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2015 年 11 月 20 日 

ロイヤルホールディングスロイヤルホールディングスロイヤルホールディングスロイヤルホールディングス株式会社株式会社株式会社株式会社    

    

    

    

    

    

    
    

天丼てんやは、冬の贅沢な海の幸が詰まった『蟹・ほたて天丼』を 12 月 10 日（木）から期間限定で販売し

ます。また、大晦日恒例の『年越し天ぷら』も 11 月 20 日（金）から早期予約受付を開始します。 
 

『蟹・ほたて天丼』は、てんやとしては初めてとなる 5 種類の海の幸を贅沢に盛り合わせた豪華天丼で、今

年 1 年の感謝の気持ちを込めました。冬の味覚の王様「本ずわい蟹」や、陸奥湾の「ほたて」、脂ののった色

鮮やかな「アトランティックサーモン」、てんやを代表する食材「海老」「いか」を一度に味わえる一杯に仕上げ

ました。このほか、「ほたて」と「サーモン」の小天丼と麺を一緒に楽しめる、うれしいセット『冬小町』もご用意。

冬のごちそうをぜひご堪能ください。 
 

大晦日恒例の『年越し天ぷら』は、11 月 20 日（金）から予約を受け付けます。昨年は約 92,000 パックを売り

上げ、ご好評を得ております。「天然大海老」や「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】』、ふもと赤鶏使用のつくねを盛り合わせた新『スペシャルパック

【輝（かがやき）】』などをご用意。早期ご予約特典として、生そばのプレゼント企画も実施します。今年も一年の

しめくくりに、ぜひご賞味ください。 
 

天丼てんやは、常にお客さまにご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。 
 

【【【【    『『『『蟹蟹蟹蟹・ほたて・ほたて・ほたて・ほたて天丼天丼天丼天丼』』』』    『『『『年越年越年越年越しししし天天天天ぷらぷらぷらぷら』』』』    販売概要販売概要販売概要販売概要    】】】】 

■■■■    『『『『蟹蟹蟹蟹・ほたて・ほたて・ほたて・ほたて天丼天丼天丼天丼』』』』    

販売期間 ： 2015 年 12 月 10 日（木） 

～2016 年 1 月 13 日（水）（予定） 

販売店舗 ： 天丼てんや 165 店舗（予定） 

※東京競馬場店、海ほたる PA 店、上里ＳＡ店 

では販売致しません 

販売時間 ： 各店舗の営業時間内 

※営業時間は店舗により異なります 

■■■■    『『『『年越年越年越年越しししし天天天天ぷらぷらぷらぷら』』』』    

販売期間 ： 2015 年 12 月 31 日（木）限定 

＜早期予約受付期間＞ 

2015 年 11 月 20 日（金）～2015 年 12 月 25 日（金） 

＜予約受付期間＞ 

2015 年 12 月 26 日（土）～2015 年 12 月 30 日（水） 

販売店舗 ： 天丼てんや 159 店舗（予定） 

※東京競馬場店、海ほたる PA 店、上里ＳＡ店、羽田空港第一・第二ターミナル店、新千歳空港店、丸の内北口店、 

新宿センタービル店、クリスタ長堀店では販売致しません 

販売時間 ： 各店舗の営業時間内 ※営業時間は店舗により異なります 
 

てんやの年末年始メニューてんやの年末年始メニューてんやの年末年始メニューてんやの年末年始メニューがパワーアップして今年も登場！がパワーアップして今年も登場！がパワーアップして今年も登場！がパワーアップして今年も登場！    

冬の贅沢な海の幸が勢揃い冬の贅沢な海の幸が勢揃い冬の贅沢な海の幸が勢揃い冬の贅沢な海の幸が勢揃い『蟹・ほたて天丼』『蟹・ほたて天丼』『蟹・ほたて天丼』『蟹・ほたて天丼』    

～～～～大晦日恒例大晦日恒例大晦日恒例大晦日恒例    『年越し天ぷら『年越し天ぷら『年越し天ぷら『年越し天ぷら』』』』    11/2011/2011/2011/20（金）から（金）から（金）から（金）から予約予約予約予約受付受付受付受付スタートスタートスタートスタート～～～～    

※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 

＜＜＜＜本件本件本件本件にににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先＞＞＞＞    
    

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 三原、井出、山口 

TEL：03-4580-9104 / FAX：03-4580-9130 / e-mail：royalholdings@ml.prap.co.jp 
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◆◆◆◆商品名商品名商品名商品名：：：：『『『『蟹蟹蟹蟹・ほたて・ほたて・ほたて・ほたて天丼天丼天丼天丼』』』』    

（（（（おおおお持持持持ちちちち帰帰帰帰りりりり商品名商品名商品名商品名：：：：『『『『蟹蟹蟹蟹・ほたて・ほたて・ほたて・ほたて天丼天丼天丼天丼弁当弁当弁当弁当』』』』））））    
    

今年今年今年今年 1111 年年年年のののの感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちをこめてちをこめてちをこめてちをこめて、、、、てんやとしてはてんやとしてはてんやとしてはてんやとしては初初初初めてめてめてめて

5555 種類種類種類種類のののの海海海海のののの幸幸幸幸をををを贅沢贅沢贅沢贅沢にににに盛盛盛盛りりりり合合合合わせたわせたわせたわせた豪華天丼豪華天丼豪華天丼豪華天丼ですですですです。。。。冬冬冬冬のののの

味覚味覚味覚味覚のののの王様王様王様王様「「「「本本本本ずわいずわいずわいずわい蟹蟹蟹蟹」」」」やややや、、、、陸奥湾陸奥湾陸奥湾陸奥湾のののの「「「「ほたてほたてほたてほたて」「」「」「」「いかいかいかいか」、」、」、」、

脂脂脂脂ののったののったののったののった色鮮色鮮色鮮色鮮やかなやかなやかなやかな「「「「アトランティックサーモンアトランティックサーモンアトランティックサーモンアトランティックサーモン」、」、」、」、てててて

んやをんやをんやをんやを代表代表代表代表するするするする食材食材食材食材「「「「海老海老海老海老」」」」をををを一度一度一度一度にににに味味味味わえるわえるわえるわえる一杯一杯一杯一杯にににに仕上仕上仕上仕上

げましたげましたげましたげました。。。。このほかこのほかこのほかこのほか、「、「、「、「ほたてほたてほたてほたて」」」」とととと「「「「サーモンサーモンサーモンサーモン」」」」のののの小天丼小天丼小天丼小天丼

とととと麺麺麺麺をををを一緒一緒一緒一緒にににに楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる、、、、うれしいうれしいうれしいうれしいセットセットセットセット『『『『冬小町冬小町冬小町冬小町』』』』もごもごもごもご用用用用

意意意意していますしていますしていますしています。。。。    

 

■販売期間 

2015 年 12 月 10 日（木）～2016 年 1 月 13 日（水）（予定） 

 

■価格 ※全て税込価格です 

＜店内限定メニュー＞ 

・蟹・ほたて天丼（みそ汁付） 880 円 

内容： 本ずわい蟹、陸奥湾産ほたて、サーモン、海老、 

いか、いんげん 
 

※+220 円で小うどん/小そば（温・冷）のセットになります（店内のみ） 

※+180 円で定食に変更できます（店内のみ） 

定食内容： 上記天ぷら（天つゆでの提供）、ご飯（お替り自由）、 

みそ汁、小鉢 

 

・冬小町（小天丼と小そば/小うどんのセット） 820 円 

内容： 陸奥湾産ほたて、サーモン、海老、いか、いんげん 

 

＜お持ち帰りメニュー＞ 

・蟹・ほたて天丼弁当（お新香付） 880 円 

内容： 本ずわい蟹、陸奥湾産ほたて、サーモン、海老、 

いか、いんげん 

 

＜季節限定 単品メニュー＞ 

・本ずわい蟹 220 円 

・サーモン 150 円 

 

 

 

 

▲蟹・ほたて天丼 

▲冬小町 

冬のごちそう冬のごちそう冬のごちそう冬のごちそう    季節メ季節メ季節メ季節メニューニューニューニュー    

『『『『蟹･ほたて天丼蟹･ほたて天丼蟹･ほたて天丼蟹･ほたて天丼』『』『』『』『冬冬冬冬小町小町小町小町』』』』    

▲蟹・ほたて天丼弁当 
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てんやのてんやのてんやのてんやの縁起物縁起物縁起物縁起物『『『『年越年越年越年越しししし天天天天ぷらぷらぷらぷら』』』』をををを今年今年今年今年もももも大晦日限定大晦日限定大晦日限定大晦日限定でででで販売販売販売販売。。。。    

12121212 月月月月 25252525 日日日日（（（（金金金金））））までのまでのまでのまでの早期早期早期早期ごごごご予約予約予約予約にはにはにはにはうれしいうれしいうれしいうれしい特典特典特典特典もごもごもごもご用意用意用意用意しておりますしておりますしておりますしております。。。。    
    

    

■■■■販売商品販売商品販売商品販売商品（お持ち帰り限定）※全て税込価格です 

・プレミアムパック・プレミアムパック・プレミアムパック・プレミアムパック【【【【夢夢夢夢】】】】    2,502,502,502,500000 円円円円    

（天然大海老・穴子一本揚げ・本ずわい蟹・ほたて・いか・ 

れんこん・おくら：各 2 人前） 

・プレミアムパック・プレミアムパック・プレミアムパック・プレミアムパック【【【【輝輝輝輝】】】】    1,8001,8001,8001,800 円円円円    

（天然大海老・ふもと赤鶏つくね・いか・きす・かぼちゃ・ 

れんこん・おくら：各 2 人前） 

・・・・「「「「年末天年末天年末天年末天ぷらぷらぷらぷら盛盛盛盛りりりり合合合合わせわせわせわせ」」」」    1,0001,0001,0001,000 円円円円    

（海老・ほたて・いか・かぼちゃ・れんこん：各 2 人前） 

・・・・「「「「年末野菜天年末野菜天年末野菜天年末野菜天ぷらぷらぷらぷら盛盛盛盛りりりり合合合合わせわせわせわせ」」」」    600600600600 円円円円    

（さつまいも・なす・かぼちゃ・れんこん・おくら：各 2 人前） 

・・・・「「「「天然天然天然天然    大海老大海老大海老大海老 2222 本本本本」」」」    900900900900 円円円円    

・・・・「「「「天然天然天然天然    大海老大海老大海老大海老 3333 本本本本」」」」    1,3001,3001,3001,300 円円円円    

・・・・「「「「海老海老海老海老 4444 本本本本」」」」    800800800800 円円円円    

 

■■■■予約受付予約受付予約受付予約受付期間期間期間期間        

＜早期予約期間＞ 

2015 年 11 月 20 日（金）～2015 年 12 月 25 日（金） 

＜予約期間＞ 

2015 年 12 月 26 日（土）～2015 年 12 月 30 日（水） 

 

■■■■販売日販売日販売日販売日    

12 月 31 日（木）のみ 

 

■■■■予約特典予約特典予約特典予約特典    

・2015 年 11 月 20 日（金）から 12 月 25 日（金）までに 

2,000 円以上のご予約で、生そば 4 人前プレゼント 
 

・12 月 26 日（土）から 12 月 30（水）までに 

2,000 円以上のご予約で、生そば 2 人前プレゼント  

 

■■■■販売販売販売販売店舗店舗店舗店舗        

天丼てんや 159 店舗（予定） 

※東京競馬場店、海ほたるPA 店、上里SA 店、羽田空港第一・第二ターミナル店、 

新千歳空港店、丸の内北口店、新宿センタービル店、クリスタ長堀店 

では販売致しません 

 

 

予約受付開始予約受付開始予約受付開始予約受付開始    

年越しそばに年越しそばに年越しそばに年越しそばに    てんやのてんやのてんやのてんやの『『『『年越し天ぷら年越し天ぷら年越し天ぷら年越し天ぷら』』』』    

    

▲▲▲▲プレミアムパックプレミアムパックプレミアムパックプレミアムパック【【【【輝輝輝輝】】】】    

▲プレミアムパックプレミアムパックプレミアムパックプレミアムパック【【【【夢夢夢夢】】】】    

▲▲▲▲年末天年末天年末天年末天ぷらぷらぷらぷら盛盛盛盛りりりり合合合合わせわせわせわせ    

▲▲▲▲年末野菜天年末野菜天年末野菜天年末野菜天ぷらぷらぷらぷら盛盛盛盛りりりり合合合合わわわわ

▲▲▲▲天然大天然大天然大天然大海老海老海老海老 3333 本本本本    


