10 月 22 日に報道発表いたしましたプレスリリースの記載内容に
一部誤りがございました。大変ご迷惑をおかけし深くお詫び申し上げます。
以下のとおり訂正させていただきます。
●3 貢「LA VIEILLE FRANCE」シェフパティシエ 木村成克氏 紹介内容
【誤】1988 年に帰国→【正】1998 年に帰国

【内容訂正のご連絡】

2020 年 10 月 22 日
ロイヤルホールディングス株式会社

世界各国の料理をご家庭で楽しめるフローズンミール「ロイヤルデリ」

10 月 30 日より冬ギフト＆クリスマスケーキを販売受付開始！
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～「LA VIEILLE FRANCE」木村成克氏監修のケーキをはじめ、
レストラン品質のフローズンミールで豊かな食卓をお届け～
ロイヤルホールディングス株式会社（福岡県福岡市、代表取締役社長(兼)CEO 黒須 康宏）は、10 月
30 日より、世界各国の料理を楽しめる家庭用フローズンミール「ロイヤルデリ」の冬ギフトと「LA VIEILLE
FRANCE（ラ・ヴィエイユ・フランス）」の木村成克氏が監修するケーキを、数量限定で販売受付を開始いたし
ます。

「冬に楽しむホリデーセット～特別な日の食卓～」は、メインとなる「牛肉の赤ワイン煮」やロイヤル伝統の味と
して長い年月親しまれている「オニオングラタンスープ」など、計 6 品を販売いたします。
ロイヤルデリ初の冬スイーツとクリスマスケーキは、“古き懐かしきフランス”をコンセプトにフランスの伝統菓子を展
開する「LA VIEILLE FRANCE」のシェフパティシエを務める木村成克氏が監修。冬スイーツ「ジョルジュサンド」
は、この冬の食卓に彩りと甘い幸せをお届けします。クリスマスケーキは、「マロンショコラ」と「フリュイ・ルージュ」の 2
品をご用意しました。
また、季節限定のオニオングラタンスープが入った心もおなかもほっこり温まる「冬の限定スープセット」や長年の
歴史の中で多くの人に愛されてきたロイヤル伝統の味が楽しめる「ロイヤルデリ洋食セット」も販売します。
自宅でのひとときやおもてなし、大切な人への贈り物に、レストランの美味しさを急速冷凍技術で閉じ込めた
家庭用フローズンミール「ロイヤルデリ」で、日常の中で、ちょっと特別で豊かな食事時間をお過ごしください。
＜報道関係のお問い合わせ先＞
ロイヤルデリ PR 事務局（株式会社サニーサイドアップ.内）
担当：牧田（090-9152-6347）、佐藤（070-1639-9609）、一瀬、島村
Mail：royaldeli@ssu.co.jp
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。

WINTER holiday GIFT 2020 商品の紹介

※宅配限定商品 価格は税込
※送料別 5,000 円以上ご購入で送料無料

冬に楽しむホリデーセット
～特別な日の食卓～（2 人前）￥5,500
・牛肉の赤ワイン煮（100g×2 袋）
・キタアカリのマッシュポテト（140g）
・南イタリア伝統料理カポナータ（120g）
・タコのバジルソース（タコ 50g、バジルソース 10g）
※数量限定販売

・オニオングラタンスープ（120g×2 袋、クルトン×2 袋）
・ブール（2 個入り×2 袋）

冬の限定スープセット

￥2,300

季節限定のオニオングラタンスープが入った心までほっこり温まる
スープのセットです。
・オニオングラタンスープ（120g×2 袋/クルトン 2 個）
・コーンポタージュ（160g×2 袋）
・オマール海老のビスク（120g×2 袋）

ロイヤルデリ洋食セット

￥5,400

長年の歴史の中で多くの人に愛されてきたロイヤル伝統の味が
お楽しみいただけます。
・ビーフシチュー（205g×2 袋）
・ドミグラスハンバーグ（169g×2 袋）
・コスモドリア（295g×2 個）
・コーンポタージュ（160gx2 袋）
・ビーフジャワカレー（160gx2 袋）

「LA VIEILLE FRANCE」木村成克氏監修

GEORGES SAND ジョルジュサンド ￥1,980
甘酸っぱい木苺ソース入りガナッシュを 4 層に重ねました。
約 縦 9x 横 8x 高さ 6cm
※洋酒を使った商品です。
小さなお子様やアルコールに敏感な方はご注意ください

※数量限定販売

【販売概要】
■販売方法：ロイヤルオンラインショッピング（https://www.shoproyal.jp/shop/）
ロイヤルグループ各店舗

（https://pkg.navitime.co.jp/royal-gr/）

■販売受付日：2020 年 10 月 30 日（金）10:00 から販売受付開始
※数量限定の商品に関しまして、早めに販売を終了させていただく場合がございます。
※「冬に楽しむホリデーセット～特別な日の食卓～」のみ、12 月 18 日（金）～22 日（火）に限り店頭受け取りができます。

「LA VIEILLE FRANCE」木村成克氏監修のクリスマスケーキ

※価格は税込
※宅配価格は送料込

Marron chocolat マロンショコラ
￥4,600（宅配価格）/ \3,800（店舗受取価格）
コクのあるチョコクリームとマロングラッセの相性の良さが特徴です。
（直径約 13.5cm）
※数量限定販売

Fruits・Rouge フリュイ・ルージュ
￥4,300（宅配価格）/ \3,500（店舗受取価格）
口溶けの良いジェノワーズ（スポンジ）と 3 種のベリーのハーモニーを
お楽しみください。
（直径約 15cm）

【販売概要】
■予約申込方法：ロイヤルオンラインショッピング（https://www.shoproyal.jp/shop/）
ロイヤルグループ各店舗

（https://pkg.navitime.co.jp/royal-gr/）

■予約受付期間：2020 年 10 月 30 日（金）～11 月 30 日（月）
※お届け日は 12 月 18 日（金）～22 日（火）です。

「LA VIEILLE FRANCE（ラ・ヴィエイユ・フランス）」シェフパティシエ 木村成克氏
Profile
1963 大阪出身
1981 2 年間、神戸の「ポートピア・ホテル」にパティシエとして勤務後、
「ポールボキューズ大丸」で倭文八郎氏に師事
1987 渡仏し、ストラスブールの「パティスリー・ネゲル」に勤務

木村 成克 Shigekatsu Kimura
大阪出身。神戸「ポートピア・ホテル」のパティシエ
として菓子職人の人生をスタート。1987 年に渡
仏し 11 年間で計 6 店舗にて勤務。1998 年に

1989 パリの「パティスリー・ラ・ヴィエイユ・フランス」で約 2 年半勤務。その後、
リヨンの「ショコラティエ・ベルナッション」に勤務。ミュールーズの
「ショコラティエ・カプリス」に勤務。再度パリ 6 区の名門パティスリー
「パティスリー・ラ・ヴィエイユ・フランス」で日本人初のシェフパティシエに就任。
「パティスリー・ネゲル」に勤務。11 年間で計 6 店舗にて勤務

帰国。東京シェ・シーマのシェフとして勤務。2001

2001 ロイヤル㈱（現ロイヤルホールディングス㈱）シェフパティシエとして招聘

年にロイヤル㈱（現ロイヤルホールディングス㈱）

2002 福岡・新天町 Patisserie Frais（パティスリー・フレ）のシェフパティシエに就任

シ ェ フ パ テ ィ シ エ と し て 招 聘 。 2007 年 に LA

2007 LA VIEILLE FRANCE 千歳烏山本店オープン

VIEILLE FRANCE 千歳烏山本店をオープン。

2012 LA VIEILLE FRANCE 仙川店オープン
現在、社団法人日本洋菓子協会連合会公認技術指導委員を務める

ロイヤルデリとは
2019 年 12 月から、ロイヤルグループの新たな食品事業の柱として本格展開している、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」。
“シェフが手鍋でつくる温かな味”をご家庭で手軽に再現できるように、自社のセントラル
キッチンで作った料理を急速冷凍することで、美味しさをそのままに閉じ込めます。
URL: https://royaldeli.jp/

