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タイ市場での店舗展開とアジア地域での第二の製造拠点を構築

おおおお好好好好みみみみ焼専門店焼専門店焼専門店焼専門店「「「「ぼてぢゅうぼてぢゅうぼてぢゅうぼてぢゅう」」」」がタイにがタイにがタイにがタイに初進出初進出初進出初進出

大阪のお好み焼※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、タイ国で飲食業を展開しているインディーズ
キッチン社（本社:タイ国バンコク市、代表取締役　Weerayut Suwantaveesri）と「ぼてぢゅう」ブランド
のFC契約を締結しました。また新規出店と連動して、日系食品メーカーとの業務提携によりアジア地域の
第二の製造拠点として、PB食材の製造を開始致します。

株式会社東京フード

現地企業とFC契約締結と連動して、日系食品メーカーとの業務提携により
アジア地域の第二の製造拠点を構築

今回FC契約を締結しましたインディーズキッチン社は、タイ国バンコク市内を中心に健康食専門店や

香港式お粥専門店などの店舗を出店。タイ市場における飲食店運営を通じ、外食市場を熟知、店舗運営に
不可欠な各種ルートを構築していることから、早期かつ効率的で実現性の高い店舗展開が期待できます。
すでに本年10月にはバンコク市内で一号店を出店予定。今回FC契約を締結したインディーズキッチン社は、
タイ国最大手の製糖会社であるWANGKANAI GROUPの関連企業であるため、タイ国における事業展開を
する上で盤石な基盤を構築しており、今後は外食を軸に業容拡大も視野に入れております。

タイタイタイタイ国国国国でででで現地企業現地企業現地企業現地企業ととととFCFCFCFC契約契約契約契約をををを締結締結締結締結

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、創業以来長きに

わたり、多くのお客様に愛されてまいりました。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80店舗を展開。海外におきましては、現在シンガポールに5店舗、
韓国に3店舗、台湾に3店舗を出店。本年韓国に4店舗、台湾に3店舗の出店が決定しております。今回契約
を締結したタイでも今後1年間で3店舗の出店を計画しており、現段階で確定している海外エリアでの新規
出店は、今後一年間で10店舗を計画しております。今回契約を締結したタイ国以外にも、アセアンエリア

を中心に世界各地から進出の打診を受けており、専門店として日本の大衆食文化を世界に啓蒙定着させる
とともに、事業拡大を目指し出店を加速させていく計画です。

アセアンエリアをアセアンエリアをアセアンエリアをアセアンエリアを軸軸軸軸にににに海外展開海外展開海外展開海外展開をををを加速化加速化加速化加速化

本年1月にタイで開催されました、経済産業省クールジャパン事業、そのコンソーシアムのメンバーとし
てタイ国バンコク市において「JAPAN FOOD FESTIVAL」を開催するとともに、期間限定でバンコク市内

の商業施設内に店舗を出店し、タイにおける日本食の可能性や課題を検証いたしました。イベントに出店
をした際には、初日のオープン前から行列ができるほど大盛況となり、イベント終了まで連日その勢いは
衰えることはありませんでした。このイベントを通じ、当社商品の味・価格・ブランドともにタイ国の
方々には受け入れていただけるとの確信を持つとともに、親和性の高さを体感、今回のFC契約締結にも
大きな支援となりました。

タイでのタイでのタイでのタイでの事業展開事業展開事業展開事業展開のののの可能性可能性可能性可能性をクールジャパンをクールジャパンをクールジャパンをクールジャパン事業事業事業事業でででで体感体感体感体感

当社ではアジア地域でのTPPを見据え、海外展開の効率化や合理化を進めてまいります。その第一弾とし
て、日本の食品メーカーとの業務提携により、食品メーカーのタイ現地法人でPB食材を製造し使用する
Made by Japan構想を実施致します。タイ国をアジア地域での第二の製造拠点と位置づけ、タイ国での新規

出店と連動して稼働させてまいります。本格的な稼働により、アジア地域における製造コスト・物流コス
トを大幅に削減し、多くの現地の方々に、当店のメニューをお気軽にお召し上がり頂く環境を整えたいと
考えております。タイ国をアジア地域の核として位置づけ、製造拠点としての機能に加え、今後はグロー
バル人材の育成にも取り組んでいきたいと計画しております。これらの環境を整えることにより経済発展
著しいアジア地域においての出店を加速させてまいります。

アジアアジアアジアアジア地域地域地域地域のののの第二第二第二第二のののの製造拠点製造拠点製造拠点製造拠点としてとしてとしてとして整備整備整備整備
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※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。

[本件の内容に関するお問合せ先]

株式会社東京フード

統括本部　経営企画部　広報課／橘川（キツカワ）、斉藤（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/

当社では「地域の本物を皆様に」のキャッチフレーズに、ソース文化の代表である大阪お好み焼に加え、
地域グルメ認証団体の承認を頂いた、本物の地域グルメを指定のレシピに従い、指定食材を使うことで、
本物の地域グルメをご提供しています。手軽な価格でお召し上がりいただける、カジュアルな日本食を通
じて、世界各地の多くの方々に日本食をお召し上がり頂き、日本食の素晴らしさを体感していただくこと
で「日本の食文化の啓蒙と定着」を図っていきたいと考えています。

自社自社自社自社のののの事業展開事業展開事業展開事業展開とととと連動連動連動連動したしたしたした食文化食文化食文化食文化のののの啓蒙啓蒙啓蒙啓蒙・・・・定着定着定着定着をををを推進推進推進推進
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【インディーズキッチン社概要】

インディーズキッチン社は、2008年3月にタイ国で創業した外食事業を展開する企業。
タイ国バンコク市を中心に“good food and good services”をミッションとして、健康を意識するとともに洗練
された食空間として、コンセプトの異なる外食事業を展開しています。今回のFC契約締結を契機に、創業以

来培ってきた事業ノウハウを生かし、タイ国において外食事業の拡大を目指しております。

会社名
　 Indie’s Kitchen Co.,Ltd

会社設立年度
　2008年3月

代表取締役：
　Weerayut Suwantaveesri

本社
　1054 Sukhumvit Sol 101/1, Wachiratham-Sathait 38, 
　Bangchak, Prakanong, Bangkok, Tailand

URL

http://www.indieskitchen.co.th
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【ブランド概要】

≪≪≪≪ブランドブランドブランドブランド名名名名：：：：ぼてぢゅうぼてぢゅうぼてぢゅうぼてぢゅう≫≫≫≫
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

≪≪≪≪ブランドブランドブランドブランド名名名名：：：：ぼてぢゅうぼてぢゅうぼてぢゅうぼてぢゅう屋台屋台屋台屋台≫≫≫≫
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

≪≪≪≪ブランドブランドブランドブランド名名名名：：：：ぼてやぼてやぼてやぼてや≫≫≫≫
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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≪≪≪≪ブランドブランドブランドブランド名名名名：：：：香蔵製麺所香蔵製麺所香蔵製麺所香蔵製麺所≫≫≫≫
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/

≪≪≪≪ブランドブランドブランドブランド名名名名：：：：ぼてぢゅうぼてぢゅうぼてぢゅうぼてぢゅう燦燦燦燦≫≫≫≫
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、ﾌﾟﾗｻﾞｼﾝｶﾞﾌﾟｰﾗ店）

■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】

URL： http://www.botejyu.co.jp/group/
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