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お好み焼専門店「ぼてぢゅう」が、フィリピン市場に初参入

老舗お好み焼専門店

「ぼてぢゅうグループ」がフィリピン企業とFC契約を締結
フィリピン最大規模のエンターテインメント・メディア複合企業とFC契約を締結
メディアとのコラボレーションで早期の店舗展開を推進
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、フィリピン共和国最大規模のエンターテインメント・メディ
ア複合企業グループVIVA Communication IncグループのCIRCUS CIRCUS Inc （本社：フィリピン共和国 メトロ
マニラ パシック市、Chairman and CEO：Vicente R. Del Rosario, Jr）と「ぼてぢゅう」ブランドのFC契約を締結しまし
た。
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CIRCUS CIRCUS Incが属するVIVA Communication Incグループは、フィリピン最大規模のエンターテイメ
ント企業としてフィリピン市場で確固たる地位を築いており、近年ではエンターテイメント要素を生かし
外食事業にも積極的に進出し事業領域を急速に拡大しております。当社としてもCIRCUS CIRCUS Incと
FC契約を結ぶことにより、フィリピン市場で早期に「ぼてぢゅう」ブランドの周知性・知名度を向上させ、
お客様を誘導する事ができ、既に外食事業を展開する上でのインフラが整備されていることもあり、早期
にフィリピン市場で店舗展開が可能であると判断しFC契約を締結する運びとなりました。
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FC契約を締結しましたVIVA Communication Incグループは、1981年に現会長のヴィック・デル・ロザ
リオ氏によって設立されたエンターテインメント・メディア複合企業です。その事業領域は、映画製作、
音楽制作、海外映画配信、人材管理（俳優、女優、シンガー、モデル、キャスターなど）、ビデオ流通、
コンサート・イベントなどの興行、ケーブルテレビ番組制作、外食事業など多岐にわたっています。
現在人気フィリピン料理のファーストフード・チェーンのマスターフランチャイズ権を取得。フィリピ
ン国内で約500店の店舗展開をしているファーストフードバーベキューチェーンのフランチャイズを運営。
コメディージャンルで最も有名な人気レストラン＆バーの運営など外食事業に注力し積極的に事業展開を
しています。
こうした事業展開が拡大している背景には、エンターテイメント事業で培ったブランドマーケティング力
の活用がポイントとなっています。
VIVA Communication Incグループ所属のトップスターや、歌手、バラエティ芸人、自社のテレビチャン
ネルと屋外広告などの既存資産を連動させることにより、費用対効果が高い販促プロモーションを継続的
に実施することで、集客面、知名度向上において高いパフォーマンスを生み出しています。
またフィリピン市場の経済発展に伴い、富裕層を中心に日本食がブームとなり現在ではミドル層まで拡大、
日系の外食チェーンがマニラ市の商業施設を中心に店舗数を増やしています。VIVA Communication Inc
グループとしてもこうした需要にこたえるべく、日本食レストランの展開を検討してきました。
アセアンエリアを軸
アセアンエリアを軸に海外展開を
海外展開を積極化、
積極化、日本の
日本の食文化の
食文化の啓蒙・
啓蒙・促進にも
促進にも注力
にも注力
一方昭和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、創業以来約
70年にわたり、お好み焼専門店として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、8業態15ブランドを展開。関連会社も含め国内外あわせて110店の
店舗を出店しております。海外においては、現在シンガポールに2店舗、韓国に3店舗、台湾4店舗を出店、
日本食文化の啓蒙や促進にも注力しております。本年度中にはタイ、ヴェトナムへの出店も計画しており、
今後5年間でアセアンエリアを中心に10カ国100店舗の店舗展開を計画しております。
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国際戦略の基盤を
基盤を構築
フィリピンは、人口が1億人を越え、アセアンエリアではインドネシアに次ぐ人口を誇り、平均年齢も23歳
と周辺国の中では圧倒的に若く、「人口ボーナス」が2045年まで続くと予測されているため、今後もマー
ケットは拡大を続けると見られています。またアメリカ統治の影響でアメリカ文化が浸透し、アセアンエ
リアで唯一の英語圏として今後アセアンエリアのグローバル化になくてはならない役割を担うものと期待
されています。親日国としても知られ、ビザの緩和や円安などもあり多くのフィリピン人が日本に訪れて
います。
今回のフィリピンのVIVA Communication IncグループとのFC契約は、市場が成長途上にあるフィリピン
市場での店舗展開による継続的な収益の確保とともに、今後の当社の国際戦略上、2つの重要な意味を持つ
ものと見ています。1つは外食とエンターテイメント企業とのコラボレーションによる「告知・販促機能の
強化」。2つ目は当社の国際化の推進を担う「国際感覚をもったスタッフの確保」になります。
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外食企業が海外で店舗展開する上でネックになるのが自社のブランディングです。国内では知名度があっ
ても海外では無名な存在となるため、自社のブランドを認識していただくための活動が必須になります。
エンターテイメント企業をビジネスパートナーとすることで告知・販促機能を強化し、店舗展開のスピー
ドアップを図り早期にフィリピン市場で磐石な基盤を構築したいと考えています。
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近年当社では国内外の国際化の需要に対応するため、外国人スタッフの確保に力を入れてきました。現在
国内では訪日客の急増によるインバウンド対策が急務になってきています。
一方海外に関しては、国内市場がシュリンクしていく中での事業拡大のチャンスとして海外展開を強化し
ています。そうした国内外の需要から国際感覚をもったスタッフの確保を強化しております。フィリピン
はアセアンエリア唯一の英語圏として、公用語であるイングリッシュスピーカーの確保には最適な場所で
あるとみております。
こうした側面からも今回のフィリピン展開は当社の事業展開上きわめて重要であると認識しています。
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フィリピン市場においては、VIVA Communication Incグループの既存資産の活用により店舗展開を加速化
し、機軸の「ぼてぢゅう」業態以外の業態の展開も念頭に置き店舗展開を進めていたいと考えています。
具体的には本年度中にマニラ市の大型商業施設にフラッグシップとなる店舗を出店し、5年で30店舗の出店
を計画しています。
日本食は世界中で高い評価を頂いております。当店では“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、ウスターソース文化の代表である大阪お好み焼に加え、ご当地グルメの認証団体の承認を
頂いた、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
本の食を通じて、多くの皆様に日本食を体感頂き、日本食の素晴らしさをお伝えしていきたいと考えてい
ます。

※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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E-mail： kitsukawa @botejyu.co.jp URL： http://www.botejyu.co.jp/group/

【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』、
「ご当地グルメ屋台」「ご当地丼ぶり屋台」「香蔵」「香蔵製麺所」「門扇」「BASTA HiRo」
「PASTA HiRo」「Bum’S」「ゆうたく」

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

＜営業企画部＞
〒153-0051 東京都目黒区東山1 丁目6 番1 号 エスビル6Ｆ
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』、
「ご当地グルメ屋台」「ご当地丼ぶり屋台」「香蔵」「香蔵製麺所」「門扇」「「BASTA HiRo」
「PASTA HiRo」「Bum’S」「ゆうたく」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：06-6653-2125
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

●ジーエフサポート株式会社
所在地：
＜東京事務所＞
〒153-0051 東京都目黒区東山1 丁目6 番1 号 エスビル5Ｆ
TEL：03-5721-3331 FAX：03-5721-4001
＜大阪事務所＞
〒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：06-6653-2125
設 立：
平成26年11月1日
代表取締役社長： 栗田 英人
事業内容：
外食関連支援サービス
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会社名： VIVA Communication Inc

Web Site http://www.viva.com.ph

Chairman and CEO：Vicente R. Del Rosario, Jr

Vivaportal

7F East Tower Philippine Stock Exchange Center,
Exchange Road Ortigas Center, Pasig City Philippine

VivaInteractive

TEL:687-61-81

Vivaentertainment001

