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お好み焼専門店「ぼてぢゅうグループ」が、香川製粉大手「吉原食糧」と業務提携により讃岐うどん店を展開

グループ中核企業・株式会社東京フードが
香川最大手の製粉会社吉原食糧株式会社と、
か

ぐら

地元の味を追求した讃岐うどん店「香蔵製麺所」
2月18日に小山の大型商業施設にオープン
株式会社 東京フード

大阪の老舗お好み焼※１専門店『ぼてぢゅう』を展開する「ぼてぢゅうグループ」の中核企業、株式会
社東京フード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：栗田英人）は、香川県最大手製粉会社である
吉原食糧株式会社との業務提携により、讃岐で熟成された粉と水を使った、讃岐の地元で愛されてい
る本場の讃岐うどん専門店『香蔵製麺所』を2月18日に、栃木県小山市の大型商業施設「おやま
ゆうえんハーベストウォーク」に出店します。
“ヘルシー”さと“ボリューム感”“手頃な価格設定”などが支持されて、近年讃岐うどんがブームになっ
ています。現在、全国の商業施設内のフードコートを中心に専門店が急速に店舗数を増やしています。
しかし残念ながら、その多くが讃岐の素材をなにも使っていない、名ばかりのいわゆる「讃岐風のうど
ん」を提供しています。当社では、創業明治35年、現在香川県内で地元製粉会社・最大手吉原食糧株
式会社との業務提携により、地元讃岐で熟成された粉と水を使った、伝統のこだわり麺を提供する讃
岐うどん店専門店「香蔵製麺所」を2月18日に栃木県小山市大型商業施設「おやまゆうえんハーベスト
ウォーク」に出店することになりました。
昭和21 年に食い道楽の街・大阪玉出で大阪お好み焼専門店として誕生した『ぼてぢゅう』は、以来60
年以上、多くのお客様に支持されてきました。商業施設内を中心に店舗展開を進め、基軸ブランドで
ある、お好み焼専門店「ぼてぢゅう」を核に、現在3ブランド国内外合わせて66店舗の店舗展開を行っ
ております。多店舗展開をすることにより、当店発祥の地である、大阪の元祖ご当地メニューである
「お好み焼」を全国に広めてきました。近年では、そのノウハウを活用し、日本各地で愛されているご
当地メニューを、地元の認証を受け、「本物のご当地メニューを提供」する店舗として、鉄板焼そば・モ
ダン焼専門店「ぼてぢゅう屋台」を、商業施設内のフードコートに展開しています。今回の吉原食糧株
式会社との業務提携により、讃岐の素材を使った“本物のうどんを提供する店舗”として「香蔵製麺所」
を展開することにより、全国の皆様に本場の讃岐うどんを召し上がっていただきたいと考えています。
将来的には日本各地の商業施設を中心に展開を検討しております。また当社の海外戦略と平行して
海外での展開も計画しております。

※1 当社では「お好み焼き」、「焼きそば」などの“焼き”表記は、すべて「お好み焼」、「焼そば」など、“焼”とさせていただいています。

[本件の内容に関するお問合せ先]
株式会社 東京フード
広報部／橘川（キツカワ）、岡本（オカモト）
TEL:03-5721-3995 FAX:03-5721-4001
〒153-0043 東京都目黒区東山1-6-1 エスビル5F
E-mail： kitsukawa @botejyu.co.jp URL： http://www.botejyu.co.jp/group/

【出店概要】

香蔵製麺所 ハーヴェストウォーク店

＜住所＞
栃木県小山市喜沢1475
おやまゆうえんハーヴェストウォーク内ぱくぱーく
TEL:0285-23-5511
営業時間：11:00～20：30（ラストオーダー20:00）
休業日：年中無休
Web Site: http://www.udon-kagura.com
（2011年2月18日よりサービススタート）

＜電車でお越しの場合＞
JR小山駅下車、西口ターミナルよりシャトルバス運行中
＜車でお越しの場合＞
無料駐車2,400台
【国道50号線より】
神鳥谷交差点から4号線に入り、宇都宮方面へ約6.5km
【国道新4号線より】
宇都宮方面から向野交差点を右折し、直進約4km
【オーバーブリッジ】
6:30～22:00まで通行可能

【ブランド概要】
≪ブランド名：ぼてぢゅう≫
昭和21 年の創業より60 余年の伝統を誇る老舗お好み焼専門店です。
今や全国区になったお好み焼にマヨネーズを味付けるアイデアも当店が発
祥。お好み焼を「ぼて」と返し「ぢゅう」と焼くことから名付けられたブランド名
は今や日本を代表するお好み焼の代名詞となっております。
■経営形体
直営、フランチャイズ
■出店場所
ショッピングセンター、百貨店、地下街等 商業施設、路面、海外
■店舗数
49 店舗
■メニュー
お好み焼、焼そば、モダン焼、オムソバ、各種鉄板焼

WEB サイト
http://www.botejyu.co.jp/index1.htm

≪ブランド名：ぼてぢゅう屋台≫
創業以来変わらない、こだわりの手作り製法から生まれた手もみ自家製麺
と、甘辛く、濃く、酸味が控えめで、なぜか懐かしい秘伝のソースで作り上
げる当店自慢の焼そばと、地域の特性を生かした、人気が高い本物のご
当地焼そばを、手軽でリーズナブルな価格でご提供致しております。
■経営形体
直営、フランチャイズ
■出店場所
フードコート等 商業施設
■店舗数
11 店舗
■メニュー
各種鉄板焼そば、モダン焼等

WEB サイト
http://www.botejyu.co.jp/yatai/

≪ブランド名：ぼてぢゅう燦≫
ゆったりとくつろげる上質な店内で、伝統ある「ぼてぢゅう」のお好み焼はもちろんの
こと、豊富なアルコールや旬の食材を惜しみなく使った独創的なメニューの数々もお
楽しみいただけるお好み焼・鉄板焼・炭火焼の専門店です。
■経営形体
直営、フランチャイズ
■出店場所
ショッピングセンター、百貨店等 商業施設、路面
■店舗数
5 店舗（汐留店、飯田橋店、錦糸町店、町田店、川崎店）
■メニュー
お好み焼、炭火焼、各種鉄板焼
WEB サイト
http://www.botejyu.co.jp/san/

≪ブランド名：香蔵製麺所≫
讃岐の粉と水を使った伝統のこだわり麺の提供により、本場讃岐の地元の味を再現。
カジュアルな雰囲気と、リーズナブルな価格で、本場の讃岐の味を提供する、讃岐うどん
専門店です。
■経営形体
直営、フランチャイズ
■出店場所
ショッピングセンター、百貨店等 商業施設、路面
■店舗数
1店舗（栃木県小山市2011年2月18日オープン予定）
■メニュー
讃岐うどん

【ぼてぢゅうグループ 概要】
URL： http://www.botejyu.co.jp/group/
●株式会社東京フード
屋 号：
所在地：

創 業：
設 立：
代表取締役社長：
資本金：
事業内容：
●株式会社大阪フード
屋 号：
所在地：

創 業：
設 立：
代表取締役社長：
事業内容：

●株式会社キタムラ
所在地：

設 立：
代表取締役社長：
事業内容：

『ぼてぢゅう』、『ぼてぢゅう燦』、『ぼてぢゅう屋台』
＜本社＞
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1 丁目12 番9 号
東豊エステートビル102 号
TEL：03-3407-7881
＜本部事務所＞
〒153-0051 東京都目黒区東山1 丁目6 番1 号 エスビル5Ｆ
TEL：03-5721-3995 FAX：03-5721-4001
＜商品部＞
〒153-0051 東京都目黒区3 丁目19 番13 エステ上目黒101 号
TEL：03-5724-7184 FAX：03-5724-3999
昭和37 年7 月
昭和43 年9 月3 日
栗田 英人
10,000,000 円
『ぼてぢゅう』、『ぼてぢゅう燦』、『ぼてぢゅう屋台』の直営・FC 店の運営

『ぼてぢゅう』、『ぼてぢゅう燦』、『ぼてぢゅう屋台』
＜本社＞
〒557-0042 大阪市西成区岸里東2 丁目1 番11 号 ぼてぢゅうビル2F
TEL：06-6653-1331 FAX：03-6653-2125
昭和37 年7 月
昭和44 年5 月27 日
栗田 英人
『ぼてぢゅう』、『ぼてぢゅう燦』、『ぼてぢゅう屋台』の直営・FC 店の運営

＜本社＞
〒557-0042 大阪市西成区岸里東2 丁目1 番11 号 ぼてぢゅうビル2F
TEL：06-6653-2121 FAX：03-6653-2125
＜東京事務所＞
〒153-0051 東京都目黒区3 丁目19 番13 エステ上目黒1F
TEL：03-5721-3331 FAX：03-5721-3999
昭和44 年7 月18 日
栗田 英人
オリジナル商品の企画・卸・販売

【参考資料】

吉原食糧株式会社について
創業は明治35年、香川県坂出市に本社・製粉工場を構える地元
最大手の製粉会社。創業以来常に地元讃岐うどんの進化を追求。
香川県が県内産小麦の復興と農業振興のために開発に着手した、
讃岐の粉を使った商品の開発プロジェクトに参画。
同社の取り組みはＮＨＫ『プロジェクトＸ』でも取り上げられ話題と
なる。2000年に誕生した「さぬきの夢2000」はどんとして独特のも
ちもち感があり、なめらかで、うどんの風味や旨味が強く感じられ
る優れた特長を持つ。
「さぬきの夢2000」はこれからの讃岐うどん用小麦として注目され
ており、同社も積極的に開発を進め販売している。
讃岐うどんの本場の香川県産小麦粉であり、個性的なおいしい讃
岐うどんをつくりたいという人にとって大きな魅力となっている。
同社は小麦粉の開発・販売だけでなく、うどん店をサポートする業
務・開業支援も行なっている。これはうどん店の経営情報の提供、
手打ち・製麺技術のサポート、ユーザー専用の小麦粉の開発、繁
盛のためのアドバイスなど、店舗のニーズに合わせたきめ細かい
サポートをする。同社は小麦製粉を軸に、讃岐うどんに関わる
さまざまなことに積極的に取り組でいる。

会社名：
創業：
会社設立：
所在地：

代表取締役社長：
資本金：
事業内容 ：

吉原食糧株式会社
明治35年
昭和25年3月24日
＜本社・製粉工場 ＞
〒762-0012 香川県坂出市林田町4285-152
TEL(0877)47-2030
FAX(0877)47-1910
＜中央埠頭サイロ ＞
〒762-0002 香川県坂出市入船町1-6-15
TEL(0877)46-4467
＜林田倉庫 ＞
〒762-0012 香川県坂出市林田町4285-195
TEL(0877)47-2171
吉原 良一
4,000万円
■製粉業
・小麦粉、ふすまの開発・製造・販売
・ミックス（惣菜、製菓・製パン用等）の開発・製造・販売
■倉庫業（倉庫証券発行倉庫）

http://www.flour-net.com/

