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お好み焼専門店「ぼてぢゅう」が、日本食の注目度の高い韓国市場に参入

老舗お好み焼専門店「ぼてぢゅう」が
韓国に初出店

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、日韓で幅広く繊維事
業を展開する株式会社エスト（本社：大阪市中央区、代表取締役：菅勝）と韓国でのフランチャイ
ズ契約を締結し、ぼてぢゅうブランドの店舗を韓国国内に展開いたします。2011年8月26日にグラ
ンドオープン致しますソウル市内最大級の複合商業施設“ディー・キューブシティー”に韓国初出
店となる、ぼてぢゅうディー・キューブシティー店（仮称）をオープンいたします。当店舗を皮切りに、
韓国内での出店を加速させます。

株式会社 東京フード

出店をするディー・キューブシティーは、韓国内で自社保有不動産（韓国財界No.1）の開発を中心
に躍進を遂げている大成グループがデベロッパーとなり、森ビルがコンセプトデザインとリーシング
を担当、デパート、ミュージカルホール、ホテル、レストランなどを備えた複合商業施設になります。
アクセスも良好で、1日46万人が利用しているシンドリム（新道林）駅に直結、近隣には金融・行政
が集中するヨイド、IT企業が集中するクロスデジタル団地があります。施設完成時には、駅の利用
者は50万人に達すると予測される、ソウル市内有数の立地として注目されています。当店は、
ディー・キューブシティー5階のレストラン街に2011年8月26日に出店。この店舗を韓国での中心的
店舗と位置づけ、フルラインナップの商品を提供、お客様の志向に合わせてローカライズを進め、
5年間で20店舗程度の出店を計画しています。

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きました。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にとどまらず海外にも積極的に進出、シンガポールに
7店舗を含み国内外合わせて71店舗の出店をしております。
当店では創業以来発祥の地である、大阪の元祖ご当地メニュー「お好み焼」を全国に広めてまい
りました。近年、そのノウハウを活用するとともに、ご当地の認証を受けた本物のご当地メニューを
提供する店舗としての地位も確立してまいりました。

今回出店いたします韓国は、食文化において日本との類似点が多く、近年日本食への関心が高
まってきています。しかし日本食の韓国市場への参入の歴史は浅く、今後の成長の可能性が高い
との判断から、韓国での店舗展開を進めることにいたしました。3月11日に発生した震災の影響で
日本の食文化の勢いが弱まっています。当店では積極的な海外展開により、日本食への関心を
高め、“手軽で本物の日本食”を提供することで、多くの皆様に日本食のすばらしさを体感頂くこと
により、日本の食文化復活の一助になれればと願っております。
※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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ソウル最大級の複合商業施設“ディー・キューブシティー”に
8月26日ぼてぢゅうディー・キューブシティー店（仮称）をオープン



【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60 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
47 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≫

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

12 店舗

■メニュー

各種鉄板焼そば、モダン焼等

■WEB サイト

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

≪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、町田店、川崎店）
■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：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.udon-kagura.com/



●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』

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』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』

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』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/



【エスト 概要】

【大成グループ概要】

会社名 株式会社エスト

＜本社＞
〒541-0046 
大阪府大阪市中央区平野町１－７－６ エストビル５F  
TEL:06-4706-5251  FAX:06-4706-5250

＜東京営業所＞
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2丁目19番15号宮益坂ビル901  
TEL:03-5468-0507  FAX:03-5467-0590

＜ソウル営業所＞
ソウル市城東区龍踏洞232-1信昌ビバファミリー1114号
TEL:822-715-3916,3998  FAX:822-715-3918

会社設立年度 ：平成12年3月27日

資本金 ：1,000万円

代表取締役： 菅 勝（カン マサル）

大成産業は、1947年創業の韓国を代表するエネルギー産業企業。

現在はグループを形成し、エネルギー産業のほかに先端産業、
建設産業を中心とした事業を展開。

住宅と土木事業等の建設部門は、1989年に事業をスタート。
現在、韓国財界No.1の自社不動産を所有し、その開発を中心に
成長を続け、韓国市場において認知度およびブランド価値を向上
させています。

シンドリムプロジェクトをきっかけに、ハード的な建設部門だけではなく、
複合開発施設の運営・管理まで総括する、韓国のリーディング不動産
開発会社として躍進を続けています。

エスト 社のプロフィール



【ディー・キューブシティー概要】

創業60年の実績でをもつ大成産業が、新道林一帯に日本六本木ヒルズの主役であるアメリカの Jerde社と

日本森社が協力して新道林に建設しているのが、ヤングリーダーの生活と文化の象徴となる新概念の複合
文化空間が、ディー・キューブシティーです。

住所：ソウル九老区新道林洞360-51
＜建築概要＞
・敷地面積：16,853㎡
・建築延べ面積：229,922㎡
・駐車規模：総2,556台
・業種構成：ホテル（17層規模）、オフィス（17層規模）、
デパート（8層規模）、ミュージカル劇場（7～8層規模）、
野外広場（ディキューブパーク）

若々しい生活の中心、ソウルの心臓である新道林
新道林は、ソウル西南部の中心になるディー・キューブシティー。現在1日約40万名の市民が往来し、電車1号線と2号が交差
する4つの電車支線の交差駅であり、西南部バス路線の中心です。

ソウル5大副都心中の一つである永登浦副都心圏域に位置し、首都圏とソウル西南部圏をつなげる関門地域であり
汝矣島、永登浦、九老（3核）を繋げる商業機能の発展軸展開を計画しています。

ディキューブシティーホテル
(L27～L42)273guest room

ディキューブシティータワー
(L09～L26)

ディキューブデパート
(B02～L06)

ディキューブアートセンター
(L07～L13)1,227seat

D cube Cityアパート
51 floor 524 household’s

レストラン


