、関西工場では旅客数増加に伴

うビジネス機会の伸長を見込んでいます。さらに、沖縄工場で

は、那覇空港の際内連結ターミナル施設の全面運用開始など

の拡張計画や、滑走路の増設などにより見込まれるビジネス

機会を拡大させていきます。

2018年には、サービス産業生産性協議会「JCSI2018（日本版

顧客満足度指数）第1回調査」のビジネスホテル部門で第1位

を受賞するなど、高い評価をいただいていますが、さらなる付

加価値の向上を目指し、既存店改装の継続（2019年度は 

2棟）、会員制度のブラッシュアップ、顧客満足度向上に寄与し

得る基幹システム再構築を行っていきます。さらに、2019年

度は、リッチモンドホテル天神西通をはじめ3棟の新規開業を

行うなど、「Beyond 2020」実現に向けた取り組みを進めてい

きます。

 2018年度の概況   2018年度の概況  

 「Beyond 2020」の達成に向けて  
 「Beyond 2020」の達成に向けて  

機内食事業売上高前年度比推移
店舗数・客室数と客室稼働率の推移
（リッチモンドホテル直営のみ）

 店舗数（各四半期末）　  各期末客室数（室）　  直営ホテル客室稼働率

（％）

（店舗数） （客室数）

機内食事業  In-flight Catering Business ホテル事業  Hotel Business

通期累計 
前年比

100.1％

2018年度 
客室稼働率

92.0％

事業別売上高構成比 事業別売上高構成比

38

xxxx

xxxx

0

xxxx

xxxx

xxxx

38

2018/1Q 2Q 3Q 4Q
0

3,000
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9,000

12,000

39 39 39

7,677 7,893 7,891 7,890

89.9% 91.8% 93.5%

0

20

40

60

80
92.8%

機内食事業 
売上高

8,481
百万円

ホテル事業 
売上高

28,682
百万円6%

20%

（注） 1. 売上高にはその他の営業収入を含めています。 
2. 事業セグメントの売上高には、セグメント間売上高が含まれています。 
3. 構成比は、事業セグメントごとの合計に対する割合です。

（注） 1. 売上高にはその他の営業収入を含めています。 
2. 事業セグメントの売上高には、セグメント間売上高が含まれています。 
3. 構成比は、事業セグメントごとの合計に対する割合です。

31 32ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. ROYAL HOLDINGS Co., Ltd.



食品事業は、主に当社グループの各事業における食品製造、

購買、物流業務などのインフラ機能を担っているほか、グルー

プ外企業向けの食品製造も行っています。また、食の安全・

安心を強く意識した体制整備および効率性を向上させる設備

投資を継続して進めています。

　2018年度は、グループ外企業向けの製造販売量が減少し

たことで、売上高は10,879百万円（前年同期比△0.3%）とな

りましたが、ロイヤルホストを中心としたグループ内向けの製

造販売量の増加などが利益貢献し、経常利益は317百万円

（前年同期比＋15.2%）となりました。

半世紀以上にわたり培ったノウハウを活用し、レストランの味

を家庭でも味わえるように、冷凍ミールをグループ内の店舗で

販売していきます。また、冷凍調理済み食品市場は、家庭用・

業務用ともに拡大基調であるため、グループ外のお取引様へ

の販路拡大を目指していきます。

 2018年度の概況  

 「Beyond 2020」の達成に向けて  

冷凍ミールの販売（GATHERING TABLE PANTRY馬喰町）
天丼てんや（フィリピン）

天丼てんや（台湾） 天丼てんや（香港）

天丼てんや（タイ）

食品事業  Food Manufacturing 海外ビジネスの拡大  

Menu 2  ロイヤルグループの戦略

グループ会社

ロイヤル株式会社

事業別売上高構成比

食品事業 
売上高

10,879
百万円

7%
世界に先駆けて急速に人口減少と高齢化が進む日本の企業

にとっては、これからも成長が見込まれる海外マーケットでの

事業基盤の獲得、拡大が、企業の持続的な成長を実現する上

で重要な課題となっています。そこで、2018年3月、ロイヤル

グループの海外事業展開を横断的に推進する部署として、 

ロイヤルホールディングス株式会社内に海外事業開発部を設

置し、海外事業展開の加速化に着手しました。2018年度は、

台湾における合弁会社の設立や香港における有力飲食企業

とのフランチャイズ契約などを通じて、「天丼てんや」を4店舗

開業したほか、他のアジア諸国やアメリカでの「天丼てんや」

事業展開に向けた準備を進めています。

　2018年12月末現在、タイ、インドネシア、フィリピン、台湾、 

香港で合計20店舗の「天丼てんや」、台湾で合計12店舗の

「ロイヤルホスト」を営業し、ロイヤルグループの海外ネットワー

クは5ヵ国・地域32店舗となっています。

 2018年度の概況  

海外ビジネスの拡大は、「Beyond 2020」の重要テーマの一つ

である「規模の成長」実現のための施策の一つです。まずは、

海外でのチェーン展開のパッケージが整っている「天丼てんや」

について、既進出国での出店加速に取り組むとともに、未進出

のアジアの主要国やアメリカのマーケットで展開できるよう 

市場調査や現地パートナー候補の開拓など準備を進めて 

います。

 「Beyond 2020」の達成に向けて  

　また、ロイヤルグループがこれまで培ってきたさまざまなコン

テンツ（飲食業態、ホテルなど）やノウハウ（セントラルキッチン、

機内食事業など）を海外マーケットでビジネス化することも視

野に、現地パートナーとのコラボレーションやM&Aを通じた

事業基盤獲得にも取り組んでいきます。持続的な成長が期待

できる海外マーケットに対しては、次の10年を見据えた「成長

の種まき」を積極的に進めていきます。

 タイ  8店舗
 インドネシア 1店舗
 フィリピン 9店舗

 香港 1店舗
 台湾 13店舗

海外店舗（FC含む）

（注） 1. 売上高にはその他の営業収入を含めています。 
2. 事業セグメントの売上高には、セグメント間売上高が含まれています。 
3. 構成比は、事業セグメントごとの合計に対する割合です。
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Menu 2  ロイヤルグループの戦略

  

IT活用による店長業務の効率化やキッチンオペレーション改革に 

よる調理工程短縮と料理の質の両立に向けた研究開発を進めて 

います。蓄積した知見や経験をもとに、グループ全体の生産性向上

や働き方改革への取り組みを本格化していきます。

完全キャッシュレスと店舗業務のIT化で 

付加価値創造につながる業務時間を確保

店長の業務時間のうち、管理・事務作業について、ロイヤル 

グループ他店舗では約19%に対して、GATHERING TABLE 

PANTRY馬喰町店は、約5.6%と大きく減少しました。それに

伴い、教育訓練をはじめ、お客様に対して高い付加価値を提

供するための業務時間が増加しました。また、店舗業務の IT

化を進めることで管理業務を少なくすることができます。

Innovation次の10年に向けたイノベーションの創出
少子高齢化による生産年齢人口の減少や市場変化など経営環境が変化する中、持続的な成長を実現

するため、当社グループではイノベーション創造部を設け、テクノロジー活用による生産性向上や働き

方改革などの継続した取り組みを進め、従業員満足度と顧客満足度向上につなげることを目指してい

ます。人がおもてなしなどの付加価値を創出する業務に集中できるよう、それ以外の作業については機

器やロボットを活用します。

生産性向上と 
働き方改革を目指す 
R&D店舗

R&D店舗の実証成果とグループ内の展開事例

0 20 40 60 80 100

グループ内
専門店 55.9 7.5 7.3

PANTRY※

19.0 10.3

67.4 2.5 11.35.6 13.2

・キャッシュレス
・セルフオーダー
・デジタルデバイス 
・ペーパーレス GATHERING TABLE PANTRY 馬喰町店 （2017年11月6日オープン）

※ GATHERING TABLE PANTRY 馬喰町店 

・新調理機器導入
・コンパクトキッチン
・  B to C向け冷凍ミール

・厨房設備の軽量化
・出退店の迅速化

店舗業務のIT化

セントラル 

キッチン
＋ 

テクノロジー

アセットライト 

（人員・投資）

ロイヤルホールディングス株式会社

常務取締役

野々村 彰人

次の10年に向けて

店舗業務の効率化

・キャッシュレス
・ペーパーレス（キッチン内）
・トレーニング時間短縮
・ ユニバーサルなキッチンディスプレイ 
（イラストでの調理指示）

IT機器の活用

・  クレジットカードや電子マネーにも 
対応した券売機
・多言語対応セルフオーダー
・Free Wi-Fi環境

店長の業務時間の割合の変化

 接客調理　  開閉店・清掃　  管理・事務　  店舗ミーティング　  会議・研修

（％） 

  さまざまな研究開発を展開 

店内で提供しているメニューの 

一部を冷凍食品として販売してい
ます。ご家庭の食卓でもレストラン
クオリティの料理が楽しめます。

ガスを使用しないため調理用のガ
ス台や業務用の換気扇などが必
要ないコンパクトでクリーンな厨房
スペース。

セントラルキッチンの 
冷凍商品

最新型の調理器具

GATHERING TABLE PANTRY 馬喰町店 見取り図

FROZEN  
SHOP

調理工程の短縮 セルフオーダー キャッシュレス決済

外食の未来へのチャレンジ

キッチン

入口

タブレット 
端末注文

お客様

お客様

お客様

スタッフ
スタッフ

調理

キッチン 
モニタ

ドリンク 
モニタ

セルフで 
QRコード決済も

可能

ユニバーサルな 
キッチンディスプレイ 
(イラストでの調理指示 )

多言語対応セルフオーダー

専用デバイスで 
クレジットカード・電子マネー決済

提供

自社セントラルキッチン製造の冷凍商品をマイクロウェーブコン
ベクションオーブンなどの最新型調理機器で自動調理し、プロ
の火加減を再現します。

R&D

成果と展開事例

R&D店舗での実証成果をいかした展開事例

生産年齢人口がますます減少し、働く方が不足していくこ

とは、ロイヤルグループの最大の経営課題と認識していま

す。解決策の一つとして、ITやロボティクスなどのテクノ

ロジーの活用は不可欠です。テクノロジーが人を支援す

ることで生まれた時間を使って、従業員はホスピタリティ

を発揮し、価値を創造することに集中できると考えていま

す。今後も、外食の未来に向けてさまざまなチャレンジを

続けながら、生産性向上および働きやすい環境づくりに

努めていきます。

次世代の
キーワード

生産性
向上

IT化
決済

SNS
社会

冷凍
食品

観光
立国

働き方
改革

フード
テック

AI
活用

自動配送
ロボット

来客数の 
予測

セルフオーダー&
キャッシュレス決済

食器洗浄
ロボット

床掃除
ロボット

デジタル
マーケティング

Free Wi-Fi
環境設備

多言語化

新厨房機器

※大江戸てんやでの事例
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