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世界最大の外食市場アメリカで新たなアイデアに積極投資

米国の外食ファンドへの出資を決定
～ トレンド創出を続ける米国の新情報を活かして海外事業を加速 ～

株式会社トリドールホールディングス（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：粟田 貴也、以下当社）はこのた
び、当社が目標とする 2025 年の世界 6000 店舗体制実現を加速するため、世界最大で、トレンド創出を続ける外
食市場のある国、米国の投資会社 Hargett Hunter Capital Partners（本社：アメリカ合衆国ノースカロライナ州、以
下 HHCP）が組成した投資ファンド Hargett Hunter Premier Brands Fund I, LP（本社：アメリカ合衆国ノースカロラ
イナ州、以下 HHPBF）への出資を決定しました。今回の出資により、米国外食市場で大きく成長するであろう企業
の情報をいち早く収集することが可能になります。
HHCP は、2016 年の市場規模およそ 80 兆円という世界最大の外食市場でありながら、今なお堅実な成長を続
ける米国外食市場への投資を目的として 2015 年 7 月に設立されたプライベートエクイティファンドで、総額 1 億 US
ドルの資金調達を目指しています。HHPBF の運営を手がける HHCP は国際金融機関や外資系大手コンサルティ
ング会社において M&A や投資分野で活躍してきた専門スタッフに加え、上場外食企業の元 CFO を中心に外食分
野で豊富な経験を持つスタッフで構成されており、高い成長が期待される飲食チェーンやフランチャイズ企業を探
索して投資するだけでなく、投資先のブランディング、立地開発からオペレーション改善まで幅広いプラットフォーム
を提供します。
世界に通用する外食企業となることを目指している当社は、今後も引き続き、海外外食市場で積極的な投資を
継続し、世界を舞台に 6000 店舗体制の実現を加速します。

【出資先の概要】
フ ァ ン ド 名 ： Hargett Hunter Premier Brands Fund I, LP
目標ファンド総額 ： 1 億 US ドル
運 用 会 社 ： Hargett Hunter Capital Partners, LLC
運 用 期 間 ： 10 年
投 資 対 象 ： 米国の外食関連企業
主 な 投 資 家 ： 金融機関、投資会社、事業法人 等
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Decision to invest in US Food Service Fund
Active investment in the US, the world's largest food service market for new concepts of fast casual segment
Accelerating overseas business through utilizing new information in the US market that continues to create
new trends
TORIDOLL Holdings Corporation (head office: Kobe City, Hyogo Prefecture, President: Takaya Awata), in
order to reach our goal of 6,000 restaurants worldwide by 2025 has decided to join into an investment fund,
Hargett Hunter Premier Brands Fund I, LP (Limited Partnership formed in Delaware, hereafter HHPBF),
which has been set up by an investment firm, Hargett Hunter Capital Partners (Head office: North Carolina,
hereafter HHCP) based in the world’s largest, food service market that continues to create new trends.
From this investment it will be possible to be in touch with the newest overseas concepts and accelerate
overseas business through utilizing the knowledge and know-how gained there.

HHCP is a private investment firm established in 2015 for the purpose of investing in the US food service
market, which is the world's largest restaurant industry with a market size of around 86 trillion yen in 2016
while continuing to grow steadily. HHPBF aims to raise funds of US $100 million in total. HHCP, which
manages this fund, consists of professionals having abundant experience in the food service field, including
the former CFO of a NYSE listed restaurant company, members of ownership groups operating several high
growth restaurant brands, and specialized staff who have been active in M&A and capital provider fields at
international financial institutions. In addition to exploring and investing in restaurant chains and franchise
enterprises that are expected to achieve high growth, HHCP will offer a wide range of platforms from brand
establishment of investees, location development and operation improvement.
We will make an investment in the US food service companies that lead the world's restaurant industry
through participating in this fund. We believe, this investment enables us to discover new ideas and
establish a local network in order to accelerate the development of our own business worldwide, based upon
their experiences and expertise.
We will continue to actively invest in overseas food service markets and create new food culture on the world
stage.
【Outline of investee】
Fund name: Hargett Hunter Premier Brands Fund I, LP
Target Fund Total: US $ 100 million
Management company: Hargett Hunter Capital Partners, LLC
Operation period: 10 years
Target of investment: US food service companies
Major investors: financial institutions, investment companies, industrial corporations, etc.
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