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 ２０１４年１１月２５日 

 

報道関係者各位 いきなり！ステーキアメリカ村店（大阪） 

オープニングイベント取材のご案内 

 

藤波辰爾が「いきなり！ステーキ 1 日店長」 
藤波辰爾のステーキカットライブが楽しめます！ 

 

日時： 12 月 10 日（水）予定 11；00～（受付開始 10:00） 

場所： いきなり！ステーキアメリカ村店（大阪） 

 

◆藤波辰爾他２名のテープカット 

◆藤波辰爾一日店長辞令授与式 

◆藤波辰爾のオーダーカットステーキを提供 
 

                                             

株式会社ペッパーフードサービス（本社／東京都墨田区・代表取締役社長 CEO

／一瀬邦夫）では、『いきなり！ステーキ』25・２６号店が決定しました。２５号

店アメリカ村店、２６号店難波府立体育館前店と大阪での連日の開店となります。

（関西１号店は 10/29 に開店した法善寺店です。） 

アメリカ村店・難波府立体育館前店は今年 8 月、ゴールデン・アーチジャパン

（代表取締役社長 田辺満男）（以下 GAJ 社）との大阪エリアフランチャイズ契

約締結後、GAJ 社としての初出店となります。 

アメリカ村店のグランドオープンに当たり、12 月 10 日（水）に開店イベント

を開催します。 

開店イベントは、“藤波辰爾いきなり！一日店長のオーダーカットステーキ”と

題して、藤波辰爾氏がシェフの装いでカット場に入り、お客様とのやり取りをし

ながらオーダーカット（ステーキ量り売り）をします。格闘技好き、肉好きファ

ンサービスに努めます。 
 

つきましてはご多忙の折とは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご取材頂き

ます様お願い申し上げます。なお、大変お手数ではございますが、ご出席の際は

別紙申込書、またはメールにて、12 月 5 日（金）までにお申し込みくださいま

すようお願いいたします。 

また、前日 9 日１８時よりアメリカ村店のレセプション試食会を開催させて頂

きます。こちらも合わせまして、よろしくお願いします。 
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≪オープニングイベント実施概要≫ 

 “藤波辰爾いきなり！一日店長のオーダーカットステーキ” 

 

【日時】 2014 年 12 月 10 日（水） 

10:30～（受付開始 10:00） 

【会場】 いきなり！ステーキアメリカ村店 

大阪市中央区西心斎橋 1-8-15 ステージ 9 ビル 

 【概要】   10 時 30 分 店内にて朝礼 

        10 時 45 分 店前にてテープカットセレモニー 

（藤波辰爾氏、一瀬社長、田辺社長） 

        10 時 50 分 藤波辰爾一日店長辞令授与式 

        11 時 00 分 開店、藤波辰爾のオーダーカットステーキ提供開始 

        

 

≪レセプション試食会実施概要≫ 

 
【日時】 2014 年 12 月 9 日（火）アメリカ村店 

18:00～20:00（受付開始 17:30） 

 【対象】   取引業者様、関係者様、メディア関係者様 

  【概要】   リブロース 300ｇ（1ｇ5.5 円）をお一人様 1 枚ご提供させて頂きます。 

実際の営業と同様に、カット場でお肉をカットさせて頂き、 

商品を提供させて頂きます。 

 

 尚、個別取材に関しましてはイベント前々日までにご相談させて頂きたく存します。 

 

≪いきなり！ステーキについて≫ 
http://ikinaristeak.com/ 

『いきなりステーキ』はお値打ち価格の本格ステーキを、お客様のご注文のサイズに合わせて

目の前でカットし、立食でお召し上がりいただく斬新なスタイルで、昨年 12 月に 1 号店を銀

座 4 丁目に、今年 1 月に 2 号店を同 6 丁目に出店し、両店とも連日行列ができるほどの繁盛店

となりました。4 月には、3 店舗目となる吾妻橋店を出店し、こちらも売上が好調に推移して

います。銀座エリア以外でも大勢のお客様から支持していただけたことで、出店を加速する方

針を固め、年内 30 店舗出店を目標に掲げており、現時点で首都圏 12 店舗出店しています。（い

きなり！ステーキ合計 13 店舗）。 

そのような中、8 月に、ＧＡＪ社と大阪エリアＦＣ契約を締結した後、大阪 1 号店として、10/29

法善寺店が開店しました。 

尚、法善寺店に関しては、大阪 1 号店という事もあり、本部の強力なサポートが必要と判断し

たため、開店時は、本部直のフランチャイズ店舗となっており、その後、運営が安定した後、

ＧＡＪ社のＦＣ店舗と経営を移行する予定です。 

ＧＡＪ社としては、大阪府で当面 10 店舗の出店目指して、急ピッチで準備を進めています。 

アメリカ村店はその 1 号店となります。尚、GAJ 社としての 1 号店は 10/30 開店の秋葉原万

世橋店です。 

 

 

 

 

 

 

 

 1 号店銀座 4 丁目店

の行列 

http://ikinaristeak.com/
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≪メニュー≫ 税抜き価格 

・リブロースステーキ（米国産）      1g  5.5 円  

・サーロインステーキ（米国産 CAB）  1g  7 円  

  ※CAB は、Certified Angus Beef の略、米国産牛肉のグレード（プライムの次） 

・ヒレステーキ（豪州産）         1g  8 円  

 

≪ランチメニュー≫ 税抜き価格 平日ランチ限定 

・CAB ワイルドステーキ 300ｇ（ライス、サラダ、スープ付き）   1,200 円  

・ワイルドハンバーグ 300ｇ（ライス、サラダ、スープ付き） 1,000 円 

・乱切りカットステーキ 300ｇ（1ｇ4 円） 1,200 円 

※ランチタイムは定量カットにて、リブロース、サーロイン、ヒレも販売します。 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪店舗情報≫ 

 

 

 

 
 

 

≪会社概要（本部）≫ 

社名  株式会社ペッパーフードサービス 

本社  東京都墨田区吾妻橋 3-3-2 

代表  代表取締役社長 CEO 一瀬 邦夫 

≪会社概要（運営）≫ 

社名  ゴールデンアーチジャパン株式会社 

本社  〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-23-9 大和ビル 2 階 

代表  代表取締役 田辺 満男・中川 勝洋 

 

――――――――――――この件に関するお問い合わせ先 ―――――――――― 

 

〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋 3-3-2 ㈱ペッパーフードサービス 

http://www.pepper-fs.co.jp/ 

 TEL：03(3829)3654  FAX：03(3625)9250  

広報担当／川野 kawano@pepper-fs.co.jp 

店舗名   いきなり！ステーキ アメリカ村店 

大阪市中央区西心斎橋 1-8-15 ステージ 9 ビル 

開店日   2014 年 12 月 10 日 

営業時間   11：00～23:00  

ランチタイム  平日 11:00～15:00 

店舗名   いきなり！ステーキ 難波府立体育館前店 

大阪市浪速区難波中 3-4-40 

開店日   2014 年 12 月 11 日 

営業時間   11:00～23:00  

ランチタイム  平日 11:00～15:00 

http://www.pepper-fs.co.jp/
mailto:kawano@pepper-fs.co.jp
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12月 5日（金）までに 

以下をご記入のうえ、FAXにてご返信いただきますようお願いいたします。 

 

※メールでのお申し込みは、kawano@pepper-fs.co.jp まで下記項目をご連

絡ください。 
 

ご参加希望に○をつけてください  
 

10 日（藤波辰爾いきなり！一日店長） 

９日（アメリカ村店レセプション） 

貴社名：                           
 

ご担当媒体名：                        
 

ご芳名・ご出席人数：             様（   名様） 
 

TEL：                            

 

E-mail：         ＠                 

 

  □撮影あり（スチール／ムービー）      □撮影なし 

 

↓ご要望や質問等あればご記入ください 

 

 

 

 

 

 

 
アメリカ村店、難波府立体育館前店オープニングイベント事務局  

（㈱ペッパーフードサービス 広報担当 川野） 

TEL.03-3829-3654 FAX.03‐3625‐925kawano@pepper-fs.co.jp 

12月 10日開店イベント申込 

FAX：０３-３625-9250 

FAX：０３-３625-9250 


