NEWS RELEASE
[報道関係者各位]

2012年12月11日
お好み焼専門店「ぼてぢゅうグループ」が、横浜みなとみらいにうどん居酒屋オープン

ぼてぢゅうグループは
地元香川の味を再現した“讃岐うどん”と瀬戸内を中心とした“郷土料理”を
か ぐら
取り揃えた、セルフうどんと居酒屋の二毛作業態『香蔵』を
12月17日に横浜みなとみらいにオープン
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、当社が推進している「地元の味
の再現による地域の活性化」の一貫として“香川の地元の味と瀬戸内の名物料理を中心に提供する
”讃岐うどん“と”うまいもん“『香蔵』を、2012年12月17日に横浜みなとみらいセンタービル1Fにオープ
ンします。
“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全く使用していない、名ばかりのいわゆる「讃岐風のうど
ん」も多く見受けられます。当社では“地域で愛されている本物の味を皆様に”をキャッチフレーズに、
地元の食材とレシピを使うことにより“地元の本物の味の再現”するとともに“地元から食材を仕入れる”
ことで地元への利益誘導を図り“地域の活性化”を支援しています。12月17日に横浜みなとみらいに
オープンいたします“讃岐うどん”と“うまいもん”『香蔵』も、こうした当社の取り組みの一貫となります。
使用する「粉」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、「水」は讃岐の軟
水、「醤油」は明治40年の創業の小豆島マルキン醤油、「塩」は瀬戸内海のミネラル豊富な日本海水
の“さぬきの塩”、「油」は小豆島発祥のかどや製油、「出汁」は瀬戸内のいりこなど、地元の食材を使
用して本物の味を再現しています。
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、創業以
来60 年以上、多くのお客様に支持されてまいりました。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78店舗（2012年12
月11日現在）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。地元企業との業務提携により、讃岐の素材を使った“本物のうどんと全国の名物料理を提供
する店舗”として「香蔵」を展開することにより、全国の皆様に、讃岐うどんを始め全国のうまいもんを
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）、斎藤（サイトウ）
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】

か

ぐら

香蔵 みなとみらい店

横浜ランドマークタワーや横浜赤レンガ倉庫といった様々な商業施設が集まる人気観光地域「みな
とみらい」地区にあるみなとみらいセンタービルは、みなとみらい駅に直結し、横浜市の建築物環
境配慮制度「CASBEE横浜」で最高ランクを取得した高層ビルです。
昼は、本物の讃岐うどんを味わって頂けるセルフ式讃岐うどんの店、夜は、瀬戸内の郷土料理を中
心にお酒が味わえる瀬戸内のうどん居酒屋と、2つの顔を持つお店として2012年12月17日（月）に
オープンいたします。
＜住所＞
〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1
みなとみらいセンタービル1F
TEL/FAX:045-641-6011

＜アクセス＞
みなとみらい線、みなとみらい駅 徒歩2分
4番出口直結

＜営業時間＞
11:00～14:30
17:00～23:00（ラストオーダー22:00）

＜駐車場＞
なし

＜面積＞
42坪

＜席数＞
54席

＜客単価＞
昼 550円 夜 2,300円
＜メニュー＞
讃岐うどん、讃岐うどんすき、讃岐おでん
丸亀骨付鶏 今治焼き鶏 など

横浜市営地下鉄 桜木町駅 徒歩15分

＜Web Site:＞
http://www.udon-kagura.com
＜登録商標＞
香蔵 第5482998号

【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65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
■店舗数
44店舗（海外5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・てっぱん屋台≫
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
23店舗（海外5店）

■WEB サイト
http://www.botejyu-express.jp/

■メニュー
各種ご当地焼そば、モダン焼等

≪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
6 店舗（海外1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：ぼてや≫
食い倒れの町大阪を代表する当店考案の当地グルメである
モダン焼。お好み焼と焼そば両方の要素を持つモダン焼は、
コストパフォーマンスに優れた人気メニューです。ぼてやは
元祖モダン焼を中心に、様々なテイストのモダン焼をご提供
しています。
■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、百貨店等 商業施設、路面
■店舗数
3店舗
■メニュー
モダン焼

≪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
2店舗（2012年12月17日みなとみらい店オープン）
■メニュー
讃岐うどん

＊店舗数は各ブランド全て2012年12月11日現在の数値となります。

■WEBサイト
http://www.boteya.co.jp/

■WEBサイト
http://www.udon-kagura.com/

【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：
の直営・FC 店の運営

●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』 、『てっぱん屋台』、『ぼてや』、
『香蔵製麺所』『香蔵』
＜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』、『てっぱん屋台』、『ぼてや』
『香蔵製麺所』、『香蔵』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』、 『てっぱん屋台』、『ぼてや』
＜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』『てっぱん屋台』『ぼてや』

＜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

