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天丼てんやは、冬の限定メニューとして、てんや初登場の BBQ たれを使用した「国産 

鶏･野菜天丼」を 11 月 27 日（木）から、冬の味覚が詰まった「かに･帆立天丼」と「冬幸小

町」を 12 月 4 日（木）から販売いたします。また、大晦日恒例の「年越し天ぷら」も 11

月 27 日（木）に予約受付を開始します。 
 

人気の鶏天丼シリーズに、日本食研と天丼てんや共同開発の、オリジナル「BBQ たれ」を使用し

た、「国産 鶏・野菜天丼」が登場。柔らかな国産の＜塩麹鶏天＞と、国産の＜野菜天＞を盛り付け

た一品です。＜塩麹鶏天＞は、塩麹に漬け込むことで風味豊かに仕上げた柔らかな胸肉を 2 枚使

用。＜野菜天＞は、皮つきのままホクホクに揚げたじゃがいも（マチルダ）と、鮮やかな彩り、歯ごたえ

のある食感が楽しめるピーマンとにんじんの国産野菜 3 種を盛り合わせました。天ぷらとご飯によく

絡む、フルーティな BBQたれでお楽しみください。 
 

「かに・帆立天丼」は、今年 1 年の感謝の気持ちを込めた豪華三大海の幸＜ずわい蟹＞、＜帆立

＞、＜海老＞の贅沢どんぶりです。甘みが凝縮した冬の王様＜ずわい蟹＞と、北海道オホーツクで

育った濃厚で香り豊かな＜帆立＞に、てんや自慢の代表食材＜海老＞を盛り合わせた、まさに贅沢

三昧の海鮮天丼です。このほか、＜ずわい蟹＞と＜海老＞の小天丼を麺と一緒に楽しめる、嬉しい

セット「冬幸小町」もご用意しています。冬のごちそうがてんこ盛りの一杯を是非ご堪能ください。 
 

大晦日恒例の「年越し天ぷら」は、11 月

27 日（木）から予約を受け付けます。＜天然

大海老＞、＜穴子一本揚げ＞、＜ずわい蟹

＞など、年越しにふさわしい豪華な天ぷらを

盛り合わせた「プレミアムパック【夢】」や、＜れ

んこん＞、＜さつまいも＞など野菜天を盛り

合わせた「年末野菜天ぷら盛り合わせ」など

をご用意。早期ご予約特典として、12 月 25

日（木）までに 2,000 円以上ご予約のお客様

には、生そば 4 人前のプレゼントもご用意し

ております。 
 

天丼てんやは、常にお客様に満足いただけるよう、おいしく、かつ安全・安心なメニューを季節に

合わせてご提供してまいります。

※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 五味渕、坪本、山口 

TEL：03-4580-9104 / FAX：03-4580-9130 / e-mail：royalholdings@ml.prap.co.jp 

冬の寒さを吹き飛ばせ！てんやの年末年始メニュー 

初登場！ＢＢＱたれ 「国産 鶏・野菜天丼」 
冬のごちそうてんこ盛り 「かに・帆立天丼」 

大晦日恒例の「年越し天ぷら」も早期予約スタート 
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■価格 ※全て税込価格です。 

＜店内限定メニュー＞ 

・国産 鶏･野菜天丼（半熟玉子、みそ汁付） 690 円 

・国産 鶏･野菜天丼（みそ汁付） 630 円 

＜お持ち帰りメニュー＞ 

・国産 鶏･野菜天丼弁当（半熟玉子、お新香付） 690 円 

・国産 鶏･野菜天丼弁当（お新香付） 630 円 

＜季節限定 単品メニュー＞ 

・塩麹鶏天 150 円 

・じゃがいも（マチルダ） 100 円 

◆商品名：BBQ たれ「国産 鶏･野菜天丼」 
（お持ち帰り商品名：BBQ たれ「国産 鶏･野菜天丼弁当」） 

てんや初となるオリジナル BBQ たれを使用。国産の柔らかな＜塩麹鶏天＞と、国

産の＜野菜天＞を盛り付けた一品。塩麹に漬け込んだ風味豊かな＜塩麹鶏天＞

と、彩りや食感も楽しい＜野菜天＞を、食欲をかき立てるフルーティな BBQ たれ

でお召し上がりください。 

 

天ぷら素材内容： 

塩麹鶏天 2 枚、じゃがいも（マチルダ）、 

にんじん、ピーマン 

人気の肉天丼メニュー 

「国産 鶏･野菜天丼」  

▲国産 鶏･野菜天丼 

（半熟玉子付） 

 

▲国産 鶏･野菜天丼弁当 

（半熟玉子付） 

 

【「国産 鶏・野菜天丼」 販売概要 】 

販売期間 ： 11月 27日（木）～1月 14日（水）（予定） 

販売店舗 ：  天丼てんや 144店舗（予定） 
 ※東京競馬場店、海ほたる PA店、上里 SA店、羽田空港店、 

羽田空港第二ターミナル店では販売いたしません。 

販売時間 ： 各店舗の営業時間内 
 

※羽田空港第二ターミナル店は 12月 1日オープン予定です。 
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■価格 ※全て税込価格です。 

＜店内限定メニュー＞ 

・かに･帆立天丼（みそ汁付） 860 円 

・冬幸小町（小そばまたは小うどんとのセット） 880 円 

＜お持ち帰りメニュー＞ 

・海老･かに天丼弁当（お新香付） 780 円 

＜季節限定 単品メニュー＞ 

・ずわい蟹 220 円 

・北海道オホーツク産帆立 220 円 

※北海道オホーツク産帆立のお持ち帰りはできません。 

◆商品名：「かに･帆立天丼」「冬幸小町」 
（お持ち帰り商品名：「海老･かに天丼弁当」） 

今年 1 年の感謝の気持ちをこめて豪華三大海の幸＜ずわい蟹＞、＜帆立＞、＜海

老＞の贅沢どんぶり。甘みが詰まった＜ずわい蟹＞と、濃厚で香り豊かな＜帆立

＞に、てんや自慢の＜海老＞を合わせた、まさに贅沢三昧の海鮮天丼です。＜ず

わい蟹＞と＜海老＞の小天丼を麺と一緒に楽しめる、嬉しいセットの「冬幸小

町」もご用意しています。 

 

天ぷら素材内容（「かに･帆立天丼」）： 

ずわい蟹、北海道オホーツク産帆立、海老、いか、 

れんこん、いんげん 

 

天ぷら素材内容（「冬幸小町」、「海老･かに天丼弁当」）： 

ずわい蟹、海老、いか、れんこん、いんげん 

冬のごちそう 季節メニュー 

「かに･帆立天丼」「冬幸小町」  

【 「かに･帆立天丼」 「冬幸小町」 

 「海老･かに天丼弁当」 販売概要 】 

販売期間 ： 12月 4日（木）～1月 14日（水）（予定） 

販売店舗 ：  天丼てんや 145店舗（予定） 
 ※東京競馬場店、海ほたる PA店、上里 SA店、 

 羽田空港第二ターミナル店では販売いたしません。 

販売時間 ： 各店舗の営業時間内 
 
※羽田空港第二ターミナル店は 12月 1日オープン予定です。 

▲かに･帆立天丼 

▲海老・かに天丼弁当 

 

▲冬幸小町 
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てんやの縁起物「年越し天ぷら」を今年も大晦日限定で販売。 

12 月 25 日（木）までの早期ご予約には嬉しい特典もご用意しております。 
 
■販売商品（お持ち帰り限定）※全て税込価格です。 

・プレミアムパック【夢】 2,500 円 

（天然大海老・穴子一本揚げ・ずわい蟹・ほたて・いか・ 

れんこん・おくら：各 2人前） 

・スペシャルパック【寿】 1,500 円 

（天然大海老・いか・きす・かぼちゃ・れんこん・ 

おくら：各 2人前） 

・「年末天ぷら盛り合わせ」 1,000 円 

（海老・ほたて・いか・かぼちゃ・れんこん：各 2人前） 

・「年末野菜天ぷら盛り合わせ」 600 円 

（さつまいも・なす・かぼちゃ・れんこん・ 

おくら：各 2人前） 

・「天然大海老 2 本」 900 円 

・「天然大海老 3 本」 1,300 円 

・「海老 4 本」 800 円 
 

■予約受付期間 

11 月 27 日（木）～12 月 30 日（火） 

※ご予約は、お受け取り店舗で前金にてお願いいたします。 
 

■販売日 

12 月 31 日（水）のみ 
 

■予約特典 

・早期予約期間の 12月 25日（木）までに 2,000円以上のご予約で、 

生そば 4人前（2人前×2パック）プレゼント 
 

・12月 26日（金）から 12月 30（火）までに 2,000円以上のご予約で、 

生そば 2人前（2人前×1パック）プレゼント 
 

■販売店舗  

・天丼てんや 142店舗（予定） 

※東京競馬場店、海ほたるPA店、上里SA店、新宿センタービル店、新千歳空港店、羽田空港店、 

羽田空港第二ターミナル店では販売いたしません。 

※羽田空港第二ターミナル店は 12月 1日オープン予定です。 

 

 

 

予約受付開始 

年越しそばに てんやの 「年越し天ぷら」 

▲プレミアムパック【夢】 

▲スペシャルパック【寿】 

▲予約特典「生そば」 


