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ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルホストは、本場イタリアのこだわり素材を活かしたパスタ、肉・魚料理、ドルチェを提供する

「イタリア料理フェア」を、9月11日（火）より全国の店舗で開始いたします。

ロイヤルホストの「イタリア料理フェア」は、1980年に第1回を開催。20年ぶりに再開して好評を得た

昨年に引き続き、今回で6回目を迎えます。販売するメニューは、パスタ4品をはじめ、肉・魚料理2品、

定食スタイル1品、サイドメニュー3品、ドルチェ5品です。昨年導入した低温乾燥熟成パスタ「ヴェリーニ」

に、今年新たに現地で調達したこだわりの素材を組み合わせ、ロイヤルホストならではの調理力と専門

性を活かして開発した自信作です。

今回の「イタリア料理フェア」の目玉は、イタリア現地で調達した3つの食材です。一つはイタリア  

三つ星レストランでも提供される24ヶ月（720日）熟成した「ルリアーノ」のパルマ産生ハム。二つ目は

老舗チーズ熟成工房「ルイジ・グッファンティ」が深みと香りをさらにひき出したイタリアチーズの王様、

パルミジャーノ レッジャーノ チーズ。そして、収穫から製品化までわずか4～6時間、採れたてのフレッ

シュ感が特徴の「フトゥラグーリ」が生産したイタリアントマト。いずれもイタリア国内のみならず世界的

にも高い評価を得ているこだわり食材で、その素材の美味しさを十分に活かした、ご家庭では味わえな

いロイヤルホストならではの料理をお楽しみいただけます。

なお、パスタには昨年と同様、本場イタリアの低温乾燥熟成パスタ「ヴェリーニ」を使用。「ヴェリー

ニ」は、イタリアのミシュラン星付きレストランでも愛されている、110年以上の歴史を誇るパスタです。

ソースとの絡みが抜群の直径約1.9mmで、小麦の豊かな香りともっちりとした太麺が特徴です。

ロイヤルホストは、「食」を通じてより豊かな時間を過ごしていただけるよう、今後も素材と調理にこだ

わったメニューを展開してまいります。

【「イタリア料理フェア」概要】

販売期間 ： 2012 年 9 月 11 日(火) ～ 12 月上旬 （予定）

販売店舗 ： 全国のロイヤルホスト 246 店舗 （予定）

販売時間 ： 11:00～24:00
※一部取り扱いのない店舗、販売期間が異なる店舗がございます

※一部価格が異なる店舗がございます

三つ星レストランも認めたこだわりの素材を現地から調達

「イタリア料理フェア」を開催
～新 パスタ宣言 もっともっと素材を～

9 月 11 日（火）より全国のロイヤルホスト店舗でスタート

※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

＜本件に関するお問い合わせ先＞

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

株式会社プラップジャパン 担当 持冨、大木、山口
ＴＥＬ：０３－４５８０－９１０４ ＦＡＸ：０３－４５８０－９１３０ e-mail：royalholdings@ml.prap.co.jp

こだわり食材が一度に楽しめる
「イタリアよくばり 5 品プレート」



1946 年創業のパルマ産生ハムを専門につくるメーカー。イタリアをはじめとした

世界的な三つ星レストランや有名ホテルで高い評価を受けています。

ノヴァラ県、マジォーレ湖畔の町アローナで 1876 年に設立されたイタリア随一の

チーズ熟成工房。チーズ本来の味をひきたてる熟成の技術に高い評価を受けて

おり、世界各国の高級ホテルやレストランに供給しています。

土壌の管理からトマトの栽培、製造までを一環して自社で行う、2006 年に設立さ

れたイタリアントマトの製造工場。収穫から 4～6 時間以内に加工することでフレ

ッシュな風味がいきています。

本場イタリアで 110 年以上の歴史を誇る高品質パスタ工房。原材料へのこだわ

りと、職人技の結晶で作られるパスタは三つ星レストランでも高い評価を受けて

います。

● イタリアチーズの王様 パルミジャーノ レッジャーノ

－ 24 ヶ月熟成させることで、最大限引き出したチーズ本来の味

エミリア・ロマーニャ州内の限定生産地域で作られるパルミジャーノ レッジ

ャーノを、ルイジ・グッファンティ社が自信をもってセレクトし、地下の熟成庫

で昔ながらの方法でさらに最高の状態になるまで熟成させます。リッチで

エレガントな味わいと香りが特徴。お店でおろして提供します。

● ひとつひとつ丁寧につくりあげるパルマ産生ハム

－ 熟練した職人がつくりあげる 24 ヶ月熟成の美味しさ

パルマ地方の豊かな自然の中で飼育された厳選した豚と天然の塩を使い、

伝統に基づいたこだわりの製法でつくるイタリア最高峰「ルリアーノ」の  

パルマ産生ハム。塩分をできる限り抑えることで引き立つ甘みととろける

ような食感、芳醇な味わいをご堪能いただけます。

● 広大なトマト農場に囲まれた専用工場で加工されるイタリアントマト

－ 収穫して 6 時間以内に加工されるフレッシュな風味

酸味と甘みのバランスが良い「サンマルツァーノ」タイプと、フルーツのよう

な甘さがするほど糖度が高く、イタリアでも希少な品種 「ダッテリーニ」の

2 種のイタリアントマトを使用。トマト本来のフレッシュな美味しさをお届けし

ます。

● 110 年以上の歴史を誇るヴェリーニの低温乾燥熟成パスタ

－ 小麦の香り、食べごたえのあるアルデンテ！

イタリア最高級のデュラムセモリナ粉とグランサッソ山脈の湧水で作られる

パスタ。大量生産の場合、高温・短時間でパスタを乾燥させることが多い中、

低温（45-50℃）で 3 日間かけてゆっくりと乾燥・熟成させる伝統的な製法

で作られるため、小麦本来の香りともっちりとした食感が特徴です。

本場イタリアから調達したこだわりの食材

【ルリアーノ社（エミリア・ロマーニャ州）】

【ルイジ・グッファンティ社（ピエモンテ州）】

【フトゥラグーリ社（プーリア州）】

【ヴェリーニ社（アブルッツォ州）】



『パスタマルゲリータ

～ダッテリーニ＆サンマルツァーノ～』

【単品】 880 円（税込 924 円） 590kcal

【セット】 1,360 円（税込 1,428 円）

フレッシュバジルをあわせたスパゲティに、モッツ

ァレラチーズと 2 種のイタリアントマトのソースを

かけてお召し上がりください。ソースはオーブンで

アツアツにして提供します。

『ボスカイオーラ

～きのこと生ハム～』

【単品】 980 円（税込 1,029 円） 737kcal

【セット】 1,460 円（税込 1,533 円）

熟成した旨味のある生ハムときのこを使い、ほん

のりガーリックを効かせました。ボスカイオーラと

はイタリア語で「木こり」という意味です。

『ボロネーゼ

～モンテビアンコ～』

【単品】 950 円（税込 997 円） 710kcal

【セット】 1,430 円（税込 1,501 円）

ビーフと野菜の旨味をひきだしたコク深い味わ

い。仕上げにかけるパルミジャーノ レッジャーノ

を白い山（モンテビアンコ）に見たてました。

『ガンベラーレ

～海老のトマトクリームソース～』

【単品】 1,080 円（税込 1,134 円） 1071kcal

【セット】 1,560 円（税込 1,638 円）

殻付の海老とトレビスを使い、ガーリックを効かせ

た濃厚なトマトクリームソースで仕上げました。

本場イタリアから輸入した低温乾燥熟成パスタ「ヴェリーニ」の本格パスタ4品が今年も登

場。小麦の甘い香り、もっちりとした食べ応えのあるパスタの食感に、さらにイタリア現地

で見つけたこだわりの食材を組み合わせた新たな美味しさをお楽しみいただけます。

『ボロネーゼ

～モンテビアンコ～』

【単品】 950 円（税込 997 円） 710kcal

【セット】 1,430 円（税込 1,501 円）

ビーフと野菜の旨味をひきだしたコク深い味わ

い。仕上げにかけるパルミジャーノ レッジャーノ

を白い山（モンテビアンコ）に見たてました。

【おすすめメニュー】

【パスタメニュー】

『イタリアよくばり 5 品プレート』

1,480 円（税込 1,554 円） 961kcal

『スパゲティ 2 種のイタリアントマト（ハーフ）』、『パルマ産

生ハム“ルリアーノ”のサラダ』、『帆立のパルミジャーノ

チーズパン粉焼 き』 、『 マンマ のかぼちゃスープ』 、    

『ガーリックトースト 1 本』、計 5 品をセットにしたスペシャ

ルメニュー。

本場イタリアで出会ったとっておきの食材を一度にお楽し

みいただけます。



【肉・魚料理】

『イタリアンハンバーグ

      ～ポルチーニクリームソース～』

【単品】 1,160 円（税込 1,218 円） 746kcal

【セット】 1,580 円（税込 1,659 円）

ポルチーニの芳醇な香りと濃厚な味わいのフェア限定

スペシャルソースでお召し上がりいただくハンバーグ。

野菜のラザニアもご一緒に。

『帆立とメカジキのグリル

        ～シチリアンソース～』

【単品】 1,160 円（税込 1,218 円） 624kcal

【セット】 1,580 円（税込 1,659 円）

香味野菜と松の実、レーズンをトマトと煮込んだ

ソースは、シーフードに良くあいます。野菜のラザ

ニア添え。

『パルマ産生ハム“ルリアーノ”

        ～24 ヶ月熟成～』

580 円（税込 609 円） 108kcal

パルマ産生ハムの中でも希少な 24 ヶ月熟成の 1 品。

イタリアンセット プラス 480 円（税込 504 円）

※単品の場合 530 円（税込 556 円） 208kcal

「マンマのかぼちゃスープ」と「生ハムサラダ」を

ご一緒に。パスタの単品にセットでお召し上がり

いただけるお得なメニューです。

グランドメニューで人気の高いハンバーグと、帆立・メカジキのグリルをメインとした 2 品が

登場。イタリアの食材・調理法をベースに、ロイヤルホスト流にアレンジしました。

『パルマ産生ハム“ルリアーノ” のサラダ

       ～フェンネルドレッシング～』

580 円（税込 609 円） 266kcal

パルマ産生ハムと相性の良いモッツァレラチーズ

に、イタリア代表野菜のルッコラや白インゲン豆

などを使ったサラダ。

『マンマのかぼちゃスープ

       ～マントヴァ風～』

430 円（税込 451 円） 178kcal

イタリア北部マントヴァで親しまれているマンマの料

理「かぼちゃのトルテッリ（ラビオリ）」を、パルミジャ

ーノ レッジャーノと共にスープに仕上げました。

【サイドメニュー】

【イタリアンセット】



日本のように国土が南北に長く、細く広がるイタリアは地域によって気候が異なるので、

採れる食材も様々。さらに地域によっては隣接する国の影響を大きく受けることもあるた

め、各地域に伝統的なドルチェが存在します。今回のフェアでは、そうした地方色豊かな

イタリアンドルチェに、ロイヤルホストのテイストを加えてご提供します。

『ババ ナポリターノ』

450 円（税込 472 円） 338kcal

ポーランドで誕生し、遠く南イタリア・ナポリに根付

いた“ババ”は、発酵生地にラム酒風味のシロップ

をたっぷり浸み込ませた甘いお菓子。現地視察中

にナポリで出会ったマンマのレシピを再現しまし

た。ラム酒は軽めに、オレンジとレモンの爽やかな

香りを加えた優しい甘さに仕上げています。

『カンノーリ&ピスタチオアイス』

450 円（税込 472 円） 286kcal

“カンノーリ”とは揚げたココア生地の中に、ドライ

フルーツやナッツ入りのリコッタクリームをたっぷ

り絞り入れたシチリア地方の伝統菓子です。上品

な甘さのピスタチオのアイスを添えました。

『ドルチェミスト』

630 円（税込 661 円） 409kcal

イタリアンドルチェの定番をミスト（盛合せ）に！北は

マスカルポーネのティラミス、南はリコッタのカンノ

ーリ。南北イタリアの美味しさをお楽しみください。

【ドルチェメニュー】

『ティラミス』

450 円（税込 472 円） 246kcal

なめらかなマスカルポーネを使い、コクがあるの

にあっさりとした口当たりに仕上げました。

『コーヒーティラミスパフェ』

600 円（税込 630 円） 383kcal

昨年人気のパフェが再登場！ロイヤルホス

ト定番のコーヒーゼリーと本格派ティラミス

の融合！ほろ苦さをリッチなクリームが包み

込みます。


