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ぼてぢゅうグループが
アスラポート・ダイニングと業務提携
「たこばやし」ブランドのたこ焼の提供により、サイドメニューを強化
株式会社 東京フード

概要
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」（本社：東京都渋谷区、代表取締
役社長：栗田英人）は、2012年8月22日より株式会社アスラポート・ダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社
長：檜垣周作）と業務提携を交わし、同社が運営している「たこばやし」ブランドのたこ焼を全国フードコートを中心
に展開している「ぼてぢゅう屋台」にて販売をいたします。
提携先企業
株式会社アスラポート・ダイニングは、2007年1月12日に設立。牛角、とりでん、おだいどこを運営する株式会社プ
ライム・リンク、とり鉄を運営する株式会社とり鉄、たこばやし、うまいもんやを運営する株式会社フードスタンドイ
ンターナショナルを傘下に置く外食産業企業となります。平成24年2月にグループ子会社である株式会社フードス
タンドインターナショナルが、たこ焼等の「たこばやし」「うまいもんや」の事業を譲り受けたことに伴い、これまでの
ディナー中心の業態から、昼の需要も取り込める業態をグループ内に獲得するに至りました。現在同社では「たこ
ばやし」「うまいもんや」のブランド価値の向上による事業の強化を進めております。
当社の近況
昭和21 年に食い道楽の街・大阪玉出で誕生した大阪お好み焼専門店『ぼてぢゅう』は、創業以来66年にわたり、
多くのお客様にご利用いただいております。現在基軸ブランドである、お好み焼専門店「ぼてぢゅう」を核に、5つの
ブランドを国内外に74店舗展開、海外においては、シンガポールに9店舗、韓国に3店舗、台湾に1店舗を出店、合
計13店舗を展開しております。現在当社では店舗の立地特性を生かし、お客様ニーズの対応を図るため自社商
品の開発と共に、積極的に外部企業・団体との連携を深めております。
業務提携の背景
当社では、積極的に国内外に出店を進めており、店舗数の拡大を図っています。店舗運営にあたり自社商品の開
発と共に、積極的に外部企業・団体との連携によるメニューの提供も行っており、メニューの充実とともに自社メニュ
ーの価値向上を図っています。中でもサイドメニューの価値向上は大きなポイントであり、特に自社ブランドで提供
しているたこ焼の強化を図るべく検討をしておりました。一方株式会社アスラポート・ダイニングにおいても「たこば
やし」「うまいもんや」のブランド価値向上を事業強化のポイントと捉えておりました。特に大阪なんば発祥の「たこば
やし」のたこ焼きは、大阪のたこ焼の特長である、まわりがふんわりで中がとろっとしたその食感から、創業以来好
評を博しており、今後は外部とのコラボレーションも含めブランドの強化と売上の伸張を模索していました。
今後の展開
今回の業務提携は、両社にとって課題を克服し相乗効果が期待できるものであると判断し締結に至りました。
業務提携の締結により、メニュー（レシピ）の相互共有、原材料の共同購入、国内外の出店協力などに加え、FC
展開の協力体制構築、アスラポート・ダイニンググループ内店舗による当社メニューの導入なども視野に協力関係
の強化を図る予定です。
※1 当社では「お好み焼き」の“焼き”表記は、すべて「お好み焼」、“焼”とさせていただいています。
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【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
43店舗（海外6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
21店舗（海外6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
1店舗
■メニュー
讃岐うどん

■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：
『ぼてぢゅう』、『ぼてぢゅう燦』、『ぼてや』、『ぼてぢゅう屋台』、『てっぱん屋台』、
『香蔵製麺所』
所在地：
＜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
創 業：
昭和37 年7 月
設 立：
昭和43 年9 月3 日
代表取締役社長： 栗田 英人
資本金：
10,000,000 円
事業内容：
『ぼてぢゅう』、『ぼてぢゅう燦』、『ぼてや』、『ぼてぢゅう屋台』、『てっぱん屋台』
『香蔵製麺所』の直営・FC 店の運営

●株式会社大阪フード
屋 号：
『ぼてぢゅう』、『ぼてぢゅう燦』、『ぼてや』、『ぼてぢゅう屋台』、『てっぱん屋台』
所在地：
＜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
創 業：
昭和37 年7 月
設 立：
昭和44 年5 月27 日
代表取締役社長： 栗田 英人
事業内容：
『ぼてぢゅう』、『ぼてぢゅう燦』 、『ぼてや』、『ぼてぢゅう屋台』、『てっぱん屋台』
の直営・FC 店の運営

●株式会社キタムラ
所在地：
＜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
設 立：
昭和44 年7 月18 日
代表取締役社長： 栗田 英人
事業内容：
オリジナルPB商品の企画・卸・販売

【アスラポート・ダイニング概要】

会社名：株式会社アスラポート・ダイニング

上場取引所：JASDAQ（スタンダード）

証券コード：3069

会社設立 ：2007年1月12日

本社
〒108-0074 東京都港区高輪2丁目16番29号丸高高輪ビル2階

資本金 ：676,758,378円（2012年7月末現在）
TEL03-6459-3231

FAX 03-5791-7161

代表取締役社長： 檜垣 周作
Web Site http://www.asrapport-dining.com/
グループ事業会社
■株式会社プライム･リンク
代表取締役社長： 檜垣 周作
事業内容：飲食店の経営及びFC本部の運営（牛角、とりでん、おだいどこ、Kitchenバール、ジャンクガレッジ）
■株式会社とり鉄
代表取締役社長： 小林 剛
事業内容：飲食店の経営及びFC本部の運営（とり鉄、烏鳥天○）
■株式会社フードスタンドインターナショナル
代表取締役社長： 檜垣 周作
事業内容：飲食店の経営及びFC本部の運営（たこばやし、うまいもんや）

たこばやしは、1996年大阪なんばに誕生しました。「たこ焼」の
起源といわれる小麦粉にしょうゆをかけて焼く「ちょぼ焼き」を
継承し、大玉、ふわふわ、中がとろっとした食感に、しょうゆ味
のたこ焼が特徴。現在7店舗（FCを含む）を展開しています。

