News Letter
2021年7月21日
ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルグループ 最新情報のお知らせ

夏のおうち時間を彩るテイクアウト・デリバリー商品を特集！
～ロイヤルホスト、天丼てんやの季節商品やLucky Rocky Chicken新商品、アメリカンマフィンなど～
ロイヤルグループでは、各レストラン・ショップで、夏のおうち時間を彩るテイクアウト・デリバリー
メニューをご用意しています。オードブルからメインディッシュ、スイーツなどをお好きな場所でお楽
しみいただけます。リモートワークや忙しい日のランチをはじめ、ご家族やご友人とのスポーツ観戦や
ホームパーティーなどにご利用ください。
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『ロイヤルホスト』：おうちで楽しくロイヤルホスト TAKEOUT「夏のご馳走シーフード」
大粒帆立やずわい蟹、ムール貝が楽しめる「夏のご馳走シーフード」をフェアメニューから
テイクアウト＆デリバリー商品としてご用意しました。
『天丼てんや』：おうちでもりあがろう!!「夏の天ぷら盛合わせ」＆美味しさ倍増「涼麺丼」
有頭海老が 2 尾入った天ぷら盛合わせ、米なすや土佐甘とうなど 10 種野菜の精進揚げ、天
ぷら、天丼と麺が一緒に楽しめる「麺丼」をご提供。
（テイクアウト限定）
『シェーキーズ』：夏の元気応援！キャンペーン テイクアウトピザ 50%OFF (7/19～8/8)
シェーキーズのアメリカンタイプのクリスピーピザをおうちで気軽にお楽しみいただきたい
という思いを込めてテイクアウトピザ 50%OFF キャンペーンを 10 店舗で開催中です。
『シズラー』：サラダバー＆グリルをご自宅で！ハワイ旅行気分も楽しめる商品ラインアップ
バラエティ豊かなサラダバーをおうちでも。「サラダバーセット」や「タコスバーセット」を
はじめ、現在開催中の「ALOHA! Hawaiian Fair」の商品も楽しめます。
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『ミセスエリザベスマフィン』：セイボリー＆スイーツマフィンのデリバリースタート
お店でひとつひとつ丁寧に焼き上げるアメリカンマフィンのデリバリーがスタート。ご家
族、ご友人とのティータイム、軽食や自分へのご褒美としてお楽しみください。
『Lucky Rocky Chicken』：バターミルクフライドチキンをハンバーガーやサラダで
アメリカのコンフォートフード（懐かしい味・幸福感を与える食べ物）として親しまれている
バターミルクフライドチキン。7/23 新登場の「麻辣チリペッパー」バーガーもおすすめ。
家庭用フローズンミール『ロイヤルデリ』：「夏に食べたいアメリカン ハーブ＆スパイシー」
夏におすすめのハーブやスパイスが効いたアメリカ料理「シカゴ風ピザ」と「ジャンバラ
ヤ」を新発売。また、食卓を華やかにするセットメニューも EC サイトで販売中です。

＜報道関係のお問い合わせ先＞
ロイヤルホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション室
TEL：03-5707-8852 FAX：03-5707-8860 e-mail：koho@royal.co.jp
※報道関係者様向けに各メニュー画像を用意しておりますので、ご希望の方はお手数ですが 上記までご連絡ください。
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■ロイヤルホスト TAKEOUT「夏のご馳走シーフード」（7/7～9 月上旬予定）

シーフードプラッター

ステーキ＆シーフードプラッターセット

大粒帆立、ずわい蟹、ムール貝

シーフードプラッター/アンガスサーロインステーキ 225g

単品価格 3,758 円（税込）

単品組み合わせ価格 6,328 円（税込）

※ステーキは焼成前のグラム数です。

カジュアルセット

おつまみセット

シーフードプラッター/食いしんぼうのシェフサラダ
やりいかのフリット＆フライドチキンの盛 り合わせ

シーフードプラッター/粗挽きソーセージのグリル
手作りフライドチキン

単品組み合わせ価格 5,550 円（税込）

単品組み合わせ価格 4,686 円（税込）

そのほか、様々なシーンで楽しめるメニューをご用意しています。https://www.royalhost.jp /
※写真はイメージです。専用容器での提供です。飲み物は含みません。
価格はテイクアウト時のものです。デリバリーは別料金です。詳細は各アプリまたはウェブサイトをご確認ください。

■天丼てんや おうちでもりあがろう!!「夏の天ぷら盛合わせ」＆美味しさ倍増「涼麺丼」
＜夏の天ぷら盛合わせ＞テイクアウト限定商品 （7/7～9 月上旬予定）

※写真はイメージです。

しょうじん

有頭海老の天ぷら盛合わせ

10 種野菜の精 進 揚げ

有頭海老 2 尾、いか×2、白身魚*×2、
かぼちゃ×2、いんげん×2

米なす、土佐甘とう、セロリのつまみ揚げ、ズッキーニ、
まいたけ、れんこん、さつまいも、なす、かぼちゃ、いんげん

1,200 円（税込）

1,000 円（税込）

*白身魚は一部の店舗では赤魚となります。

以下の店舗では販売しておりません
天ぷらてんや：平塚田村店、FDK 宇都宮インターパーク店
天丼てんや：新千歳空港、上里サービスエリア店、羽田空港第 1 ターミナル店、羽田空港第 2 ターミナル店、文京グリーンコート店、
富士川サービスエリア店、刈谷ハイウェイオアシス近鉄パークハウス店、香芝サービスエリア下り店
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＜涼麺丼＞テイクアウト限定 （7/19～9 月上旬予定）

※写真はイメージです。

麺丼・涼

麺丼・遊

冷小そば（小うどん）と涼天丼弁当
海老、いか、れんこん、いんげん

冷一人前うどん（そば）とミニかき揚げ天丼弁当
海老とまいたけのかき揚げ

690 円（税込）

650 円（税込）

涼・天ぷらそば

涼・天ぷらうどん

海老、いか、れんこん、いんげん

海老、いか、れんこん、いんげん

620 円（税込）

620 円（税込）

以下の店舗では販売しておりません
天ぷらてんや：FDK 宇都宮インターパーク店
天丼てんや：新千歳空港、上里サービスエリア店、羽田空港第 1 ターミナル店、羽田空港第 2 ターミナル店、文京グリーンコート店、
富士川サービスエリア店、西船橋店* *西船橋店は、涼・天ぷらそば、涼・天ぷらうどんは販売いたします。

そのほか、季節の天丼やごちそう天丼などもご用意しています。https://www.tenya.co.jp /

■シェーキーズ 夏の元気応援！キャンペーン テイクアウトピザ 50%OFF (7/19～8/8)
キャンペーン実施店舗 10 店舗
聖蹟桜ヶ丘店、新宿通り店、渋谷店、池袋東口店、吉祥寺
店、イオンモール座間店、横浜西口店、ららぽーと
TOKYO-BAY 店、ららぽーと名古屋みなとアクスル店、キ
ャナルシティ博多店

テイクアウトメニュー

「カラアゲシェーキーズ」提供店舗拡大中
テイクアウトメニューの新カテゴリー“洋風カラア
ゲ”「シェーキーズカラアゲ（略してシェキカラ）」
を 2020 年 12 月から販売スタート。シェーキーズ
のバイキングに並ぶ商品のひとつである「フライド
チキン」のノウハウを活かした商品です。
販売店舗 6 店舗
吉祥寺店、FKD 宇都宮インターパー
ク店、聖蹟桜ヶ丘店、渋谷店、新宿
通り店、キャナルシティ博多店
※写真はイメージです。
販売商品は店舗により異なります。

テイクアウト・デリバリーメニューと対応は各店
舗で異なります。詳しくは HP をご覧ください。
https://shakeys.jp /
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■シズラー サラダバー＆グリルをご自宅で！海外旅行気分も楽しめる商品ラインアップ
＜おうちでサラダバー気分＞

7/22 よりリニューアル販売スタート

タコスバーセット

トルティーヤからソース、トッピングまで
必要な具材が全てそろったタコスセット

2,570 円（税込）
サラダバーセット（レギュラーサイズ）
6 種のデリサラダ、フレッシュサラダとパン、
チーズトースト付（3～4 名様向け）

セットで買うとお得（7/22～9/25 予定）
シズラーおうちパーティーセット

3,218 円（税込）

サラダバーセット（レギュラーサイズ）＆タコスバーセット

5,400 円（税込）

＜ALOHA！Hawaiian Fair でハワイ旅行気分＞(7/８～9/20 予定)

シズラーロコモコ

ALOHA！ハワイアンプレート

リモートワークや忙しい日のランチ に

BBQ ポークリブ、テリヤキチキン、ス
パム®フライ、ガーリックシュリンプな
どハワイの美味しさが大集結

1,080 円（税込）

ハワイアン TERIYAKI
サーフ＆ターフ
CAB®のサーロインステーキ（300g）や
ガーリックシュリンプをご一緒に

5,324 円（税込）
4,568 円（税込）
選べるデリサラダの詳細やそのほかのメニューは HP をご確認ください。https://www.sizzler.jp /
※写真はイメージです。ステーキは焼成前のグラム数です。価格はテイクアウト時のものです。デリバリーは別料金です。
詳細は各アプリまたはウェブサイトをご確認ください。

■ミセスエリザベスマフィン セイボリー＆スイーツマフィンのデリバリー
＜イムズ店＞福岡県中央区天神（8 月 31 日閉店）
フードデリバリーサービス Wolt がご利用いただけます。
Wolt で注文可能商品（一部紹介）
おすすめのマフィン詰合せ
・マフィン BOX 6 個入 1,800 円（税込）
・マフィン BOX 8 個入 2,300 円（税込）
https://wolt.com/ja/jpn/fukuoka/restaurant/mrs-elizabeth-muffin

マフィン BOX6 個入

マフィン BOX8 個入

＜ランドマークプラザ店＞神奈川県横浜市みなとみらい（7/21 スタート予定）
フードデリバリーサービス foodpanda がご利用いただけます。
foodpanda で注文可能商品（一部紹介）
・定番商品 6 個 BOX（レギュラーサイズ） 2,150 円（税込）
レギュラーサイズのマフィン 6 個とティーバック3 個セット

・ミニマフィン 12 個 BOX（ミニサイズ） 3,400 円（税込）
ミニサイズのマフィン 6 種類×各 2 個とティーバック3 個セット

定番商品 6 個 BOX

ミニマフィン 12 個 BOX

※写真はイメージです。価格はデリバリー時のものです。店頭価格とは異なります。その日の製造状況でご注文いただける内容を変更す
る場合がございます。詳細は各アプリまたはウェブサイトをご確認ください。
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■Lucky Rocky Chicken バターミルクフライドチキンをハンバーガーやサラダで
バターミルクフライドチキン専門店『Lucky Rocky Chicken（ラッキーロッキーチキン）』は、アメリカでコンフォートフード
（懐かしい味・幸福感を与える食べ物）として親しまれているバターミルクフライドチキンとフレッシュな野菜を使用した商
品を手作り品質でご提供するファストフードショップです。5 月 29 日東京都品川区にオープンしました。

●バターミルクフライドチキンバーガー
オリジナル 単品 500 円 （税込）
アメリカではコンフォートフード（懐かしい味・幸福感を与える食べ物）
として知られるバターミルクフライドチキン。スパイスなどを加えたバ
ターミルク液に一晩漬けこみ、柔らかく、しっとりとした国産鶏むね肉
を 12 種のオリジナルスパイスが入った衣をまとわせて、スパイシーで
ザクザクの食感に仕上げました。お店で仕込むシャキシャキ食感のビネ
グレットキャベツサラダとしっとりふんわりと歯切れの良いバ ンズで
お楽しみください。
※ビネグレットキャベツサラダにはパクチーとハラペーニョを使っています。

新商品

7/23
販売

麻辣チリペッパー
単品 620 円（税込）

コルビージャックチーズ
単品 650 円（税込）

バーガーセット
（バーガー＋フライドポテト＋ドリンクR）

各バーガー単品価格＋300 円（税込）

●サラダ

※画像は“オリジナル”セット

バターミルクフライドチキンサラダ
500 円（税込）
キャベツとレッドオニオンにフレッシュパク チーや
ハーブ、ワインビネガーを使用したビネグレットドレ
ッシング、ハラペーニョをあわせたお店で仕込むシャ
キシャキ食感のサラダを、スパイシーでザクザク食感
ビネグレットキャベツサラダ
のバターミルクフライドチキンとご一緒に。
280 円（税込）

●バターミルクフライドチキン
7/23 より麻辣チリペッパーが新登場

バターミルクフライドチキン
オリジナル 1 ピース 300 円（税込）
麻辣チリペッパー1 ピース 380 円（税込）
※画像はオリジナル

チキン BOX
3 ピース850 円（税込）
5 ピース1,400 円（税込）
※画像は 3 ピース

バリューBOX
（チキン 4 ピース
＋サラダ＋フライドポテト）

1,550 円（税込）

※麻辣チリペッパーは価格が異なります。

ご注文は、事前決済システムや各種テイクアウト・デリバリーオーダー（出前館・Wolt・menu・
UberEats、foodpanda）を導入しています。詳細は HP をご覧ください。https://lr-chicken.jp
※写真はイメージです。価格はテイクアウト時のものです。デリバリーは別料金です。
詳細は各アプリまたはウェブサイトをご確認ください。

5/6

■家庭用フローズンミール「ロイヤルデリ」「夏に食べたいアメリカン ハーブ＆スパイシー」
「ロイヤルデリ」は、レストランクオリティ(RESTAURANT-QUALITY)の料理をご家庭で気軽にお楽し
みいただけるフローズンミールで、世界各国の料理 47 品を展開しています。
7 月 16 日から販売スタートした「夏 に食 べたい アメリ カン ハーブ＆スパイシー」では、暑い夏に
おすすめのハーブやスパイスが効いたアメリカ料理「シカゴ風ピザ」*と「ジャンバラヤ」の単品 2 品
をご用意。食卓を華やかにするセットメニューも同時に販売中です。
*

アメリカ中西部イリノイ州シカゴを発祥の場所といわれているピザの総称

＜期間限定セット＞

夏に食べたいアメリカンセット（3～4 人分）
5,000 円（税込）
暑い夏の食卓にぴったりな「シカゴ風ピザ」や「ジャンバラヤ」などの料理を詰め合わせた 8 個のセ
ットです。リモートワークや忙しい日のランチをはじめ、ご家族やご友人とのスポーツ観戦やホームパ
ーティーにもお楽しみいただけます。

【セット内容】（6 品 8 個）
・シカゴ風ピザ×1
・マッシュポテト×1
・ジャンバラヤ×2
・フレンチオニオンスープ×2
・バーベキューポーク×1 ・オレキエッテ～ブロッコリーとアンチョビのソース～×1

＜単品＞
シカゴ風ピザ（2~3 人分）
980 円（税込）
高さのある生地にイタリアンソーセージ、ピザソ
ース、オニオン、チーズ、ペパロニなどの具材を
重ねて焼き上げました。爽やかなハーブと具材が
詰まった食べ応えのあるピザです。

ジャンバラヤ
830 円（税込）
フライドチキン、海老、チョリソーに、数種類の野
菜が入ったアメリカ南部ルイジアナ州の伝統的な
お米料理。旨辛のケイジャンスパイスがクセになる
一品です。
※写真は調理イメージとパッケージ ※シカゴ風ピザは期間限定商品です。

ご家庭でもレストラン品質の味をお楽しみいただけるフローズンミール「ロイヤルデリ」は、
EC サイトでは全商品（47 品）の購入が可能です。https://royaldeli.jp/
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