2013 年 4 月 30 日

ロイヤルホールディングス株式会社

“新しい価値”を提案

これからのロイヤルホストへ

5月28日（火）よりグランドメニューを改訂
健康においしさをプラスした新ジャンル「サンシャインパートナー」や
初の取り組みとなるモーニングメニューの全時間帯販売も実施
ロイヤルホストは、5月28日（火）より、これからのロイヤルホストを体現し、お客様に“新しい価値”を
提案するグランドメニューの改訂を実施いたします。今回の改訂では、産地とのつながりを強化した
素材、健康においしさをプラスした新ジャンル「サンシャインパートナー」、モーニングメニューの全時間
帯販売（一部深夜除く）といった新しい取り組みを開始いたします。
◎産地や生産者のつながりを強化し、価値ある素材にこだわる洋食
食材の選定から店内調理まで一貫して自社で責任を持つ「バーチカル・マー
チャンダイジング」を強化し、アメリカ産ビーフや北海道猿払の帆立、イタリア
産スパゲティ等、価値ある素材にこだわります。中でも昨年好評を得た希少
価値の高いCAB（サーティファイド・アンガス・ビーフ）協会認定のビーフは、
30日以上熟成させる独自のプログラムで旨みとコクのある「ロイヤルアンガス
ビーフ」ブランドとして販売。少量サイズ,丼など新たなスタイルで展開します。
◎健康においしさをプラスした、からだにやさしい新ジャンル「サンシャインパートナー」
カロリーや野菜とのバランスなど、健康に配慮しながらおいしさをプラスした
新ジャンルを導入します。ステーキやハンバーグ、スパゲティなどコックが
ひと手間かけて作る洋食を中心に、肉は少なめにする、豆や野菜を美味しく
お召し上がりいただく、アサイーや青汁、十八穀米といった身体にうれしい
素材を活用するなど、日々の食事や健康が気になる方にも安心してお召し上
がりいただけるようアレンジしました。また、従来のカロリー表示に加え塩分
表示（食塩相当量）をメニューブックに記載し、いつまでもいきいきと輝いてい
たい、という皆様に喜んでいただけるメニューを提案いたします。
◎朝食の豊かさをいつでも モーニングメニュー全時間帯で販売（深夜除く）
ライフスタイルの多様化やお客様のニーズにあわせてモーニングメニューを
全時間帯で販売します。人気の「エッグベネディクト」に加え、「ロックスとオニ
オンのスクランブルモーニング」、「フレンチトースト～2種のフルーツ添え～」
など、モーニングメニューも同時期にリニューアル。さらにバラエティ豊かにな
ったモーニングを、どの時間帯でもお召し上がりいただけるようにしました。
ロイヤルホストは、創業以来大切にしているコックがひと手間かけてつくる料理とおもてなしのサービ
スと共に、今後もレストランの楽しさと時代にあわせた新たな価値を感じていただけるよう努めてまいり
ます。

【新グランドメニュー概要】
販売期間 ：2013 年 5 月 28 日（火） ～
販売店舗 ：全国のロイヤルホスト 232 店舗
販売時間 ：各店舗営業時間内 ※グランドメニューは AM11:00 から販売
※一部取り扱いのない店舗、販売期間が異なる店舗、価格が異なる店舗がございます
＜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 大木、五味渕、山口
TEL：03-4580-9104 FAX：03-4580-9130 e-mail：royalholdings@ml.prap.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

【価値ある素材にこだわるグランドメニュー（一部抜粋）】
食材の調達から店舗調理まで、自社で一貫して責任を持ち、お客様により価値ある料理をお届け
する取り組みを進めています。これまで季節のフェアを中心に行ってきたこの取り組みを拡大し、
産地や生産者ファミリーの愛情も一緒にお届けしてまいります。

サーティファイド・アンガス・ビーフ・プログラムという米国農務省（USDA）が審査するアンガス牛の認定制度（通常の
牛肉の審査基準を上回る厳しい品質基準が設定）で認められたアンガスビーフを 30 日以上熟成させ、各店舗に
配送しています。店舗でブロックの状態から手切りすることで肉本来の旨みを逃さず、また焼いた肉を休ませると
いうひと手間で肉汁を落ち着かせ、よりジューシーで柔らかなビーフが楽しめます。
ステーキ、御膳、丼など、様々なスタイルでお楽しみください。

『熟成ロイヤルアンガスリブロースステーキ』
【 8 オンス（約 230g）】 1,780 円（税込 1,869 円） 707kcal
【11 オンス（約 310g）】 2,480 円（税込 2,604 円） 893kcal
昨年度に実施した「アメリカ料理フェア」でご好評をいただいた
サーティファイド・アンガス･ビーフがグランドメニューに登場。
素材本来の美味しさをお楽しみいただけるよう、パセリガーリ
ックバターとだし醤油でお召し上がりいただきます。少なめが
お好みの方には 4 オンス 1,380 円（税込 1,449 円）もご用意し
ました。
※4 オンスは約 115g

『熟成ロイヤルアンガスリブロース特製ステーキ丼』
1,580 円（税込 1,659 円） 850kcal
約 115g リブロースをひと口サイズにカットしてごはんにの
せた丼スタイル。ごはん、ステーキには異なる 2 種のソー
スを使用しています。レフォール（西洋わさび）とご一緒に。

北海道猿払村で水揚げした良質で旨みのある
帆立をアツアツ料理でお届けします。

『特製 海老と帆立のシーフードドリア』
1,180 円（税込 1,239 円） 794kcal
海老の香りと旨みが濃厚なアメリケーヌソースと
チーズが香るモルネソースでつくったリッチな味
わいのシーフードドリアです。

『熟成ロイヤルアンガスリブロースねぎ塩ステーキ膳』
1,680 円（税込 1,764 円） 807kcal
約 115g のリブロースをねぎ塩のソースでさっぱりお召し上が
りいただける御膳です。白いりごまの香りもポイント。ごはん
がすすむ味です。

本場イタリアで 110 年以上の歴史を誇る
伝統的製法でつくられるヴェリーニのパスタ

『玉ねぎとパンチェッタのアマトリチャーナスパゲティ』
930 円（税込 976 円） 811kcal
旨みのあるトマトソースが、ブロンズの口金（※）でつくら
れるヴェリーニのパスタによく絡みます。パンチェッタ（豚
バラ肉の塩漬け）がアクセントになり味わいが増します。
※ブロンズの口金：
生地の表面に理想的な凹凸と質感ができます。

【からだにやさしい 「サンシャインパートナー」（一部抜粋）】
カロリーや野菜とのバランスに配慮しながら、ロイヤルホストならではの洋食のメニューをおいしく
召し上がっていただけるように工夫しました。「サンシャインパートナー」は、健康への意識が高い
方、いつまでもいきいきと輝いていたい、という皆様と一緒に作っていく新ジャンルです。

『十八穀米のキーマカレー』
980 円（税込 1,029 円） 552kcal
野菜をたっぷり使ったキーマカレーを、噛みごたえの
ある十八穀米（160g）と一緒にお召し上がりいただき
ます。野菜をのせて彩り豊かに仕上げました。

『レンズ豆とチキンのグリル』
780 円（税込 819 円） 428kcal

『シリアルビーンズバーガー』
880 円（税込 924 円） 623kcal
ひよこ豆、レッドキドニー、白いんげんの 3 種の豆
とシリアルでつくったパティをフルーツチャツネと
ピクルスのオリジナルソースで。新感覚のベジ
バーガーです。

『彩り野菜と魚介のラグースパゲティ』
1,080 円（税込 1,134 円） 712kcal

カリッと焼き上げたチキングリルをレンズ豆の煮込みと
一緒にお召し上がりいただきます。味のアクセントで
ドミグラスソースとバジルソースをあわせました。

海老、イカ、帆立のラグーソースの旨みをブロッコリ
ー、オクラ、ルッコラ、ヤングコーンなどたっぷりの野菜
とあわせました。

『150g 黒毛和牛と黒豚
粗挽きハンバーグ Japan』

『熟成ロイヤルアンガスリブロースステーキ
～特製ドミグラスバターソース～（4 オンス）』

980 円（税込 1,029 円） 391kcal
素材の美味しさが存分に味わえる粗挽きのハンバー
グを和のおろしポン酢でさっぱりと。お肉は少し小さめ
サイズで野菜と一緒にお召し上がりいただけます。

1,380 円（税込 1,449 円） 469kcal
30 日以上熟成させた「ロイヤルアンガスビーフ」を、特製の
ドミグラスバターソースでお召し上がりいただきます。
野菜の付け合せとのバランスにも配慮して、女性や年配
の方にほどよいボリューム感です。

【全時間帯で販売 モーニングメニュー（一部抜粋）】
人気のモーニングメニューがグランドメニューに加わり、全時間帯でご注文いただけるようになりま
した。モーニングのゆったりとした時間を、いつでもお楽しみいただけます。（一部深夜除く）

『ロックスとオニオンのスクランブルエッグ
～ロイヤルベーグル付～』

『エッグベネディクト ～ロイヤルホスト風～』
780 円（税込 819 円） 518kcal
香ばしく焼きあげたイングリッシュマフィンに、１つは
ポーチドエッグ・ハム・ほうれん草をのせて濃厚なオラ
ンデーズソースとのハーモニーを。１つにはトマト・レッ
ドオニオン・スモークサーモンをのせてサワークリーム
をご一緒に。2 つの味をお楽しみください。

『フレンチトースト ～2 種のフルーツ添え～』

830 円（税込 871 円） 773kcal
スモークサーモンのスクランブルエッグにサワークリ
ームをのせ、レッドオニオン・トマトを添えました。
ベーグルにはさんで食べるといっそうお楽しみいただ
けます。

『パンケーキ ～2 種のフルーツ添え～』

580 円(税込 609 円） 460kcal

630 円(税込 661 円） 643kcal

卵たっぷりの厚めのブリオッシュをこんがりサクサクに
焼きあげ、フレッシュないちごとバナナを添えました。
シロップをたっぷりかけてお召し上がりください。

1978 年から販売しているロングセラーのパンケーキ
は、ご注文を受けてから一枚ずつ黄金色に焼きあげ、
外はさっくり、中はふんわりとした食感が特徴です。
フレッシュないちごとバナナを添えました。

＊モーニングタイムは価格が異なります。

【お店でミックス 新ドリンク登場】
アサイーや青汁にバナナとヨーグルトをあわせて、ご注文を受けてからお店でミックスする新ドリンクが登場
します。身体にうれしい素材を使い、できたての美味しさをお楽しみいただけます。
『ＡＣＡＩミックス ～アサイー･バナナ＆ヨーグルト～』（右）
380 円（税込 399 円） 193kcal
アマゾンの厳しい環境で育つ”アサイー“はポリフェノールや鉄
分、食物繊維を含むフルーツです。

『GREEN ミックス～青汁・バナナ＆ヨーグルト～』（左）
380 円（税込 399 円） 169kcal
大地と太陽によって育てられた大麦若葉には、食物繊維などの栄養
素が含まれています。

