
ミッション/ビジョン
トリドールグループは、真のグローバルフードカンパニーとして、食のビジネスの頂へとのぼり

つめる。その想いを込めて、2022年5月にコーポレートスローガン「食の感動で、この星を 
満たせ。」の策定と、ミッション・ビジョンを見直しました。

スローガン

Vision

Mission
トリドールグループが存在する 

意義であり世の中に対して 

果たしていく使命

ミッションとビジョンの 

エッセンスを 

対外向けに言語化したもの

ミッションを 

果たし続けるための 

トリドールグループが 

目指すべき姿
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 国内店舗数　　  海外店舗数

2004年 「長田本庄軒」1号店オープン

 2006年  「天ぷらまきの」1号店オープン 

2013年 「コナズ珈琲」1号店オープン　

 2015年  「豚屋とん一」1号店オープン 
  「Wok To Walk」取得

  2016年 「Boat Noodle」取得

2017年  「肉のヤマキ商店」1号店オープン 
  日本国内の「晩杯屋」取得 
  日本国内の「ずんどう屋」取得

 2018年 「Tam Jai」 「Monster Curry」取得

  2006年  東京証券取引所マザーズに上場　
  2008年 東京証券取引所第一部に市場変更　

2021年 Tam Jai international Co.Limitedが香港証券取引所に上場
2022年 東京証券取引所プライム市場に移行

世界最大のうどん外食チェーン※へ グローバルフードカンパニーへの挑戦

 トリドール創業
1985年、粟田貴也がこういう店を3軒持ち 
たいという志を店名に込めた炭火焼き鳥屋

「トリドール三番館」を兵庫県加古川市で創

業。いかにお客様に来ていただくか、どうした

ら喜んでいただけるかを悩み、追求する日々

が始まる。

2000年 丸亀製麺　1号店誕生

「丸亀製麺」を兵庫県加古川市に初出店。

店内に製麺機を設置し、小麦粉から生地を作

るオープンキッチンで、打ち立て、茹でたての

うどんを提供。自分でトッピングやサイドメ

ニューを追加し、商品を席に運ぶセルフ形式

は全国的には新しい業態だった。

2003年 ショッピングセンターに初出店

「丸亀製麺」をショッピングセンターに初出店。

フードコートで作りたてのうどんを提供する業

態は珍しく、お客様の長蛇の列ができて 
評判となり、さまざまな地域から出店オファー

が舞い込む。店内調理にこだわってセントラル

キッチンを持たないことが、地域を選ばない

柔軟な出店を可能にした。

2006年 「丸亀製麺」国内100店舗突破

都内オフィスビル、ロードサイドなど店舗形態

を拡張。株式上場を果たす。

2010年 「丸亀製麺」国内500店舗突破　

ロードサイド中心に出店を加速し、1号店開
店からわずか10年で500店舗に急成長。

2011年 「丸亀製麺」国内全都道府県に出店完了

2017年 国内もM＆Aで業態拡張　

立ち呑み需要の増大を見据えて「晩杯屋」を運

営する株式会社アクティブソースを子会社化。

また、高い集客力がある背脂系濃厚とんこつ

ラーメン業態「ずんどう屋」を運営する株式 
会社ZUNDを子会社化。

2011年 初の海外出店　

グループ初の海外店舗を米国ハワイに開店。

オープン当初から行列が絶えない人気店と

なった。世界中から観光客が訪れるハワイで

の成功が「うどんは世界で通用する」確信につ

ながり、海外事業を本格化する契機となった。

国内では自社ブランドの開発・育成に注力

「いちばん近いハワイの食卓」をコンセプト 
とする「コナズ珈琲」が国内グループトップク

ラスの個店売上を上げるまでに成長。

炭火焼き肉丼を提供する「肉のヤマキ商店」、

都度揚げの天ぷらを提供する「天ぷらまきの」

などの自社ブランドも順調に成長。
2019年 原点回帰

急成長のひずみに危機感を抱き、「丸亀製麺」

ブランドを再定義。

「ここのうどんは、生きている。」をキーメッ

セージに、全店舗で打ち立て、茹でたての 
うどんを提供していることを改めて訴求し、 
創業以来の原点に立ち返る。

ブランド戦略の一新に伴い、品質や顧客満足

度も向上。

2021年～ コロナ下で経営体質を強化

コロナ下でイートインが低迷した2021年4月
に、「丸亀うどん弁当」を発売し、年間2,000
万食を売り上げる大ヒットとなった。テイクア

ウト専用窓口の設置などイートインと両立す

る店舗の開発も奏功し、テイクアウトが丸亀

製麺の新たなカテゴリーとして定着。

「肉のヤマキ商店」ではグロッサリーとレスト

ランを融合した「グローサラント」化が進む。

2015年～ M＆Aで海外業態を拡張　

多数の固定客とブランド力を有し、他地域に展

開できるポテンシャルを持つ「WOK TO WALK」
「Boat Noodle」「Tam Jai」「Monster Curry」
などさまざまな業態をM&Aによりグループ化。 
海外で作りたての美味しさと「感動体験の 
提供」を重視。

2018年～ 海外パートナーシップ構築　

海外の外食マーケットに精通し、知見と経験

豊かなローカルバディとの協業を推進。2018
年にシンガポールのEN Groupから新業態 
を取得、2019年に米国のHargett Hunter 
Capital Managementと資本業務提携、
2020年に英国のCapdesia Group Limited
と合弁会社を設立。

1985

1985 創業 2000 丸亀製麺快進撃 2011 世界進出 2015 グローバルブランド育成

2000 2010 2020

2022年3月期

1990

 店舗数の推移

 世界へ 丸亀製麺快進撃  グローバルブランド育成  新しい価値創造

讃岐の製麺所は茹で釜の湯気まで感じられ
るほど作り手とお客様の距離が近い

トリドールグループの価値創造の歩み

2015年 フェア商品をCMで訴求するモデル構築

フェア商品「肉盛りうどん」のTVCMを全国放
映。同商品が大ヒットし、大量出店による自

社競合などの閉塞感を打ち破った。これを

きっかけに、フェア商品をCMで訴求する販促
モデルを構築。

2000年 「食の感動体験」との出会い

香川県讃岐の製麺所を訪れ、作りたての 
美味しさと臨場感に衝撃を受ける。お客様が

真に求めるものは、五感で味わう「食の感動」

であると認識。讃岐の製麺所を再現した業態

を創って、全国に「食の感動」を届けたいとい

う強い思いを抱く。

※  「丸亀製麺」と「Marugame Udon」を合算した2022年3月期の売上収益と店舗数について、うどんをメインメニューにしたレストランを直営または 
  フランチャイズ経営している他社の事業を比較対象とした場合（当社調べ）

  海外事業 27%   国内 73% 
 丸亀製麺 60% 

 その他 13%セグメント別 
売上構成比

ロンドンの一等地に出店した「Marugame 
Udon」が大成功するなどの成果を上げる。

粟田貴也が手書きした「トリドール三番館」
1号店の看板は本社に飾られている

「Marugame Udon」ワイキキ店はグルー
プ全業態の中で個店売上トップを続ける 香港を拠点とする「Tam Jai」は強いブランド力

を有し、店舗は多くの家族連れなどで賑わう
「丸亀製麺」1号店の加古川店。店内に創業
から20年間の歩みを記した年表がある

「丸亀うどん弁当」は商品改良やラインナッ
プ拡充を重ね、商品の柱のひとつに成長

「コナズ珈琲」幕張店はドックランにも隣接
する海浜幕張エリアの人気店

2021 新しい価値創造
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世界5,500店舗を超える 
グローバルフードカンパニーを目指す

欧州

中東
アジア（日本以外）

オセアニア

日本

アフリカ

北米

中南米

トリドールグループの概要

展開業態

• Marugame Udon

• WOK TO WALK

• SHORYU

ローカルバディ

•  Capdesia Group 
Limited

展開業態

• Marugame Udon

• Tam Jai

• Boat Noodle

• Monster Curry

• 天ぷらまきの

• Pokeworks

ローカルバディ

• EN Group

展開業態

• Marugame Udon

• Pokeworks

• WOK TO WALK

ローカルバディ

•  Hargett Hunter Capital 
Management

展開業態

• WOK TO WALK

展開業態

• Pokeworks

• WOK TO WALK

展開業態

• Tam Jai（予定）

 ：進出済国　　 ：進出予定国（直近）

展開業態

• WOK TO WALK

This version for white and photo background use This version for black background use

black and white logoThis version for red background use

C40 M100 Y100 K0
PANTONE 187C
R167 G44 B50
#a72c32
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PANTONE Black C
R0 G0 B0
#000000
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PANTONE 202C
R96 G14 B17

Logo color

SamGor Main color Normal
30 Jul 2019

展開業態

• 丸亀製麺

• ずんどう屋

• 肉のヤマキ商店

• 豚屋とん一

• とりどーる

• コナズ珈琲

• 晩杯屋

• 天ぷらまきの

• 長田本庄軒

• Tam Jai

肉のヤマキ商店ロゴ 02

This version for white and photo background use This version for black background use

black and white logoThis version for red background use

C40 M100 Y100 K0
PANTONE 187C
R167 G44 B50
#a72c32

C0 M0 Y0 K100
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PANTONE 202C
R96 G14 B17

Logo color

SamGor Main color Normal
30 Jul 2019
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コナズ珈琲

　「いちばん近いハワイの食卓」をコンセプトとした、 

ハワイアンカフェです。

　まるでハワイのノースショアに暮らす友人宅のリビング

に訪れたような、居心地の良い空間・時間を提供してい

ます。一杯ずつドリップで淹れる自家焙煎のコナコーヒー

と、ふわふわ生地が自慢の

パンケーキが人気商品です。

　ハワイを味わい、ハワイ 

の風を感じる、そんなハワイ

の現地の体験を目指して 

います。

豚屋とん一

　豚肉のカットから仕上げまでの工程を、お客様の目の

前ですべて行う、トンカツ、かつ丼屋です。

　切りたてのお肉にこだわり、一つ一つ丁寧にパン粉を

つけて揚げられたとんかつは、サクサク感と、豚肉の旨

味、柔らかいお肉の食感を楽しめます。

　特製の割下で揚げたての

とんかつを玉子で包んだか

つ丼のほか、特製ダレで仕

上げた名物のトンテキなど、 

豚肉を使ったさまざまな 

定食やどんぶりも提供して

います。

肉のヤマキ商店

　店内切りたて、焼きたての牛肉を提供する焼肉丼、 

惣菜の専門店です。

　切りたてのとろけるような口当たりと甘みが際立つ 

牛肉の品質と、肉の旨味を逃がさない炭火仕上げ調理

にこだわり、旨味をぎゅっと閉じ込めたジューシーな 

焼肉丼を提供しています。また、ご家庭でもお楽しみい

ただけるように、焼肉弁当、

肉たっぷりの牛肉コロッケ、

唐揚げなどの揚げたて惣菜

を提供しています。

長田本庄軒

　厳選した小麦粉で店内製麺した、もっちり中太麺が特

徴の焼きそば専門店です。

　自慢の自家製麺に、神戸の下町・長田の味として知ら

れる牛スジとコンニャクを甘辛く煮込んだ「ぼっかけ」が

たっぷり入った名物「ぼっかけ焼きそば」が人気です。

　お客様の目の前で、鉄板調理された焼きそばを熱々の

まま提供します。これぞ神戸

長田の味という、もっちり 

濃厚な味わいの焼きそばを

お楽しみいただけます。

とりどーる

　小さなお子様からご高齢の方まで、ご家族が一緒に楽

しめる本格炭火焼鳥店です。お客様に美味しい焼鳥をお

腹いっぱい召し上がっていただきたい、という想いを込め、

毎日店内で串を打ち、丁寧に炭火で焼き上げています。

　当店にしかないこだわりの串をはじめ、揚げたての唐

揚げや旨味たっぷりの釜め

しなど、永く愛されている 

人気商品を多数ご用意して

います。

天ぷらまきの

　揚げたての美味しさにこだわる天ぷら定食の専門店。

ご注文いただいた後に、お客様の食べるスピードに合わ

せて、都度揚げたての天ぷらを提供し、熱々の美味しさ

を楽しめます。

　市場直送の新鮮な魚を

使った天ぷら定食や、旬の

食材を利用した定食など、

季節の訪れを感じさせる天

ぷら定食を提供しています。

晩杯屋

　誰でも、一人でも、気軽にお酒が呑める大衆酒場です。 

仲買人と信頼関係を築き、魚は東京・豊洲市場から直接

仕入れることで、料理は90円から、ドリンクは250円から

という値段でありながら、どこにも真似できない圧倒的

なクオリティを追求しています。

　そして、呑んで食べて、良い気分でお客様を次の店へと

送り出す、最高の一軒目を目指しています。

ずんどう屋

　姫路発の濃厚とんこつラーメン屋です。

　特注の釜土で水と豚骨だけを使い、20時間かけて炊

きあげたこだわりの豚骨だしをベースに、背脂を加えた

濃厚スープが特徴です。

　笑顔と活気ある店員の掛け声、非日常なライブ感のあ

る雰囲気で、お客様に元気になって帰っていただくことを

心掛けています。

丸亀製麺

　本格的なうどんを、セルフ形式で提供する讃岐うどん

専門店です。

　麺には厳選した国産小麦と塩・水のみを使用。日本国

内すべての店舗で毎日、粉から生地を作り、お客様の目

の前で切り出した麺を、大きな釜に投入して茹で上げて

います。うどんが一番美味しく食べられる「打ち立て」 

「茹でたて」でのご提供にこだわっています。

　また、本場の楽しさを多く

の方に感じていただけるよう

に臨場感のあるオープンキッ

チンを採用しており、お客様

に「手づくり」「できたて」の

様子をお伝えしています。

肉のヤマキ商店ロゴ 02

トリドールグループの主要ブランド
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Pokeworks

　Pokeは、ハワイで古くから親しまれるローカルフードで、

現地の言葉で「切り身」を意味します。

　元々はマグロやタコ等を一口大に切りハワイアンソルト

やしょう油・ごま油等を合えたものです。Pokeworksは 

近年、ヘルシーフードとして人気を集め、米国本土でトレン

ドを取り入れ進化しています。

　豊富な具材と、従来の丼（Poke Bowl）での食べ方に 

加え、巻き寿司風（Poke Burrito）やサラダ（Poke Salad）

を組み合わせ、最後にお好

みのソースやトッピングを 

合わせて、自分好みにカスタ

マイズできる楽しさが人気を

集めています。

Marugame Udon

　讃岐うどんの専門店として、本格的な味わいのうどんを

セルフサービスで提供する丸亀製麺の海外ブランドです。

　日本国内の丸亀製麺同様に、オープンキッチンですべ

ての調理工程をお見せし、

手づくり・できたてを感じて

いただけます。

　本場の美味しさ、体験を 

アジア、米国、欧州の各地

にお届けしています。

昇龍/SHORYU

　本格的な豚骨スープを使ったラーメンで、ロンドンに

ラーメンブームを巻き起こしたSHORYU。

　お酒も楽しめるラーメンバースタイルを展開する

SHORYUでは、本格ラーメンに加え、鉄板餃子、博多焼き

鳥、中華風の皮で具材を包んだSHORYUバンなど、バラ

エティに富んだ本格的な日本食を楽しむことができます。

　インテリアには日本の瓦

を埋め込んだ伝統的な博多

塀や、提灯、暖簾などを使用

して、博多の居酒屋をモダン

に表現したスタイリッシュな

空間を提供しています。

Tam Jai

　Tam Jaiは、香港では毎年3千万人以上が来店する、顧

客満足度ナンバーワンのヌードルレストランです（AC 

Nielsen 香港調べ*1）。

　グループでは、香港、中国本土、シンガポールなど、190

店舗以上を展開しています。2022年から日本での展開も

始まりました。

　「ミーシェン（米線）」と呼ばれる米と水でできた新食感

の麺に、何万通りも楽しめる具材と辛さ、やみつきになる

スープで、多くの人を惹きつ

けています。何度でも行きた

くなる、そんな香港スパイス

ヌードルです。

*1： Tam Jai三哥がNo.1、Tam Jai 
雲南がNo.2を獲得

Boat Noodle

　タイの水上マーケットで食べられていた小さなスープヌー

ドルをルーツとする人気ファストフードチェーンです。

　小さなサイズのヌードルを日本の回転ずしのように、食

べたい分だけ注文し、食べ終わった器を積み上げながら

食べ進めるスタイルで、便利さと美味しさ、そして視覚的

な楽しさで、若者や女性をはじめ多くのお客様に楽しん

でいただいています。

　また、マレーシアのハラー

ル認証を取得しており、イス

ラム教を信仰するお客様か

らも人気を集めています。

WOK TO WALK

　欧州を中心に世界展開するフライドヌードル、フライド

ライスなどを提供するアジアン・ファストカジュアルチェーン

です。

　タイの屋台料理をコンセプトに、欧米のトレンドを取り

入れて、現代風にアレンジしています。

　店舗はクールでスタイリッシュな雰囲気が特徴で、お客

様が好きな食材を選んだら、

目の前で炎を豪快に立ち上

げて調理する、エンターテ

インメント性と濃厚な味わ

いが世界各地で人気を博し

ています。

天ぷらまきの（海外）

　本格的な天ぷら定食で人気を集める天ぷらまきのを、

海外に展開しています。

　日本国内と同様に、お客様の注文を受けて、天ぷらを

都度揚げし、熱々で提供しています。

　まるで日本の天ぷら専門

店を訪れたような商品と空

間で、天ぷらを世界に広め

ています。

Monster Curry

　Monster Curryは、日本式カレー屋として、シンガ

ポールで支持を集める人気業態です。

　日本式のしっかり煮込んだカレールーの濃厚な味わ

い、シェアをコンセプトにした空間とボリューム感のある

商品、選べる5段階の辛さが人気の理由です。

　また、ハラール認証を取得

した「MONSTER PLANET」

として、イスラム教徒のお客

様向けの店舗も展開してい

ます。
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