2020 年 4 月 17 日
ロイヤルホールディングス株式会社

緊急事態宣言に伴う当社グループの対応につきまして
営業時間短縮を全国の店舗に拡大
＜2020 年 4 月 17 日 19 時更新＞
平素より当社グループの店舗をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、関係者の皆さまに心よりお見舞い申しあげます。
また、医療従事者、病院関係者、また新型コロナウイルス感染拡大防止に従事されている多くの方々
に心より御礼申し上げます。
当社グループでは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、これまでも安全・安心にご利用いた
だける環境に努め、営業時間の見直しを行いながら食とホスピタリティを提供してまいりました。
このたびの政府からの緊急事態宣言の対象を全国に広げるとの発表を受けまして、下記のとおり、
営業時間の変更ならびに商品の提供時間の変更をいたしますので、お知らせいたします。
なお、各自治体から発表される方針、各施設等の方針、お客様と従業員の安全のために、今後も休
業および営業時間を随時、変更させていただいております。詳しくは各ブランドのホームページ、
店頭告知でご確認をお願いいたします。
今後も感染拡大の防止に努め、お持ち帰りやデリバリーを強化し、
「食」を通じて地域の皆様のお役
に立てるよう取り組んでまいります。
記
１．ロイヤルホスト

https://www.royalhost.jp/

※4/10 から変更有り

＊対象期間：2020 年 4 月 17 日（金）～5 月 6 日（水）
１）休業店舗

4 店舗

セレオ八王子店、羽田空港店、新横浜駅ビル店、大宮ステラタウン店
２）営業時間を 18 時（L.O.17 時 30 分）までに短縮、土日祝日は休業する店舗

13 店舗

秋葉原店、道玄坂店、神楽坂店、神田神保町店、九段下店、新宿店、新宿三井ビル店、
銀座インズ店、大塚駅前店、浅草店、八丁堀店、東新宿駅前店、高輪店
※仙台一番町店は 17 日まで 20 時閉店、18 日（土）から 18 時閉店
３）営業時間を 20 時（L.O.19 時 30 分）までに短縮およびアルコール類のラストオーダーを
19 時までとする店舗

202 店舗

１）
、２）以外の全店舗（21 時閉店としていた 9 都府県以外の 52 店舗を 20 時閉店に変更）
＜追加＞
・仙台一番町店は 17 日（金）まで 20 時閉店、18 日（土）から 18 時閉店
・沖縄ライカム店は 17 日（金）まで 18 時閉店、18 日（土）から休業
・長崎駅ビル店は 18 日（土）まで 20 時閉店、19 日（日）から休業

２．天丼てんや

http://www.tenya.co.jp/

※4/10 から変更有り

＊対象期間：～2020 年 5 月 6 日（水）まで
１）休業店舗

19 店舗

丸の内北口店、錦糸町テルミナ 2 店、東京スカイツリーソラマチ店、ポンテポルタ千住店、
南砂町 SUNAMO 店、新横浜店、トレッサ横浜店、アリオ橋本店、千葉 C1 店、
イオンモール八千代緑が丘店、ビーンズ戸田公園店、難波御堂筋店、近鉄河内小阪駅店、
KITTE 博多店、キャナルシティ博多店、羽田空港第一ビル店、羽田空港第二ビル店、
大府店、昭島モリタウン店（昭島モリタウン店は 5 月 1 日に営業再開予定）
２）土日祝日のみ休業する店舗

2 店舗

川崎アゼリア店、サンシャイン店（平日 15 時閉店）
３）営業時間を 18 時までに短縮する店舗

30 店舗

南池袋店、新橋店、上野店、神田神保町店、秋葉原店、上野浅草口店、浅草店、市川店、
新宿センタービル店、新宿東口店、赤坂見附店、曙橋店、原宿店、渋谷地下鉄ビル店、
代々木八幡店、京王クラウン街笹塚店、新宿イーストサイドスクエア店、目黒店、大崎店、
恵比寿店、早稲田店、門前仲町店、銀座店、築地店、人形町店、神楽坂店、御徒町店、
両国店、ラスカ茅ヶ崎店、亀有店
４）営業時間を 19 時 30 分までに短縮する店舗

2 店舗

けやきウォーク前橋店、新千歳空港店
５）テイクアウト販売のみ営業する店舗

8 店舗

18 時閉店：ビーンズ赤羽店、ペリエ西船橋店、京急蒲田店、ビーンズ新杉田店、
八重洲店、溝の口店
19 時閉店：武蔵小金井店
20 時閉店：コクーンシティさいたま新都心店
※上記以外の店舗につきましては、多くの店舗で 20 時閉店としております。
詳しくはホームページにてご確認くださいますようお願いいたします。
３．カウボーイ家族

https://www.cowboy-family.jp/

※4/10 から変更有り

＊対象期間：2020 年 4 月 17 日（金）～5 月 6 日（水）
１）休業店舗

1 店舗

カウボーイファミリー沖縄ライカム店
２）営業時間を 20 時（L.O.19 時 30 分）までに短縮およびアルコール類のラストオーダーを
19 時までとする店舗

17 店舗

１）以外の全店舗（21 時閉店としていた熊本県の 1 店舗を 20 時閉店に変更）
※なお 4 月 10 日（金）よりスタートしたお持ち帰りメニューは各店舗の営業時間内での販売と
させていただきます。
４．シズラー

https://www.sizzler.jp/

※4/10 から変更有り

＊対象期間：～2020 年 5 月 6 日（水）まで
１）休業する店舗

6 店舗

アクアシティお台場、ランドマークプラザ、東京ドームホテル、大塚駅前、
東京国際フォーラム、押上（※押上は 19 日まで 18 時閉店、20 日（月）から休業）

２）営業時間を 11～15 時（L.O.14 時）
、17～20 時（L.O.19 時）までに変更する店舗 4 店舗
新宿三井ビル、桜新町、三鷹、府中
※サラダバーを休止して営業しています。詳しくはウェブサイトをご確認ください。
５．ロイヤルガーデンカフェ

https://royal-gardencafe.com/

※4/10 から変更有り

＊対象期間：～2020 年 5 月 6 日（水）まで
１）休業する店舗

4 店舗

渋谷、飯田橋、日比谷（Q CAFÉ by Royal Garden Café）、
名古屋（※名古屋は 19 日まで 15 時閉店、20 日（月）から休業）
２）営業時間を 20 時までに短縮、週末は休業する店舗

2 店舗

青山、大濠
３）営業時間を 20 時までに短縮する店舗

1 店舗

目白
６．シェーキーズ

https://shakeys.jp/

※4/10 から変更有り

＊対象期間：～2020 年 5 月 6 日（水）まで
１）休業する店舗

10 店舗

新宿通り、渋谷宇田川、ららぽーと TOKYO-BAY、聖蹟桜ヶ丘、よみうりランド、
イオンモール座間、マークイズ静岡、ららぽーと名古屋みなとアクルス、新京極、
キャナルシティ博多
２）営業時間を平日 15 時 30 分まで、週末 20 時までに短縮する店舗

4 店舗

壷川、プラザハウス、ネーブルカデナ、イオン南風原
３）営業時間を 17 時までに短縮、週末は休業する店舗

1 店舗

アネックスカワトク
４）営業時間を 18 時までに短縮、週末は休業する店舗

1 店舗

FKD 宇都宮インターパーク
５）営業時間を 18 時 30 分までに短縮、週末は休業する店舗

1 店舗

茅ヶ崎
６）営業時間を 19 時までに短縮、週末は休業する店舗

3 店舗

池袋東口、吉祥寺、横浜西口
７）営業時間を 20 時までに短縮する店舗

1 店舗

福田屋 SP 宇都宮
※4 月 9 日（木）より、池袋東口、吉祥寺、横浜西口はバイキングを中止し、オーダーメニュー
のみで対応しております。
７．GATHERING TABLE PANTRY

https://gatheringtable.jp/

※4/10 から追加

＊対象期間：～2020 年 5 月 6 日（水）まで
１）営業時間を 18 時までに短縮、日曜は休業する店舗
馬喰町
２）営業時間を 20 時までに短縮する店舗
二子玉川

1 店舗

1 店舗

※家庭用フローズンミール「ロイヤルデリ」を店内ショーケースにて販売をしております。
https://gatheringtable.jp/royaldeli/
８．専門レストラン、カフェ、ベーカリー

※4/10 から変更有り

１）休業する店舗
ローズベーカリー（丸の内、銀座、伊勢丹新宿、羽田）
、
ピンクベリー（ヴィーナスフォート、立川、幕張新都心、エキスポシティ）
、
ミセスエリザベスマフィン（ランドマーク、イムズ）、ＳＴＡＮＤ Ｔ、 天安、
チャウダーズ（北千住店、横浜ジョイナス店、中部国際空港 FLIGHT OF DREAMS 店）
イルフォルノ（ヴィーナスフォート、マリノアシティ）
、カフェシェーキーズ外苑信濃町、
THE 3RD CAFE 虎ノ門、レストランビアポート、スプリングバレーブルワリー横浜、
コンチネンタルロイヤル、キリン SOWSOW、キリンビアファーム、
アペティートカフェメトロ、アペティートカフェ博多駅マイング
※スタンダードコーヒー青山（平日 18 時閉店）
、カフェクロワッサン WBG 店（平日 18 時閉店）
、
ランチャンアヴェニュー（平日 17 時閉店）は、土日祝日は休業させていただきます。
お客様には大変ご不便をおかけいたしますが何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

