
 

 

 
 

 
 

２０１０年４月８日 

ロイヤルホールディングス株式会社 

 

ロイヤルホストでは、2010年 3月 9日（火）より一部店舗にて実施中の初企画 “お好きなだけPancake
パ ン ケ ー キ

”を、

大好評につき、4月12日（月）より162店舗に拡大します。 

“お好きなだけPancake
パ ン ケ ー キ

”を販売中の 131 店舗では、Twitter や mixi などからクチコミで拡がったこともあり、 

販売開始から合計 25 万枚を超えるパンケーキ※をお召し上がりいただきました。（1 人平均 7.78 枚） 

お客様からは、「黄金色をした表面のサクサク感と中のふわふわ感、さらにシロップの香りで幸せな気分

になる」「20 数年ぶりに食べ、幼少の頃を思い出した」など多くの評価と、店舗を増やして欲しいという強い

ご要望をいただいておりましたので、さらに実施店舗を拡大します。 

また、現在ロイヤルホスト HP にてウェブムービー「サプライズ！パンケーキタワー」を公開中。子供の頃

の夢、絵本でみたように高く盛ったパンケーキを目の前にした親子のリアクションに、ぜひご注目ください。 

さらに 5 月には、パンケーキのスペシャル企画を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

“お好きなだけPancake
パ ン ケ ー キ

” 提供25万枚突破！ 

大好評に応え、さらに実施店舗を拡大
驚きの“パンケーキタワー”をウェブムービーにて公開中 

＜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 

株式会社プラップジャパン 担当 内藤、山口 
ＴＥＬ：０３－３４８６－６８６８ ＦＡＸ：０３－３４８６－７５０２   

e-mail：royalholdings@ml.prap.co.jp 

はじめにパンケーキを５枚お持ちします。

その後、焼きたてをお持ちしますので、 

お好きな枚数を追加でお申し付け下さい。 

・お一人様ごとのご注文をお願いします。 

 （小学生未満の方はお取り分け頂けます。） 

・召し上がれる枚数のご注文をお願いします。 

※報道関係者様向けに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 

【展開概要】 
 
販売概要 ：2010 年 4 月 12 日(月)～2010 年 6 月 16 日(水) （予定）  

価 格 ：477 円(税込 500 円)   
          ※東新宿駅前、目白駅前、仙川駅前、音羽、神谷町（東京）、難波御堂筋（大阪）は 550 円(税込)となります 

販売店舗 ：ロイヤルホスト 162 店舗 （全 277 店舗中） ※4 月 12 日(月)時点 

提供時間 ：平日 pm3:00～pm6:00  ※一部、時間を延長している店舗がございます 

※：今年 3月 9日～4月 5 日に、販売中の 131 店舗で 

計 273,308 枚を提供（通常販売のパンケーキは除く） 

【「お好きなだけパンケーキ」ご注文にあたって】 【ウェブムービー「サプライズ！パンケーキタワー」】 

パンケーキを高く積み上げてお持ちする、と

いうサプライズを行いました。 

さて、お客様のリアクションはいかに？ 
※実際は動画のように数十枚を高く積み重ねて

お持ちすることはございません 

ロイヤルホスト HP（http://www.royalhost.jp/） 



 

■現在販売している店舗（131 店舗） 

 
 

北海道 新潟県 長野県 奈良県 広島県 福岡県 

宮ノ森 鳥屋野 松本渚 王寺駅前 幟町 姪浜 

白石 西堀通 諏訪ｲﾝﾀｰ   本城 

南郷   大阪府 兵庫県 和白  

菊水元町 千葉県 神奈川県 茨木 東神戸 ※ 平尾 

山鼻 松戸駅前 川崎 布施南  ※ 塚口 ※ 中間 

旭ヶ丘 検見川浜 尻手駅前 枚方  ※ 尼崎東 ※ 水城 

月寒 幕張 大倉山 文の里 下山手 小嶺 

千歳 浦安 鶴見 八戸の里  ※ 本山  ※  

 船橋北 馬車道 寝屋川 武庫之荘  ※ 長崎県 

宮城県 津田沼 関内 三国駅前 摩耶  ※ 蛍茶屋 

仙台国見ヶ丘 津田沼駅前 洪福寺 門真 宝塚  

仙台花京院 成田 上大岡 難波御堂筋 姫路本町 熊本県 

 成田美郷台 屏風ケ浦 高槻 湊川 熊本ｲﾝﾀｰ 

福島県 幸町 谷津坂 八尾 甲子園  

郡山朝日 浜野ｲﾝﾀｰ 衣笠ｲﾝﾀｰ 蒲生  大分県 

ｲｵﾝﾀｳﾝ郡山 稲毛海岸 菅生 都島 山口県 大道 

  厚木 朝潮橋 山の田  

茨城県 東京都 平塚 豊中南  鹿児島県 

真鍋新町 石神井 座間 豊中桜塚 岡山県 鹿児島 

水戸駅南 桜新町駅前 相模大野 北花田 倉敷  ※ 西鹿児島 

 上板橋 戸塚 東天満 岡山学南  

群馬県 江古田  大阪ﾄﾞｰﾑｼﾃｨ   

高崎駅前 目白駅前 静岡県 池田天神 和歌山県  

 西葛西 柿田川公園 平野 和歌山  

埼玉県 南葛西  湯里   

和光駅前 東新宿駅前 愛知県 三国   

春日部 若林 高蔵寺 森ノ宮   

浦和領家 仙川駅前 八事 岸和田   

戸田 永福町 名東本通    

所沢 国立     

西川口 八王子中央 滋賀県    

宮元町  浜大津    

川越 山梨県     

 甲府南 京都府    

  桂    

  上鴨    

* 「※」印がついている店舗は、販売時間を延長しております。詳しくは WEB でご確認ください 

* 東新宿駅前店、目白駅前店、仙川駅前店、難波御堂筋店では、550 円(税込)での提供となります 



 

■4 月 12 日（月）から販売を実施する店舗 

茨城県 千葉 新潟県 大阪府 福岡県 

水戸東原 常盤平 新潟県庁前 帝塚山 久留米本町 

 若柴  堺石津川  

埼玉県  長野県 泉佐野 熊本県 

上尾 東京都 昭和通  南熊本 

浦和南 板橋  和歌山県  

深谷 馬事公苑 静岡県 東和歌山 鹿児島県 

浦和常盤 中野 静岡ｲﾝﾀｰ 和歌山北 城山 

川口北 音羽※    

与野 竹の塚 愛知県   

東松山 神谷町※ 名岐ﾊﾞｲﾊﾟｽ   

鶴ヶ島ｲﾝﾀｰ 国立駅前    

 小平    

* 音羽店および神谷町店では、550 円(税込)での提供となります 


