
 
 

 

 

 

 

 

２００９年１１月３０日 

ロイヤルホールディングス株式会社 

 

ロイヤルホールディングスは、2010 年 4 月から施行される「神奈川県公共的施設における受動喫煙

防止条例」について、2010 年 3 月 1 日（月）までに、条例の対象となる神奈川県内の営業店舗 20 店舗

で、客席部分を全席禁煙とすることを決定しましたのでお知らせいたします。これにより、条例の対象と

なる神奈川県内の 59 店舗が条例施行に前倒しで対応することとなります。 

近年、受動喫煙問題に関心が集まるなか、受動喫煙防止に関わる条例での規制は神奈川県が全国

初のケースとなります。当社グループといたしましても、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条

例の取り組みを応援し、早々に店舗において対応することで、ご利用いただくお客様のニーズにお答え

できるものと考えております。 

 
【 実施概要 】 

 
◆実施日 

2010 年 3 月 1 日（月）、各店舗の営業開始時間までに実施 

 

◆実施店舗 

 神奈川県内 59 店舗（別紙参照、うち 28 店舗は 2009 年 11 月末時点ですでに全席禁煙） 

 

◆実施内容 

 従来の喫煙席を閉鎖し、客席部分を全席禁煙とする 

 ※ロイヤルホスト 12 店舗は店内の改装を実施（既に実施済みの鎌倉山店を含む） 

→客席部分を全席禁煙とし、別途店内に喫煙ルームを設置 

 

＜ご参考：神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例について＞ 

名 称  「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」 

内 容  事業の用に供する床面積から調理の用に供する部分を除いた面積が 

100 ㎡を超える飲食店は、禁煙または条例の定めに準拠した分煙の措置を取る 

施行日  2010 年 4 月 1 日 

罰 則  5 万円以下の過料（罰則の適用は 2011 年 4 月 1日より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県内のロイヤルグループ店舗 

２０１０年３月１日（月）までに全席禁煙 

～ 県内 59 店舗が条例施行に前倒しで対応 ～ 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

ロイヤルホールディングス株式会社 管理本部広報室 古城 

ＴＥＬ：０３－５７０７－８８５２ ＦＡＸ：０３－５７０７－８８６０ 
e-mail：koho@royal.co.jp 



 

店舗名 所在地 備考

1 ロイヤルホスト上大岡店 横浜市港南区最戸1-4-1

2 ロイヤルホスト関内店 横浜市中区尾上町1-8

3 ロイヤルホスト白根店 横浜市旭区白根1-20-25

4 ロイヤルホスト戸塚店 横浜市戸塚区原宿3-4-4

5 ロイヤルホスト屏風ヶ浦店 横浜市磯子区森2-26-15

6 ロイヤルホスト丸山台店 横浜市港南区丸山台3-43-4

7 ロイヤルホスト尻手駅前店 川崎市幸区南幸町3-100-1

8 ロイヤルホスト菅生店 川崎市宮前区犬蔵3-9-7

9 ロイヤルホスト相模大野店 相模原市相模大野3-14-2神奈中相模大野ビル2F

10 ロイヤルホスト厚木店 厚木市妻田西1-19-20

11 ロイヤルホスト衣笠インター店 横須賀市佐原1-8-7

12 ロイヤルホスト平塚店 平塚市立野町1-20

13 ロイヤルホスト座間店 座間市広野台1-1-1

14 キリンビヤホール馬車道 横浜市中区常盤町4-45アートビル地下1F

15 シェーキーズ横浜西口店 横浜市西区南幸1-11-1丸藤ビルB1F

16 パブブルワリースプリングバレー 横浜市鶴見区生麦1-17-1キリン横浜ビアビレッジ

17 ＭＯＤＩＳＨ馬車道店 横浜市中区住吉町5-59

18 ランチャンアヴェニュー 横浜市中区日本大通11横浜情報文化センター1F

19 レストランビアポート 横浜市鶴見区生麦1-17-1キリン横浜ビアビレッジ

20 バーグスターキッチン鶴間店 大和市西鶴間2-1-3

店舗名 所在地 備考

1 ロイヤルホスト厚木栄町店 厚木市栄町1-3-12 2009年12月5日から全席禁煙

2 ロイヤルホスト川崎店 川崎市川崎区新川通2-5 2009年12月11日から全席禁煙

3 ロイヤルホスト鶴見店 横浜市鶴見区鶴見中央3-19-7 2010年1月から全席禁煙

4 ロイヤルホスト相模原中央店 相模原市富士見6-2-20 2010年1月から全席禁煙

5 ロイヤルホスト藤沢本町店 藤沢市藤沢4-5-6 2010年1月から全席禁煙

6 ロイヤルホスト小田原店 小田原市浜町3-1-10 2010年1月から全席禁煙

7 ロイヤルホスト大倉山店 横浜市港北区大豆戸町13-1 2010年2月から全席禁煙

8 ロイヤルホスト洪福寺店 横浜市保土ケ谷区天王町1-12-8 2010年2月から全席禁煙

9 ロイヤルホスト馬車道店 横浜市中区尾上町5-78 2010年2月から全席禁煙

10 ロイヤルホスト谷津坂店 横浜市金沢区堀口5-1 2010年2月から全席禁煙

11 ロイヤルホスト南林間店 大和市南林間2-12-1 2010年2月から全席禁煙

店舗名 所在地 備考

1 ロイヤルホスト鎌倉山店 鎌倉市津1321-1 2009年11月20日から全席禁煙

2 天丼てんや伊勢佐木町店 横浜市中区伊勢佐木町2-92 すでに全席禁煙

3 天丼てんや新横浜店 横浜市港北区篠原町2937キュービックプラザ新横浜1F（別館） すでに全席禁煙

4 天丼てんや綱島店 横浜市港北区綱島西1-11-4綱島オークラビルII すでに全席禁煙

5 天丼てんや鶴見店 横浜市鶴見区豊岡町8-29 すでに全席禁煙

6 天丼てんや日吉店 横浜市港北区日吉本町1-2-2 すでに全席禁煙

7 天丼てんや川崎店 川崎市川崎区砂子1-9-2田中ビル1F すでに全席禁煙

8 天丼てんや川崎アゼリア店 川崎市川崎区駅前本町26-2カワサキ・アゼリア内 すでに全席禁煙

9 天丼てんや武蔵小杉店 川崎市中原区小杉町3-474 すでに全席禁煙

10 天丼てんや小田急相模原店 相模原市松が枝町23-3 すでに全席禁煙

11 天丼てんや橋本店 相模原市橋本6-1-24味の食彩館はしもとビル2F すでに全席禁煙

12 天丼てんや本厚木店 厚木市中町2-4-16トキワヤビル1F すでに全席禁煙

13 天丼てんや中央林間店 大和市中央林間4-6-3中央林間駅ビル1F すでに全席禁煙

14 天丼てんや横須賀中央店 横須賀市若松町1-5-1 すでに全席禁煙

15 天丼てんや大船店 鎌倉市大船1-8-3 すでに全席禁煙

16 天丼てんや小田原店 小田原市栄町2-8-24アイエスビル1F すでに全席禁煙

17 天丼てんや茅ヶ崎店 茅ヶ崎市元町1-1茅ヶ崎駅構内 すでに全席禁煙

18 シズラーランドマークプラザ店 横浜市西区みなとみらい2-2-1-2ランドマークプラザ1F すでに全席禁煙

19 シズラーノースポートモール店 横浜市都筑区中川中央1-25Northport Mall5F すでに全席禁煙

20 クイーンズタワーキャフェテリア 横浜市西区みなとみらい2ｰ3ｰ5クイーンズタワービルC棟1F･6F すでに全席禁煙

21 クイーンズタワーキャフェテリアラウンジ 横浜市西区みなとみらい2ｰ3ｰ5クイーンズタワービルC棟1F･6F すでに全席禁煙

22 クイーンズタワーキャフェテリアフレスカ 横浜市西区みなとみらい2ｰ3ｰ5クイーンズタワービルC棟1F･6F すでに全席禁煙

23 グッドタイムリビング横浜都筑 横浜市都筑区大丸1-24 すでに全席禁煙

24 スタッフレストラン伊勢丹相模原店 相模原市相模大野3-18-7伊勢丹相模原店6F すでに全席禁煙

25 てんやおじさんの天ぷら屋台トレッサ横浜店 横浜市港北区師岡町700トレッサ横浜南棟１Ｆ すでに全席禁煙

26 ミセスエリザベスマフィンランドマークプラザ店 横浜市西区みなとみらい2-2-1-2ランドマークプラザ1F121区 すでに全席禁煙

27 リッチモンドホテル横浜馬車道 横浜市中区住吉町5-59 館内共用部分は全面禁煙

28 リッチモンドホテルプレミア武蔵小杉 川崎市中原区新丸子東3-1175-1 館内共用部分は全面禁煙

（ご参考）神奈川県内のロイヤルホスト改装予定店舗

3月1日から全席禁煙となる店舗

（ご参考）本条例に既に対応済みの店舗


