NEWS RELEASE

2010 年 11 月 4 日

【報道関係者各位】

大阪の老舗お好み焼専門店を展開する「ぼてぢゅうグループ」が海外ＦＣを強化！

グループ中核企業・株式会社東京フードが
世界最大級の企業間国際取引サイト「Alibaba.com」上で、
１１月１１日から海外ＦＣビジネスを本格始動！
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、この度、当社が展開するお好み焼専門店『ぼてぢゅ
う』と、鉄板焼そばとご当地焼そばの専門店『ぼてぢゅう屋台』の海外におけるＦＣビジネス強化を目的に、世界
最大級の企業間国際取引サイト「Alibaba.com」上で世界進出支援サービスを提供しているアリババ株式会社
（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：香山 誠）と会員出展契約を交わし、11 月 11 日から本格始動します。
当社では、2008 年、シンガポールに初の『ぼてぢゅう』海外ＦＣを出店し、以来、現在まで同国で 7 店舗（11/30
「シンガポール NEX 店」開店予定）を展開中です。現地では、既に『ＯＫＯ』（お好み焼の名称として現地で商標登
録）の名で親しまれ、手軽に味わえる日本の代表的な庶民の味として定着した人気を誇っています。
そこで今回、より多くの国々におけるＦＣビジネスの拡大を目指し、海外進出支援サービスである「アリババワ
ールドパスポート」※2 を利用し、今、注目を集める世界最大級の企業間国際サイト「Alibaba.com」に出展すること
になりました。
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、以来 60 年以上、
多くのお客様に支持されてきました。お好み焼をテコで「ぼて」と返し、さらに「ぢゅう」と焼くリズムから命名された
『ぼてぢゅう』の屋号は、今ではお好み焼の代名詞的存在となっている他、既に全国区となったお好み焼にマヨ
ネーズで味付ける調理法の発祥店としても有名です。
現在では、その他、上質な店装によるお好み焼・鉄板焼・炭火焼専門店『ぼてぢゅう燦』、そして創業以来変わ
らないこだわりの自家製麺と昔懐かしい秘伝のソースによる本格的な鉄板焼そばの専門店『ぼてぢゅう屋台』を
合わせた三ブランド展開で、直営とＦＣ合わせ国内外で 64 店舗（2010 年 10 月 19 日現在）を展開しています。
今回、「Alibaba.com」を通じ海外ＦＣ展開を予定しているのは、既に実績のある『ぼてぢゅう』と、海外初のＦＣ展
開となる『ぼてぢゅう屋台』です。
当社では、シンガポールと食文化が近く且つ日本食ブームで沸くアジア各国はもとより、ソース文化を背景に、
先の試食会でも好評だったヨーロッパの国々（イギリス、スペイン、ロシア等）でのビジネスマッチングを想定して
います。
5 年後の出店目標は、『ぼてぢゅう』と『ぼてぢゅう屋台』を併せ 100 店舗を予定しています。
なお、今後の海外ビジネス展開としては、「ぼてぢゅう」のプライベートブランドによるオリジナル・ソースや小麦
粉、マヨネーズ、等の単品商品の販売も計画しています。
以上
※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。
※2. 「アリババワールドパスポート」は、「Alibaba.com」を通じ、高品質・高付加価値の日本製品を全世界へ拡大することを目的とした日本企
業向け輸出支援サービスです。
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【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、海外

■店舗数
49 店舗 ※詳細は次ページ

■メニュー

WEB サイト
http://www.botejyu.co.jp/index1.html

お好み焼、焼そば、モダン焼、オムソバ、各種鉄板焼

≪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
11 店舗 ※詳細は次ページ

■メニュー

WEB サイト
http://www.botejyu.co.jp/yatai/

各種鉄板焼そば、モダン焼等

≪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/

【店舗展開】
≪「ぼてぢゅう」全店舗≫

※

現在休業中

≪「ぼてぢゅう屋台」全店舗≫
＜関東地区＞
●茨城地区：ペルチ土浦店 ●埼玉地区：越谷レイクタウン店 ●千葉地区：ニッケコルトンプラザ店、ビビットスクエア店
●東京地区：アクアシティ店、千住ミルディス店 ●神奈川地区：モザイクモール港北店
＜近畿地区＞
●大阪地区：アリオ鳳店、関空町家小路店 ●兵庫地区：伊丹テラス店、ココエあまがさき店

≪「ぼてぢゅう燦」全店舗≫
●汐留店 ●飯田橋店 ●錦糸町店 ●町田店 ●川崎店

【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：
所在地：

創 業：
設 立：
代表取締役社長：
資本金：
事業内容：

●株式会社大阪フード
屋 号：
所在地：

創 業：
設 立：
代表取締役社長：
事業内容：

●株式会社キタムラ
所在地：

設 立：
代表取締役社長：
事業内容：

『ぼてぢゅう』、『ぼてぢゅう燦』、『ぼてぢゅう屋台』
＜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
昭和 37 年 7 月
昭和 43 年 9 月 3 日
栗田 英人
10,000,000 円
『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

『ぼてぢゅう』、『ぼてぢゅう燦』、『ぼてぢゅう屋台』
＜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
昭和 37 年 7 月
昭和 44 年 5 月 27 日
栗田 英人
『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

＜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
昭和 44 年 7 月 18 日
栗田 英人
オリジナル商品の企画・卸・販売

【参考資料】
■アリババドットコム「Alibaba.com」について
アリババドットコム (HKSE: 1688.HK) は、アリババグループ（本社中国・杭州市 代表者：ジャック・マー 中国名：
馬雲）の一員であり、B2B e コマース業界における世界的リーディングカンパニーです。
グループの基幹企業であるアリババドットコムは、1999 年の設立以来、3 つのマーケットプレイスを通して世界中
の数多くのバイヤーとサプライヤーのビジネス活性化を支援してきました。現在、グローバルトレード・マーケット
である国際サイト (www.alibaba.com)、中国国内取引のための中国サイト(www.1688.com)、日本から中国への輸
入を支援する日本サイト（www.alibaba.co.jp）の 3 つのマーケットプレイスを運営しています。アリババドットコムの
国際サイト（www.alibaba.com）は 240 以上の国と地域から輸出入業者が集まる英語サイトで、2010 年 6 月時点で
1,360 万人の会員が登録しています。
現在、中国の 60 以上の都市と、インド、日本、韓国、ヨーロッパ、アメリカに事業所があります。

■アリババ株式会社について (http://corp.alibaba.co.jp/)
アリババドットコムとソフトバンク株式会社の出資により、2008 年 5 月設立。
日本企業の世界向け輸出を支援する「アリババ ワールドパスポート」（http://www.alibaba.com）、中国向けの輸
出に特化したサービス「アリババ チャイナパスポート」（http://www.alibaba-inc.jp）、 中国製品の仕入れを支援
する「アリババ中国輸入サイト」（http://www.alibaba.co.jp）を、提供・運営しています。インターネットを通じて、日
本の中小企業や個人事業主と世界をつなぐ”商いの高速道路“の構築および提供による日本経済の活性化を
目指しています。

