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2013年10月10日
株式会社 東京フード

～海外展開を見据えたジャパンクオリティーの本格イタリアン・ カフェ＆バール～

ぼてぢゅうグループが
日本イタリア料理界の天才シェフ
山田宏巳が総合プロデュースする
バスタ
・
ヒロ

2013年10月25日“錦糸町TERMINA3”1Fにグランドオープン
イタリアンカフェ＆バール「BASTA
HiRo」をオープン
テルミナ

2013年10月25日“JR錦糸町ステーションビルTERMINA3”1Fにグランドオープン

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、日本を代表するイ
タリア料理界の天才シェフ”山田宏巳”が総合プロデュースする伝説のイタリアンレストラン
「BASTA PASTA」の遺伝子を引き継ぐ、イタリアン・カフェ＆バール「BASTA HiRo」を
2013年10月25日にJR錦糸町ステーションビルTERMINA3 1Fにグランドオープン致します。
■カジュアルで美味
カジュアルで美味しい
美味しい、
しい、本物の
本物の日本食を
日本食を世界に
世界に普及促進
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67 年間にわたり、多くのお客様に支持されてまいりました。商業施設内を中心に店舗
展開を進め、基軸ブランドである、お好み焼専門店「ぼてぢゅう」を核として、現在5ブランド
海外13店舗、国内70店舗合わせて83店舗（2013年10月10日現在）の店舗展開を行っております。
近年大阪の定番料理にとどまらず、日本各地の本物の定番料理の普及促進に力を入れております。
また積極的に国内外で店舗展開を推進しており、中でも海外展開を強化し、カジュアルで美味し
い本物の日本食を世界に普及促進させるべく活動をしております。
■日本を
日本を代表するイタリアン
代表するイタリアン料理界
するイタリアン料理界の
料理界の天才シェフ
天才シェフ山田宏巳
シェフ山田宏巳
1953年浅草生まれ。18歳でイタリア料理界に入り、27歳でイタリアへ渡る。 1年半の修行後に
バスタ ・ パスタ
帰国。1985年に東京・原宿「BASTA PASTA」の初代料理長に就任。日本初のオープンキッチ
ン方式を採用し、シェフが主役として和の食材などを使った独創的なイタリア料理を提供。山田
宏巳が作り出す新感覚のイタリア料理は“イタメシブーム”を巻き起こした。その後都内数店舗の
料理長を経て、フジテレビが放映する「料理の鉄人」にて鉄人に勝利し一躍ときの人となる。
（その後番組名が「アイアンシェフ」に変更された2013年2月にも鉄人を破り前人未到の2連覇
を達成する）その後、1995年に東京南青山に「リストランテ・ヒロ」をオープン。99年イタリ
アの料理専門誌「ガンベロロッソ」で「最も期待できる料理人」に選出。翌2000年には沖縄サミッ
トでイタリア首相ジュリアーノ・アマート氏の専属料理人を務めた。2009年にはサンセバスチャ
ンガストロノミー代表の一人として参加。現在、計7店舗の総料理長を務める一方、2009年には
自らが調理しておもてなしをする「ヒロソフィー」を東京銀座にオープン。日本を代表するイタ
リア料理界の天才シェフとして不動の地位を築くとともに、現在も日本のイタリア料理界を牽引
している。

バスタ ・ ヒロ

■TOKYO ITALIAN「
ITALIAN「BASTA HiRo」
HiRo」のコンセプト
バスタ ・ ヒロ

BASTA HiRoは、今から28年前、原宿神宮前に店内の真ん中にオープンキッチンを配し、まさに
シェフが主役となった「BASTA PASTA」という伝説のイタリアンレストランの遺伝子を引き継
いだ（株）東京フードが手掛けるイタリアン・カフェ＆バールです。「 BASTA PASTA 」の初
代料理長として、日本のイタリア料理界を牽引し伝説を作り上げてきた山田宏巳が総合プロデュー
スをし、その当時の創業スタッフも多数参加することで伝説の店の遺伝子を持つイタリアン・カ
フェ＆バールを実現致します。山田宏巳の独創的で本格的なイタリア料理を、店内の中央に設け
られたキッチンで調理し、時間帯ごとに趣向を変えてカジュアルな価格でご提供致します。
山田宏巳しかできない日本を代表するイタリアン料理をご提供するという意味で「 BASTA HiRo 」
＝「ヒロがいれば十分」＝「ヒロのほかにいらない」という店名にいたしました。来年には、レ
ストランタイプ、フードコートタイプのパスタ専門店も国内で展開する計画です。今後は日本で
ブラッシュアップを重ね、レベルの高い日本発のイタリア料理を世界、特に成長著しいアジア地
域にご提供していきたいと考えています。

※1 当社では「お好み焼き」、「焼きそば」などの“焼き”表記は、すべて「お好み焼」、「焼そば」など、“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
広報部／橘川（キツカワ）、斎藤（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/

【出店概要】

＜住所＞
〒130-0022
東京都墨田区江東橋2-19-1
テルミナ3（旧テルミナウエストウイング）
（JR錦糸町駅南口）
TEL/FAX:03-3635-0771
＜営業時間＞
11:00～23:00（ラストオーダー22:00）
＜面積＞
27坪

＜席数＞
昼：座席25席
夜：座席14席
立席19席

＜客単価＞
昼 1,000円

夜

＜メニュー＞
アンティーパスト
パスタ
セコンドピアット
ドルチェ

3,000円

＜アクセス＞
JR錦糸町 南口 徒歩1分
東京メトロ 錦糸町 半蔵門線
徒歩3分
＜駐車場＞
あり
＜Web Site:＞
http://www.basta-hiro.jp
＜登録商標＞
BASTA HiRo 出願中

1出口

【ブランド概要】
≪ブランド名
ブランド名：ぼてぢゅう≫
ぼてぢゅう≫
昭和21 年の創業より67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（海外5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
ブランド名：ぼてぢゅう屋台
ぼてぢゅう屋台・てっぱん
屋台・てっぱん屋台
・てっぱん屋台≫
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
27店舗（海外7店）
■メニュー

■WEB サイト
http://www.botejyu-express.jp/

各種ご当地焼そば、モダン焼等

≪ブランド名
ブランド名：ぼてぢゅう燦
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（海外1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
ブランド名：ぼてや≫
ぼてや≫
食い倒れの町大阪を代表する当店考案の大阪ご当地グルメであるモ
ダン焼。お好み焼と焼そば両方の要素を持つモダン焼は、コストパ
フォーマンスに優れた人気メニューです。ぼてやは元祖モダン焼を
中心に、様々なテイストのモダン焼をご提供しています。
■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、百貨店等 商業施設、路面
■店舗数
3店舗
■メニュー
モダン焼

■WEBサイト
http://www.boteya.co.jp/

≪ブランド名
ブランド名：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、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/

≪ブランド名
≫
ブランド名：BASTA HiRo≫
日本のイタリア料理界の天才シェフ“山田宏巳“が総合プロデュース
する本格的なカジュアルイタリア料理専門店
■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
イタリア料理
■WEBサイト
http://www.basta-hiro.jp
＊店舗数は各ブランド全て2013年10月10日現在の数値となります。

【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
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』 、『てっぱん屋台』、
『ぼてや』、『香蔵製麺所』、『香蔵』、『BASTA HiRo』

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
＜営業本部＞
〒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』、『てっぱん屋台』、
『ぼてや』、『香蔵製麺所』、『香蔵』、『BASTA HiRo』の直営・FC 店の運営

■株式会社 大阪フード
大阪フード
屋 号：

所在地：

『ぼてぢゅう』、『ぼてぢゅう燦』、『ぼてぢゅう屋台』、 『てっぱん屋台』、
『ぼてや』
＜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
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』『てっぱん屋台』
『ぼてや』の直営・FC 店の運営

【ぼてぢゅうグループ 概要】
URL： http://www.botejyu.co.jp/group/

■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

