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お好み焼専門店「ぼてぢゅう」が海外展開での本格的な多店舗化にシフト

老舗お好み焼専門店「ぼてぢゅう」が、
シンガポールで「ぼてぢゅう屋台」業態を初出店

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、シンガポールでのフラン
チャイズ契約先であり、シンガポールで外食事業を手広く展開する株式会社ジャパン・フード・ホー
ルディングス（本社：シンガポール、代表取締役 高橋研一）とともに、カジュアル志向の商業施設
内フードコート専門業態である“ぼてぢゅう屋台”の展開をスタートさせます。2011年9月7日にオープ
ンするブギスジャンクション店（仮称）を皮切りに、2011年中に4店舗の出店を計画しています。

株式会社 東京フード

シンガポールへの出店は、株式会社ジャパン・フード・ホールディングスとのFC契約の締結に加え、
政府が外国企業の参入を積極的に支援、衛生管理面も整備され、経済も急速に成長している点な
ど、海外展開の事業環境が整っていることから決定を致しました。2008年10月の出店以来、着実に
店舗展開を推進し、現在シンガポールで“お好み焼専門店ぼてぢゅう”を6店舗出店しております。
当社の海外での出店戦略の、第1ステージはフルラインナップのメニューを提供できる業態である
“ぼてぢゅう”を展開し、地元の皆様の嗜好などを検証。第2段階として地元のお客様のニーズにマッ
チしたメニューを絞り込み、カジュアルな価格帯の“ぼてぢゅう屋台”を、集客力のある商業施設の
フードコートに展開し、多店舗化を図ります。シンガポールにおいては、お客様の嗜好を検証出来た
と判断し、第2ステージである“ぼてぢゅう屋台”の展開にステージアップさせ、海外における多店舗
化に向け本格始動することになりました。

今後は、シンガポールで確立した戦略を元に、アジア圏を軸に出店を加速させていく予定です。
ぼてぢゅう屋台業態の1号店は、2011年9月7日にシンガポールの中心部でブギス駅直結、100店舗
以上のショップやホテルや映画館を持つ複合商業施設であるブギス・ジャンクションのフードコート
にに出店。2011年9月26日には、MRT ノベナ駅に隣接、ファミリー向けのショッピングモールである
ユナイテッド・スクエアに2号店を出店する予定です。2011年中に上記の2店舗に加え、新たに2店舗
の出店を計画しており、年内にシンガポールで10店舗体制の確立を目指します。
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き、日本の食文化の更なる普及に貢献できればと
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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ローカルの嗜好を重視したガジュアル業態の展開をスタート
ブギスジャンクション店を皮切りに、年内4店舗を出店予定、10店舗体制を構築



【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/



【ブギスジャンクション概要】

MRTブギス駅に直結しているブギス・ジャンクションは、シンガポールの中心部、若者の集う街ブギスにあ
り、ホテルや映画館を始めとした100店舗以上のショップが集まるシンガポール初のガラス張りショッピング
モールと商店街で構成された複合商業施設です。

所有者：CAPITAMALLS TRUST(CMT)

CMTは、2002年7月にシンガポール市場(SGX-ST)に上場した最初の不動産投資信託企業で、世界的な格付け機関である
ムーディーズ社がシンガポール企業の中で最も高い格付けであ "A2"を与えた企業です。

CMT Groupの14の質の高いショッピングセンターを保有、Tampines Mall、Junction8、Funan DigitaLife Mall、IMMビル、Plaza
シンガプーラ、ブギス・ジャンクション、Sembawang Shopping Centre、ジュロンエンターテインメントセンター、Hougang Plaza、
ラッフルズ・シティシンガポール、Lot One ShoppersのMall、ブキ・パンジャンPlaza、Rivervale Mall、および Atrium@Orchard 
などがあります。中国市場にも展開し、事業エリアを拡大、アジアの中で最も大きいショッピング・モールの所有者、開発者、
およびマネージャの一社です。

http://www.bugisjunction-mall.com.sg/index.htm

住所：Bugis Junction, 200 Victoria Street Singapore 188021 



【ジャパン・フード・ホールディングス概要】

会社名 Japan Foods Holding Ltd.
会社設立年度 ：1997年 11月
資本金 ：4億3000万円
代表取締役：高橋研一
＜本社＞
420 North Bridge Road
#02-01 North Bridge Centre
Singapore 188727

ジャパン・フード・ホールディングス社は、「味千ラーメ
ン」、「お好み焼きのぼてぢゅう」、をはじめ自社ブラン
ド「フルーツパラダイス」「東京デリカフェ」などシンガ
ポールに38店舗以上の日本食レストランを展開。ま

た複合店も数多く展開中です。また、マレーシアにサ
ブフランチャイズとして味千ラーメン6店舗、インドネ
シア4店舗展開中です。


