
中国料理中国料理中国料理中国料理    皇家皇家皇家皇家龍鳳龍鳳龍鳳龍鳳 営業時間：11:30～14:00（土・日・祝日～15:00）、17:30～21:30(L.O. 21:00) 

・・・・ランランランランチチチチ「「「「東京野菜東京野菜東京野菜東京野菜とととと点心点心点心点心ののののランチランチランチランチ」」」」・・・・ディナーディナーディナーディナー「「「「佳味佳味佳味佳味コースコースコースコース    東京野菜東京野菜東京野菜東京野菜とととと共共共共にににに」」」」 
高田馬場高田馬場高田馬場高田馬場・・・・早稲田周辺早稲田周辺早稲田周辺早稲田周辺でででで昨年昨年昨年昨年収穫収穫収穫収穫したしたしたした内藤内藤内藤内藤とうがらしとうがらしとうがらしとうがらしをををを使用使用使用使用したしたしたしたランチランチランチランチととととディナーディナーディナーディナーがががが登場登場登場登場。。。。    

ランチランチランチランチではではではでは、、、、中国料理中国料理中国料理中国料理のののの定番食材定番食材定番食材定番食材ともいえるともいえるともいえるともいえる脱皮蟹脱皮蟹脱皮蟹脱皮蟹をををを、、、、内藤内藤内藤内藤とうがらしとうがらしとうがらしとうがらしをををを使用使用使用使用したしたしたした黒胡椒黒胡椒黒胡椒黒胡椒ソースソースソースソース、、、、そしてそしてそしてそしてアワビアワビアワビアワビ茸茸茸茸ややややズッキーニズッキーニズッキーニズッキーニ、、、、ミニミニミニミニ人参等人参等人参等人参等のののの

東京野菜東京野菜東京野菜東京野菜とともにおとともにおとともにおとともにお召召召召しあがりいしあがりいしあがりいしあがりいただきますただきますただきますただきます。。。。マイルドマイルドマイルドマイルドなななな辛味辛味辛味辛味でででで、、、、辛辛辛辛さのなかにもさのなかにもさのなかにもさのなかにも甘味甘味甘味甘味のあるのあるのあるのある内藤内藤内藤内藤とうがらしとうがらしとうがらしとうがらしはははは野菜野菜野菜野菜のののの旨旨旨旨味味味味をよりをよりをよりをより一層引一層引一層引一層引きききき立立立立

てますてますてますてます。。。。ディナーディナーディナーディナーではではではでは、、、、このこのこのこの内藤内藤内藤内藤とうがらしのとうがらしのとうがらしのとうがらしのソースソースソースソースでででで下味下味下味下味をつけたをつけたをつけたをつけた骨付骨付骨付骨付きのきのきのきの牛肉牛肉牛肉牛肉ををををごごごご用意用意用意用意しますしますしますします。。。。    

まずはまずはまずはまずはソースソースソースソースのみをのみをのみをのみを味味味味わいわいわいわい、、、、一般的一般的一般的一般的なななな唐辛子唐辛子唐辛子唐辛子とのとのとのとの違違違違いをおいをおいをおいをお楽楽楽楽しみくださいしみくださいしみくださいしみください。。。。    

    

ランチランチランチランチ     

◇メニュー名：「東京野菜と点心のランチ」 

◇価   格：4,620 円  

◇期    間：2013 年 5 月 1 日（水）～6 月 30 日（日） 

◇時   間：11:30～14:00（土・日・祝日～15:00） 

◇内   容： 

季節の 3 種前菜盛り合わせ 

ふかひれ入り人参スープ 揚げパン添え 

皇家龍鳳点心師特製点心 6 種 

脱皮蟹の揚げ物、内藤とうがらしを使った黒胡椒ソース 色々東京野菜添え 

ジャージャー麺 

本日のデザート 

※江戸及び東京野菜をメインにしたメニューは下線にしております。 

    

ディナーディナーディナーディナー     

◇メニュー名：「佳味コース 東京野菜と共に」 

◇価   格：11,550 円 

◇期    間：2013 年 5 月 1 日（水）～6 月 30 日（日） 

◇時   間：17:30～21:30(L.O. 21:00) 

◇内   容： 

広東焼物入り前菜の盛り合わせ 

雲丹入りふかひれスープ 

若鶏のパリパリ揚げ ガーリック風味 

骨付き牛肉の内藤とうがらしを使った黒胡椒ソース 色々東京野菜添え 

伊勢海老のマヨネーズ煮込み 

ジャージャー麺 

パッションフルーツを使用したデザート 

※江戸及び東京野菜をメインにしたメニューは下線にしております。 

    

日本料理日本料理日本料理日本料理なにわなにわなにわなにわ 営業時間：11:30～14:00（土・日・祝日～15:00）、17:30～21:30(L.O. 21:00)  

■■■■懐石懐石懐石懐石コーナーコーナーコーナーコーナー    ・・・・ランチランチランチランチ    「「「「東京野菜東京野菜東京野菜東京野菜とととと味味味味わうわうわうわう東京東京東京東京しゃもしゃもしゃもしゃも鍋鍋鍋鍋御膳御膳御膳御膳」」」」        
・・・・ディナーディナーディナーディナー    「「「「酒酒酒酒菜菜菜菜コースコースコースコース～～～～東京野菜東京野菜東京野菜東京野菜とととと愉愉愉愉しむしむしむしむ初夏初夏初夏初夏のののの味味味味わいわいわいわい～～～～」」」」    

懐石懐石懐石懐石からはからはからはからは、、、、前菜前菜前菜前菜にはじまりにはじまりにはじまりにはじまり、、、、おおおお食事食事食事食事でおでおでおでお出出出出しするしするしするしする汁物汁物汁物汁物までにまでにまでにまでに東京野菜東京野菜東京野菜東京野菜をををを使用使用使用使用したしたしたしたメニューメニューメニューメニューをごをごをごをご用意用意用意用意しましたしましたしましたしました。。。。    

ランチランチランチランチではではではでは、、、、赤身赤身赤身赤身のののの色色色色がががが濃濃濃濃くくくく、、、、身身身身がががが良良良良くくくく締締締締まったまったまったまった、、、、脂肪脂肪脂肪脂肪がががが少少少少なななないいいい「「「「東京東京東京東京しゃもしゃもしゃもしゃも」」」」をををを竜田揚竜田揚竜田揚竜田揚げやげやげやげや鍋鍋鍋鍋などなどなどなど、、、、様様様様々々々々なななな形形形形でおでおでおでお召召召召しあがりいただきますしあがりいただきますしあがりいただきますしあがりいただきます。。。。

「「「「東京東京東京東京しゃもしゃもしゃもしゃも」」」」はははは、、、、調理調理調理調理によによによによってってってって肉汁肉汁肉汁肉汁がががが失失失失われることわれることわれることわれることがががが少少少少ないのでないのでないのでないので「「「「うまみうまみうまみうまみ」「」「」「」「こくこくこくこく」」」」がががが逃逃逃逃げげげげずずずず、、、、またまたまたまた、、、、歯歯歯歯ごたえがありごたえがありごたえがありごたえがあり、、、、肉肉肉肉のののの熟度熟度熟度熟度がががが増増増増しししし「「「「うまさうまさうまさうまさ」」」」にににに

差差差差がががが出出出出ますますますます。。。。おおおお鍋鍋鍋鍋ではではではでは、、、、ほうれんほうれんほうれんほうれん草草草草やかぶなどやかぶなどやかぶなどやかぶなど、、、、そのそのそのその時期時期時期時期にににに旬旬旬旬をををを迎迎迎迎えるえるえるえる東京野菜東京野菜東京野菜東京野菜とともにおとともにおとともにおとともにお召召召召しあがりいただきますしあがりいただきますしあがりいただきますしあがりいただきます。。。。どちらもどちらもどちらもどちらも鮮度鮮度鮮度鮮度のののの良良良良さからくさからくさからくさからく

るるるる素材素材素材素材のののの旨味旨味旨味旨味をををを感感感感じていただけるじていただけるじていただけるじていただけるメニューメニューメニューメニューですですですです。。。。ディナーディナーディナーディナーではではではでは、、、、おおおお酒酒酒酒とのとのとのとの相性相性相性相性をををを大切大切大切大切にしたにしたにしたにした料理長渾身料理長渾身料理長渾身料理長渾身のののの料理料理料理料理ををををごごごご提供提供提供提供いたしますいたしますいたしますいたします。。。。脂脂脂脂ののりののりののりののり

とととと肉質肉質肉質肉質のののの良良良良ささささがががが特特特特長長長長のののの身欠身欠身欠身欠きききき鰊鰊鰊鰊とととと茄子茄子茄子茄子のののの煮物煮物煮物煮物、、、、内藤内藤内藤内藤とうがらしとうがらしとうがらしとうがらしをををを使用使用使用使用したちりしたちりしたちりしたちり酢酢酢酢でででで味味味味わうわうわうわう鶏鶏鶏鶏のののの香草蒸香草蒸香草蒸香草蒸しなどしなどしなどしなど、、、、和食和食和食和食ならではのならではのならではのならではの調理法調理法調理法調理法でででで東東東東

京野菜京野菜京野菜京野菜をごをごをごをご堪能堪能堪能堪能いただけますいただけますいただけますいただけます。。。。    

ランチランチランチランチ    

◇メニュー名：「東京野菜と味わう東京しゃも鍋御膳」 

◇価    格：5,775 円 

◇期    間：2013 年 5 月 1 日（水）～6 月 30 日（日） 

◇時    間：11:30～14:00（土・日・祝日～15:00） 

◇内    容：  

前菜 5 種盛り 

造り     本日の盛り合わせ 

揚げ物   東京しゃもの竜田揚げ 白髪葱 レモン 

鍋       東京野菜と東京しゃものお鍋 

食事    雑炊・香の物 

デザート              ※江戸及び東京野菜をメインにしたメニューは下線にしております。 



ディナーディナーディナーディナー    

◇メニュー名：「酒菜コース～東京野菜と愉しむ初夏の味わい～」 

◇価    格：7,508 円 

◇期    間：2013 年 5 月 1 日（水）～6 月 30 日（日） 

◇時    間：17:30～21:30(L.O. 21:00) 

◇内    容：  

先附  2 種盛り 

椀   あさり真丈 火取り干し子 青味 木の芽 

造り  本日の盛り合わせ 

焚合 身欠き鰊と茄子の煮物  

酒肴 本日の焼魚 はじかみ あしらい 

    鶏香草蒸し 内藤とうがらしを使用したちり酢かけ 空豆など 

揚物 海老と季節野菜の天婦羅    

食事 おそば 

※江戸及び東京野菜をメインにしたメニューは下線にしております。 

 

■■■■寿司寿司寿司寿司コーナーコーナーコーナーコーナー    「「「「東京野菜東京野菜東京野菜東京野菜のにぎりのにぎりのにぎりのにぎり寿司膳寿司膳寿司膳寿司膳」」」」    ((((ランチタイムランチタイムランチタイムランチタイム・・・・ディナータイムディナータイムディナータイムディナータイムともにおともにおともにおともにお召召召召しあがりいただけますしあがりいただけますしあがりいただけますしあがりいただけます。。。。))))    

寿司寿司寿司寿司からはからはからはからは、、、、鮪鮪鮪鮪やややや車海老車海老車海老車海老、、、、雲丹雲丹雲丹雲丹などなどなどなど料理長料理長料理長料理長おすすめのおすすめのおすすめのおすすめの魚介魚介魚介魚介にくわえにくわえにくわえにくわえ、、、、東京野菜東京野菜東京野菜東京野菜をををを使用使用使用使用したにぎりしたにぎりしたにぎりしたにぎり寿司寿司寿司寿司がががが登場登場登場登場。。。。    

野菜野菜野菜野菜そのもののそのもののそのもののそのものの風味風味風味風味やややや食感食感食感食感はそのままにはそのままにはそのままにはそのままに、、、、料理長料理長料理長料理長がおがおがおがお寿司寿司寿司寿司にににに合合合合ううううようようようようアレンジアレンジアレンジアレンジしたしたしたしたメニューメニューメニューメニューですですですです。。。。    

    

ランチランチランチランチ    
◇メニュー名：「東京野菜のにぎり寿司膳」 

◇価    格：5,544 円 

◇期    間：2013 年 5 月 1 日（水）～6 月 30 日（日） 

◇時    間：11:30～14:00（土・日・祝日～15:00） 

17:30～21:30（L.O.21:00） 

◇内    容： 

 先附 本日の珍味 

 造り  初鰹のたたき 

 煮物 東京野菜の揚げ出汁 

 寿司 中トロ・白身・穴子・鯵・車海老・雲丹・玉子・鉄火巻 

     東京野菜（うど、どんこ等） 

 椀  蛤の赤出汁 

 水菓子 

※江戸及び東京野菜をメインにしたメニューは下線にしております。 

 

■■■■鉄板焼鉄板焼鉄板焼鉄板焼コーナーコーナーコーナーコーナー            ・・・・ランチランチランチランチ    「「「「鮑鮑鮑鮑ととととステーキランチステーキランチステーキランチステーキランチ    東京野菜東京野菜東京野菜東京野菜をををを添添添添えてえてえてえて」」」」        
・・・・ディナーディナーディナーディナー    「「「「東京野菜東京野菜東京野菜東京野菜とととと味味味味わうわうわうわう黒毛和牛黒毛和牛黒毛和牛黒毛和牛コースコースコースコース」」」」        

ランチランチランチランチではではではでは、、、、鉄板焼鉄板焼鉄板焼鉄板焼のののの醍醐味醍醐味醍醐味醍醐味ともいえるともいえるともいえるともいえるフィレステーキフィレステーキフィレステーキフィレステーキとととと、、、、食感食感食感食感がががが特長特長特長特長のののの鮑鮑鮑鮑をををを、、、、茄子茄子茄子茄子、、、、かぶかぶかぶかぶなどのなどのなどのなどの東京野菜東京野菜東京野菜東京野菜とともにおとともにおとともにおとともにお召召召召しあがりいただきますしあがりいただきますしあがりいただきますしあがりいただきます。。。。

ディナーディナーディナーディナーではではではでは、、、、プリプリプリプリプリプリプリプリのののの帆立貝帆立貝帆立貝帆立貝とこのとこのとこのとこの時期旬時期旬時期旬時期旬ののののアスパラガスアスパラガスアスパラガスアスパラガスをををを雲丹雲丹雲丹雲丹ソースソースソースソースでおでおでおでお召召召召しあがりいただくほかしあがりいただくほかしあがりいただくほかしあがりいただくほか、、、、メインメインメインメインののののステーキステーキステーキステーキはははは黒毛和牛黒毛和牛黒毛和牛黒毛和牛フィレフィレフィレフィレまたまたまたまた

ははははサーロインサーロインサーロインサーロインからおからおからおからお選選選選びいただけますびいただけますびいただけますびいただけます。。。。付付付付けけけけ合合合合せのせのせのせの焼野菜焼野菜焼野菜焼野菜ははははランチランチランチランチ同様同様同様同様、、、、東京野菜東京野菜東京野菜東京野菜ををををごごごご用意用意用意用意しましたしましたしましたしました。。。。またまたまたまた、、、、ランチランチランチランチ････ディナーディナーディナーディナーともにともにともにともにデザートデザートデザートデザートにににに

ははははシェフパティシエールシェフパティシエールシェフパティシエールシェフパティシエールがががが本本本本メニューメニューメニューメニューのためにのためにのためにのために考案考案考案考案したしたしたした、、、、内藤内藤内藤内藤とうがらしとうがらしとうがらしとうがらしととととミントミントミントミントののののアイスクリームアイスクリームアイスクリームアイスクリームがががが登場登場登場登場。。。。唐辛子唐辛子唐辛子唐辛子のののの辛味辛味辛味辛味ととととミントミントミントミントのののの爽爽爽爽やかさやかさやかさやかさ、、、、ミルミルミルミル

クジェラートクジェラートクジェラートクジェラートのののの甘味甘味甘味甘味がががが絶妙絶妙絶妙絶妙ににににマッチマッチマッチマッチしたしたしたした一品一品一品一品ですですですです。。。。    

ランチランチランチランチ    
◇メニュー名：「鮑とステーキランチ 東京野菜を添えて」 

◇価    格：5,775 円  

◇期    間：2013 年 5 月 1 日（水）～6 月 30 日（日） 

◇時    間：11:30～14:00（土・日・祝日～15:00） 

◇内    容： 

 本日のスープ 

 サラダバー 

 蝦夷鮑の鉄板焼 

 オーストラリア産特選フィレステーキ（70g） 

 ※おひとり様+￥2,000 で黒毛和牛ステーキ（70g）に変更可 

 季節の焼東京野菜 

 ガーリックライス・香の物・赤出汁 

 内藤とうがらしを使用したミントのアイスクリーム 

 コーヒー または 紅茶 

※江戸及び東京野菜をメインにしたメニューは下線にしております。 

    



ディナーディナーディナーディナー    
◇メニュー名：｢東京野菜と味わう黒毛和牛コース｣ 

◇価    格：11,550 円 

◇期    間：2013 年 5 月 1 日（水）～6 月 30 日（日） 

◇時    間：17:30～21:30(L.O. 21:00) 

◇内    容： 

 先附 

 前菜 

 帆立貝とアスパラガスの鉄板焼 

 黒毛和牛フィレステーキ（70g） または 黒毛和牛サーロインステーキ（90g） 

 季節の焼東京野菜 

 コンビネーションサラダ 

 ガーリックライス・香の物・赤出汁 

 内藤とうがらしを使用したミントのアイスクリーム 

 コーヒー または 紅茶 

※江戸及び東京野菜をメインにしたメニューは下線にしております。 

    

    

カフェカフェカフェカフェ    コルベーユコルベーユコルベーユコルベーユ 営業時間：7:00～22:00(L.O. 21:30) 

「「「「東京野菜東京野菜東京野菜東京野菜のののの彩彩彩彩りりりりバーニャカウダバーニャカウダバーニャカウダバーニャカウダ」」」」    
「「「「カフェカフェカフェカフェ    コルベーユコルベーユコルベーユコルベーユ」」」」からはからはからはからは、、、、ランチランチランチランチ・・・・ディナータイムディナータイムディナータイムディナータイムともにおともにおともにおともにお召召召召しあがりいただけるしあがりいただけるしあがりいただけるしあがりいただけるメニューメニューメニューメニューとしてとしてとしてとして、、、、そのそのそのその時期時期時期時期にににに収穫収穫収穫収穫されるされるされるされる東京野菜東京野菜東京野菜東京野菜をををを使用使用使用使用したしたしたしたババババ

ーニャカウダーニャカウダーニャカウダーニャカウダがががが登場登場登場登場。。。。シェフシェフシェフシェフこだわりのこだわりのこだわりのこだわりのバーニャカウバーニャカウバーニャカウバーニャカウダソースダソースダソースダソースでででで、、、、素材素材素材素材そのもののそのもののそのもののそのものの食感食感食感食感、、、、風味風味風味風味、、、、みずみずしさをおみずみずしさをおみずみずしさをおみずみずしさをお楽楽楽楽しみいただきますしみいただきますしみいただきますしみいただきます。。。。尚尚尚尚、、、、期間中期間中期間中期間中

のののの土日祝土日祝土日祝土日祝のののの 17:0017:0017:0017:00～～～～21:0021:0021:0021:00 はははは「「「「初夏初夏初夏初夏ののののディナービュッフェディナービュッフェディナービュッフェディナービュッフェ」」」」をををを開催開催開催開催していますしていますしていますしています。。。。    

    

◇メニュー名：「東京野菜の彩りバーニャカウダ」 
◇期    間：2013 年 5 月 1 日（水）～6 月 30 日（日） 

◇時    間：11:00～22:00（L.O.21:30） 

◇価    格：1,500 円 

 

＊野菜は入荷状況により変わります。  

 

 

 

 

 

 

 

グルメブティックグルメブティックグルメブティックグルメブティック    メリッサメリッサメリッサメリッサ 営業時間：10:00～20:30 

「「「「内藤内藤内藤内藤とうがらしのとうがらしのとうがらしのとうがらしのラスクラスクラスクラスク」」」」    
マイルドマイルドマイルドマイルドなななな辛味辛味辛味辛味がががが特長特長特長特長のののの内藤内藤内藤内藤とうがらしをとうがらしをとうがらしをとうがらしを使用使用使用使用したしたしたしたラスクラスクラスクラスクはははは、、、、    

バターバターバターバターのののの豊豊豊豊かなかなかなかな風味風味風味風味のののの後後後後ににににピリリピリリピリリピリリととととマイルドマイルドマイルドマイルドなななな辛味辛味辛味辛味がががが訪訪訪訪れれれれ、、、、あとをひくちょっとあとをひくちょっとあとをひくちょっとあとをひくちょっと大人大人大人大人ののののラスクラスクラスクラスクですですですです。。。。    

    

◇メニュー名：「内藤とうがらしのラスク」 
◇期    間：先行販売中～6 月 30 日（日） 

◇時    間：10:00～20:30 

◇価    格：500 円（税込） 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

■本件のご取材、内容に関するお問い合わせ先■ 

リーガロイヤルホテル東京 営業企画 伊東 

TEL：03-5285-8957 ／ FAX：03-5285-1242   〒169-8613 東京都新宿区戸塚町 1-104-19 
 

共同 PR 株式会社 第 10 業務局 小林   TEL：03-3571-5175 ／ FAX：03-3571-5382 

※料金には特別な表記がない限り、税金・サービス料が含まれております。 
⑥ 

おおおお客様客様客様客様からのごからのごからのごからのご予約予約予約予約・・・・おおお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    

リーガロイヤルホテルリーガロイヤルホテルリーガロイヤルホテルリーガロイヤルホテル東京東京東京東京        TEL.TEL.TEL.TEL.03030303----5285528552855285----1121112111211121    （（（（代表代表代表代表））））    

ホームページホームページホームページホームページ    http://www.rihgahttp://www.rihgahttp://www.rihgahttp://www.rihga.co.jp/tokyo.co.jp/tokyo.co.jp/tokyo.co.jp/tokyo    ①①①①    




