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お好み焼専門店“ぼてぢゅう”が映画クレヨンしんちゃんとコラボレーション

◆企画概要
大阪のお好み焼専門店『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 栗田英人）は、「映画クレヨンしんちゃん　バカうまっ!　B級グルメサバイバル!!」（4月
20日全国公開）のスポンサーとなり、映画の公開に合わせて、国内店舗でのプロモーションを繁忙期であるゴー
ムデンウィークを挟む2013年4月20日～5月31日に開催致します。国内を皮切りに海外においても映画公開に合

わせて、海外店舗でもタイアッププロモーションを順次展開する予定です。

株式会社 東京フード

◆映画「クレヨンしんちゃん」
“クレヨンしんちゃん”の舞台は埼玉県春日部市。主人公「野原しんのすけ」、妹「ひまわり」、母「みさえ」、父「ひろ
し」、飼い犬「シロ」の4人+1匹の「野原家」のエピソードを中心に描いた作品。原作者の故白井儀人先生が1990年
に双葉社「週刊漫画アクション」で連載を開始。1992年にはテレビ朝日でアニメ化。1993年に東宝で劇場映画化、
現在まで20作を公開し、動員数2353万人、興行収入263億円を上げている日本を代表する人気アニメーションで
す。21作目となる今回のタイトルは「映画クレヨンしんちゃん　バカうまっ!　B級グルメサバイバル!!」（4月20日全国
公開）。「焼けよ!焼そば!!焦がせ! 友情!!」の通り、安い・早い・うまい・庶民派料理のB級グルメがテーマとなります。

◆ぼてぢゅうの現況
ぼてぢゅうグループは、お好み焼き専門店「ぼてぢゅう」を核に、5つの業態の異なるブランドを国内外で出店、現
在国内68店舗、海外11店舗、計79店舗の店舗展開をしております。国内においては、4月19日に千葉県酒々井市

にグランドオープンする、「酒々井プレミアム・アウトレット」に、初夏にも関西方面の商業施設にフードコート業態
である、ぼてぢゅう屋台を出店致します。海外におきましては、既存の出店エリアである、シンガポール、韓国、台
湾に加え、タイへの新規出店を計画しており、既存新規地域合わせて年間10店舗前後の出店を予定しています。

◆映画タイアップのメリット
今回公開される映画とのコラボは、当社の国内外の事業戦略上大きな効果が予測されます。
当社に取って具体的な効果として想定しておりますのは以下の通りです。
①映画のテーマ・食材・メニューが当社が運営している業態と合致している
②当社が展開している国内外のエリアで公開
③認知度・知名度の向上に伴い来店促進効果に期待
④特に子供（C1層）、ファミリーへの訴求効果大
⑤当社がすすめている「ソース文化」の啓蒙を後押し
映画のテーマや食材・メニューが今後の事業展開に重要な対象層であります、お子様や、保護者層に映画
を通じて、認知や興味を持って頂くことで来店に結び付けられる可能性が期待できます。特に海外市場に
おいては、日本に比べてソースや当店に対する認知度、知名度が相対的に低いため、この映画の公開を機
に購買や来店の促進を進めることで、当社事業と「ソース文化」の啓蒙につなげられるメリットがあると
思われます。

◆今後の展開
当社の事業展開は日本を中心にアセアンエリアに拡大をしております。今後当社事業と「ソース文化」の啓蒙や定
着を実現するために、外食はもとより異業種との連携も積極的に進めることで、日本食や文化を世界中に広めて
いきたいと考えています。

「クレヨンしんちゃん」連動フェア開催
映画公開時期に合わせて海外店舗でも順次プロモーションを計画

※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

42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

■WEB サイト

http://www.botejyu-express.jp/

■WEB サイト
http://www.boteya.co.jp

≪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
　23店舗

■メニュー
各種ご当地焼そば、モダン焼等

≪ブランド名：ぼてや≫
ぼてぢゅう伝統のお好み焼と焼そば両メニューの特長をミックスさせた
コストパフォーマンスに優れた人気商品である“モダン焼”の専門業態。

大阪を代表する当地グルメとして、親しまれてきた味に加え、時代に
合わせた新感覚の味わいのモダン焼。個性豊かな焼メシなどメニュー
バリエーションも豊富に、カジュア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
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
3店舗

■メニュー
各種モダン焼、焼メシ等
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≪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、オフィスビル、路面

■店舗数
3店舗

■メニュー
讃岐うどん

■WEBサイト
http://www.udon-kagura.com/

■WEB サイト
http://www.botejyu.co.jp/san/

≪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、川崎店、プラザシンガプーラ店）

■メニュー
お好み焼、炭火焼、各種鉄板焼
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●株式会社東京フード

　　屋 号：　　　　　　　　 『ぼてぢゅう』、『ぼてぢゅう燦』、『ぼてぢゅう屋台』、『ぼてや』、『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』、『ぼてぢゅう屋台』、『ぼてや』、『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』、『ぼてぢゅう屋台』、『ぼてや』、『香蔵製麺所』

　　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』、『ぼてぢゅう屋台』、『ぼてや』、『香蔵製麺所』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： 　　　　 ぼてぢゅうグループオリジナルPB商品の企画・卸・販売

【ぼてぢゅうグループ 概要】
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