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PPIH海外事業概要

（株）パン・パシフィック・インターナショナル・ホールディングス
（2023年1月26日）



■海外事業のあゆみ
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2006年 2月 米国ハワイ州での店舗運営を目的としてDon Quijote
(USA) Co., Ltd.がグループ入り

2013年 9月
北米及びハワイ州での店舗運営を目的として、
MARUKAIがグループ入り

2015年 1月
「TOKYO CENTRAL」1号店を米国カリフォルニア州に
開設

2017年
9月 米国ハワイ州において24店舗のスーパーマーケットを展

開する、QSI,Inc.がグループ入り

12月
シンガポール1号店「DON DON DONKI オーチャード
セントラル店」オープン

2019年
2月 タイ1号店「DON DON DONKI トンロー店」オープン

7月 香港1号店「DON DON DONKI ミラプレイス2店」
オープン

2021年

1月 台湾1号店「DON DON DONKI ⻄門店」オープン

3月 マレーシア1号店「JONETZ by DON DON DONKI 
Lot10店」オープン

4月 GRCYホールディングス100%株式取得

9月 マカオ1号店「DON DON DONKI」オープン



2019年2月1日に社名を「パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス」（PPIH）
に変更し、環太平洋地域におけるグローバルグループとして相応しい企業の在り⽅を表す。

ハワイ︓28店舗
・Don Quijote…3
・Marukai Wholesale Mart…1
・Times(BIG SAVEその他含む) … 24

カリフォルニア︓37店舗
・MARUKAI MARKET…5
・TOKYO CENTRAL…5
・Gelsons…27

タイ︓7店舗
・DON DON DONKI…6
・鮮選寿司・・・3

シンガポール︓18店舗
・DON DON DONKI…15
・冨田精米・・・３

⾹港︓18店舗
・DON DON DONKI…10
・鮮選寿司・・・5
・冨田精米・・・３

台湾︓4店舗
・DON DON DONKI･･･２
・冨田精米・・・２

マレーシア︓5店舗
・JONETZ by
DON DON DONKI…3
・鮮選寿司・・・１
・冨田精米・・・1

■海外店舗概況
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（※2023年1月26日現在）

海外120店舗を展開
※鮮選寿司・冨田精米/安田精米含む

マカオ︓１店舗
・DON DON DONKI…１

PPIHグループの海外出店戦略は、
JAPAN BRAND SPECIALITY STORE

日 本 専 門 店
※ゲルソンズ.QSIを除く

【国内店舗610店舗】



エリア 業態 店名/屋号 特徴 取扱商品群 平均面積(坪)

ア
ジ
ア

小
売 DON DON DONKI 日本商品専門店 日本に纏わる商品

（食材・非食材） 約450

飲
食

鮮選寿司 鮮度抜群の素材を使⽤ ⾼鮮度かつ⾼品質の寿司 約160

富田精米/安田精米 精米したてのお米を使⽤ ⾼品質なお米・おにぎり 約4

ア
メ
リ
カ

小
売

Don Quijote 日本＋ローカルの融合 日本＋ローカル商品
（食材・非食材） 約1,800

Marukai Market 日本商品のスーパー業態 日本の食材メイン 約300

Tokyo Central 日本商品専門店 日本に纏わる品
（食材・非食材） 約600

TIMESなど 地域密着型スｰパｰ 客層・⽴地に合わせた品揃
（観光やローカル） 約600

Fujioka's Wine 接客型リカーショップ 世界各国の
拘り抜いたワイン 約90

Gelson's ハイエンド層向けスーパー ⾼品質・⾼価格の
生鮮・フードが中心 約550

■業態別ポートフォリオ一覧
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【アジア】日本産品に特化した小売および飲食店舗
【アメリカ】Don Quijote・Marukai・Tokyo Centralが日本産品を強化した業態
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海外店舗の事業戦略は
ジャパンブランド・スペシャリティストア

日 本 専 門 店
『MADE IN JAPAN』 『MADE BY JAPAN』 『 PRODUCED BY JAPAN 』

のみの商品で店づくり

■国内事業と海外事業の違い

日本 海外

ストア
コンセプト CV + D + A

（conenience＋discount＋amusement）
美味・健康・環境

業態 ディスカウントストア JAPAN BRAND SPECIALITY STORE
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✓商品説明
✓味の特徴
✓使い方
✓保存方法
✓美味・環境・健康のポイント
の5つのポイントに沿って店頭で訴求

店舗/業態イメージを変化

Japan Discount King

Happiness for all from Japan

■海外でのストアコンセプト
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【焼き芋】の年間実績
220万点・600ｔ

【生芋】の年間実績
70万点・350ｔ

✅さつまいも
アジア22店舗（2021年4月〜2022年3月）

（※2019年2月22日）

単日売上
3,000パック

年間実績
340ｔ

アジア22店舗（2021年4月〜2022年3月）

生鮮

4割強
加工食品

4割強

非食品

食品の構成比が85％︕

■海外事業の販売特徴

タイ1号店︓トンロー店

✅いちご

【さつまいも】の
年間合計実績 290万点・950ｔ

✅本マグロ
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■海外における冷凍食品のニーズ

海外における日本の冷凍食品の可能性

■冷凍技術の向上
→日本食品の“おいしさ”をそのまま海外で食べられる

■コールドチェーンの活用
→冷凍で輸送できるため賞味期限が⻑く持つ

安心 安全 健康美味
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■冷凍食品の中でも⼈気の商品群

【納豆】

海外の1店舗あたり販売⾦額は
国内の9倍

納豆・・・日本食を代表する食材のため、昨今の健康志向もあり人気が高い。

冷凍麺・・・解凍するだけでそのまま食べられるため、即食を好む海外で人気

冷凍スイーツ・・・日本のスイーツはバリエーションが多く高い品質を誇るため人気

米飯・・・納豆同様、日本食を代表する食材のため人気。

月間6万点以上販売︕

PPIHのPB｢情熱価格」と「おかめ納豆｣のコラボ商品。
特に⼩さい粒の超極⼩粒⼤豆を使用。 ふんわりやわらかな食感。＜情熱価格 超極小粒納豆＞

■⼈気単品（2022.11）
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【冷凍スイーツ】

海外の1店舗あたり販売⾦額は
国内の4倍

月間約1,000点販売︕

しっとり食感の生地でなめらかな生チョコクリームを巻いた
ロールケーキ。5カット入り。＜手巻きロール・生チョコ＞

海外の1店舗あたり販売⾦額は
国内の5倍

月間約1,000点販売︕
某有名⽜丼屋の⽜めしの素。お茶碗⼀杯分を⼩分けパックにしており
カンタンに⽜丼が食べられるのが特徴。＜牛丼の具＞

【米飯】

■⼈気単品（2022.11）
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【その他】

海外の1店舗あたり販売⾦額は
国内の5倍

月間約900弱販売︕

野菜各種に加え、ちくわ・ごぼう巻・鶏つくね・手羽元等練りものが入った
カンタンおでんセット。おでん屋の味を再現。

＜鶏鍋おでん＞

⾹港だけで
月間約18,000点販売

月間約22,000点販売︕

某有名餃⼦専門店の冷凍餃⼦（各種）。
濃厚な味噌だれとパリッパリの羽根が特徴。

＜冷凍餃⼦＞

■⼈気単品（2022.11）
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■惣菜コーナーで⼈気の商品

惣菜コーナーで展開している商品は冷凍流通品が多数。
和菓⼦・たこ焼き・スイーツ・からあげ等が⼈気。
【たこ焼き】
⼋ちゃん堂様と共同で半年かけて商品を開発。
国産原料にこだわった逸品。冷凍で輸出し、現地で
解凍して店舗で販売するときが一番美味しくなるよ
うに開発。とろみのある柔らかい食感が特徴。

アジアではシンガポール・⾹港・台湾・マレーシアで
展開。単月で6万4000点以上販売︕

半年前からカリフォルニアでも販売し、⼈気。

＜お客様からの声＞
たこ焼きは固いものと思ってましたが、固いたこ焼
きより、とろみのあるDon Don Donkiのたこ焼き
の⽅が美味しい︕
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【スフレロール】
北海道産練乳を使用したスフレロール。
シンガポールでは年間約11万点以上販売︕

【ミルクレープ】
米粉を使用したグルテンフリーのミルクレープ。
マレーシアでは年間約2万点以上販売︕

■惣菜コーナーで⼈気の商品
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■日本の冷凍食品を海外で普及していくための課題

①各国で輸入するためのレギュレーション
日本の商品をそのまま海外へ輸出するとレギュレーション上、輸入不可の商品が
多数存在。畜肉（エキス含）がNGの国が存在することや、台湾の場合、中国
産原料の使用がNG。海外での販売にあたって、レギュレーションをクリアした商
品の開発が必要。

②各国で輸入するための情報開示
各国に輸入するには、各国のレギュレーションに合わせた原料等の情報開⽰が
必須。海外という⼤きな市場へ販路を獲得するためには、国に合わせた情報が
求められる。

③冷凍流通
冷凍コンテナを使用した輸送となるため、常温品と⽐較した場合、輸送費が高
騰。コンテナ⾃体の単価アップに加え、コンテナ積載量を上げるために関東からの
出荷に集中していることも輸送費コストのアップの要因。

メーカー様・関係者のみなさまのご協⼒お願いいたします。
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■今後の商品戦略（PB強化）

“マーケットイン”の観点で
海外のお客様の嗜好性に合わせた日本商品を

オリジナル商品を強化︕

海外の圧倒的な販売⼒ 日本⼈と異なる嗜好性

香港で月間2万点近い販売を
誇る冷凍餃⼦

柑橘
酸味と甘みのバランスを好む日本

酸味を苦手とする海外

+

海外のお客様の嗜好に
合わせた商品を開発することで

⼤きな市場を持つ“海外”という販路を開拓
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■最後に

当社は今後も新規国ふくめ
海外での出店を拡⼤してまいります。

ぜひ海外の食卓へ
一緒においしい冷凍食品を届けていきましょう︕


