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調査レポート「サウジアラビアの有望産業（フランチャイズ産業）についての 投資環境・市場調査：パートナー提携先候補リスト」

番号 業界 対象範囲 企業／機関／組織の種類 企業／機関／組織の名称 専門領域 概要 本社 ウェブサイト

1 フランチャイズ 食品および薬品のの安全と品質 政府機関 サウジアラビア食品医薬品局  (SFDA) 食品、薬品、医療機器

閣僚理事会議長に直接報告を行う独立機関であり、この権限の目的は、人間および動物のための

食品および医薬品の品質チェック、規制および安全性イニシアチブ、ならびに生物学的および化

学的物質の安全性を確保である。

リヤド http://www.sfda.gov.sa/

2 フランチャイズ 投資オペレーション 政府機関 サウジアラビア総合投資院(SAGIA)

投資家サービス、マーケティング&プロモーション、

スタートアップの活性化とプロビジネス環境の創出

に重点を置いた地域開発

国内での投資機会の促進と、主要なステークホルダーへの投資家紹介を担当する政府機関 リヤド http://www.sagia.gov.sa/

3 フランチャイズ 小売および卸売 公営企業 Jarir Marketing Co 小売販売店と卸売

事務用品や学校用品の小売や卸売を行っている企業でる。コンピュータ周辺機器およびソフト

ウェア、携帯電話およびアクセサリ、オーディオビジュアル機器、ビデオゲーム、および写真

ツールを販売しているほか、コンピュータ、スポーツ、スカウト、電子機器を取り扱う。

リヤド
https://www.jarir.com/sa-en/jarir-

company-profile/

4 フランチャイズ 小売、食品卸 公営企業 Abdullah Al-Othaim Markets Co
食品卸売（本調査の対象領域以外に多くの事業領

域）

国内で食料品などの卸売・小売業を行う。同社は食品の輸入、輸出、卸売、小売のほか、スー

パーマーケット、複合商業施設、ベーカリー、カフェを設立、運営、管理、維持も行っている。
リヤド http://www.othaimmarkets.com/splash

5 フランチャイズ 小売、フランチャイズ 公営企業 Fawaz Abdulaziz Al Hokair & Co
ファッション小売、大規模小売、ハイパーマーケッ

ト、モール、不動産、食品&エンターテイメント

同社はKSA、MENA、中央アジア、コーカサス地域で最大のフランチャイズ店であり、中東で唯

一上場されている企業でもある。Al Hokair ファッションリテールは大きく成長し、現在では14

カ国100のショッピングモールで2,000以上の店舗で取引されており、小売プラットフォームは総

賃貸面積60万メートル平方以上で運営されている。

リヤド http://www.fawazalhokairfashion.com/

6 フランチャイズ 小売、輸出入 公営企業 Saudi Marketing Co (SAMCO) 小売、輸出入
食品や家庭用消耗品の卸売と小売を行う。同社は全国各地に47のスーパーマーケットチェーン

と、高級住居用複合施設むけの17の小規模なマーケットを展開している。
ダンマーム

http://www.farm.com.sa/en/about-

farm/corporate-profile/

7 フランチャイズ ファストフードチェーン 公営企業 Herfy Food Service Company 食品製造、小売チェーン、レストランチェーン

サウジアラビアに170以上のレストランを持ち、王国と中東のファストフード会社の最前線の企

業である。バーレーン、アラブ首長国連邦、クウェート、エジプトに支店を開設したほか、ペル

シャ湾岸地域にも支店を開設する予定がある。

ジェッダ http://www.herfy.com/ar/restaurant.php

8 フランチャイズ
小売および食品サービスへの投

資
公営企業 (ホールディンググループ) Savola グループ 食品、小売

MENAT（中東、北アフリカ、トルコ）地域の食品および小売部門の主要な戦略的投資持ち株会

社である。Savola FoodsとSavola Retailという二つの会社を通して、498近くの食料雑貨店を経

営し、30カ国で消費者に愛される日常的な家庭用品を生産している。Savolaのポートフォリオ

は、運用資産と非運用資産に分散されている。

ジェッダ https://www.savola.com/en

9 フランチャイズ 小売 民間企業 Bin Dawood グループ MENA最大級の小売業者

このグループは最大の小売業者であり、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、デパート、

輸入業者、代理店、流通業などの広範な事業を展開し、国内で最も幅広く国際的に食料品および

食料雑貨を提供している。

ジェッダ http://www.bindawoodgroup.com/

10 フランチャイズ 小売、食品サービス 民間企業 United Electronics Co
ローカルおよびグローバルの小売製品、食品サービ

ス

食料品、電化製品、電子機器、コンピュータ、スペア部品およびアクセサリの輸入、輸出、卸

売、小売業に携わっている。また、レストランの開設やサードパーティーのマーケティングサー

ビスも提供している。

アル・コバール http://www.extrastores.com/en-sa/

11 フランチャイズ 高級品小売 民間企業 Rubaiyat Modern Luxury Co. LTD. ファッション、香水、家庭用品 ファッション、香水、ホームアクセサリーの最高峰ブランドとパートナーを取り揃えている。 ジェッダ http://www.rubaiyat.com/
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12 フランチャイズ
国際ブランドの小売流通・マー

ケティング
民間企業 SARA Group KSA

日用消費財、高級製品、パーソナルケア&ホームプロ

ダクト、化粧品、腕時計、ファッション&広告などの

マーケティングおよび販売

多くの国際ブランド製品の総代理店として操業しており、製品を関連する小売業者および特定の

地元卸売業者に販売している。
アル・コバール http://www.saragroups.com/

13 フランチャイズ 高級品小売 民間企業 Hussein Bakry Gazzaz & Co

香水、化粧品、メイクアップアクセサリー、ヘア製

品、ボディ製品、高級ランジェリー、ジュエリー、

バッグ、靴その他高級アクセサリー

国内大手高級品小売業者であり、サウジアラビア全土でショールームを運営している。また、国

内の100以上の高級ブランドの代理店および流通業者としても活動している。
ジェッダ

https://www.linkedin.com/company/hus

sein-bakry-gazzaz-&-

co/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flag

ship3_company%3BJKExTjtbQBCfvYB

0fJsxbw%3D%3D

14 フランチャイズ 小売、ホスピタリティ 民間企業 United Yousef M Naghi Co Ltd 家電製品
主力は家電製品と家電製品向けの製品とサービスだが、近年は小売業や接客業への投資を拡大し

ている。
ジェッダ http://unitednaghi.com.sa/about_us

15 フランチャイズ 小売 民間企業 Abdul Samad Al Qurashi Co 香水、ヘア製品
香水を製造・販売している。独自のオイル、軟膏、マスティック、クリーム、ワックス、パウ

ダー、ブレンド、ミックスの形の製品がある。
メッカ http://www.asqgrp.com/

16 フランチャイズ 小売 民間企業 Arabian Oud
小売、マーケティング、広告、香水、高級製品、ギ

フト、製造

フレグランス、オリエンタル香水、オイルなどを専門とする世界最大規模の香水製造・販売会社

である。
リヤド http://www.arabianoud.com/

17 フランチャイズ 食品小売 民間企業 Tamimi グループ
食品小売（本調査の対象領域以外に多くの事業領

域）

サウジアラビア初のスーパーマーケットを出店し、現在は20以上の近代的なスーパーマーケット

を展開している。2020年までに50店舗に拡大する計画がある。
ダンマーム http://www.tamimiholding.com/

18 フランチャイズ 小売および流通 民間企業 United Matbouli グループ 小売、消費者製品の流通

国内で家電製品や家電製品を販売している。エアコン、食器洗い機、電気オーブン、電子レン

ジ、冷蔵庫、ガスコンロ、掃除機、洗濯機、テレビ、ディスプレイなどの家電製品がある。店舗

やインターネットを通じて商品を販売している。

ジェッダ http://www.umg.com.sa/

19 フランチャイズ 小売および流通 民間企業 Abdul Latif Jameel Co Ltd 家電製品 家電製品、家電製品、空調製品を幅広く流通・販売している。 ジェッダ
https://www.alj.com/en/consumer-

products/

20 フランチャイズ 小売および流通 民間企業 Balsharaf グループ
日用消費財の物流、輸出、製造、小売、ロジスティ

クス

小売店チェーンを所有し、国内の16,000以上の店舗で日用消費財を流通させ、サウジアラビアで

製造し、海外ブランド、プライベートレーベル、自社ブランドの代理店として活動する重要な市

場基盤を持っている。

リヤド http://www.balsharaf.com.sa/

21 フランチャイズ 消費財流通 民間企業 Binzagr Co
消費者製品、流通、食品・飲料、パーソナル&ビュー

ティーケア、ホームケア、自動車タイヤ

環境食品&飲料/チルド&冷凍食品/パーソナル&ホームケアおよび自動車タイヤなどの消費者製品

カテゴリーにおいて、強固なインフラストラクチャに支えられた、完全かつ包括的な流通ソ

リューションを提供している。

ジェッダ http://www.binzagr.com.sa/en/

22 フランチャイズ 中東ファストフードチェーン 民間企業 Shawarmer Food Co LLC 中東のファストフードチェーン

シャワーマという料理を専門とするこの会社は、約14都市に70以上の支店を持つ、サウジアラビ

ア最大の食品産業会社の一つである。 リヤド http://www.shawarmer.com/
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23 フランチャイズ レストランチェーン 民間企業 Alromansiah Co Ltd サウジ伝統料理

伝統的なサウジ料理を提供するレストランの最大かつ最も人気のあるチェーンである。1996年に

設立され、現在、国内で16の支店を運営しており、毎日2万食以上の食事を提供し、17,000件以

上のデリバリーとピックアップの注文を受けている。

リヤド
http://www.alromansiah.com/ourstory-

identity

24 フランチャイズ Fast food chains 民間企業 Riyadh International Catering Corp サウジアラビアにおけるマクドナルド事業

担当地域内で1,897人以上の従業員を雇用し73のレストランを所有・運営している。主な事業

は、地域内でマクドナルドのクイックサービス・レストランを設立、管理、運営することであ

る。

リヤド

25 フランチャイズ レストランチェーン 民間企業 Al Nadeg Co サウジ伝統料理 サウジアラビアでトップレベルのサウジ料理レストランとして2002年に設立 リヤド http://www.alnadeg.com.sa/

26 フランチャイズ 小売、食品サービス 民間企業 Al Faisaliah グループ
消費者家電、メディカル&ヘルスケア、食品・飲料、

医薬品、小売、食品サービスなど。
乳製品、エレクトロニクス、ヘルスケア、食品サービスなどのリード企業 リヤド https://www.alfaisaliah.com/Site/EN/

27 フランチャイズ レストランチェーン パートナー会社 Kudu company for food and catering 急成長しているレストランチェーン
サウジアラビアで最も急速に成長しているレストランチェーンの一つであり、国内に300以上の

支店がある。また、アントレプレナーシップのフランチャイズ・プログラムも実施している。
リヤド http://www.en.kudu.com.sa/

28 フランチャイズ カフェ／バーのチェーン グループ会社
Al Majdouie グループ (カフェ・リワンとア

リアフ・ベーカリー)

中東および欧米のコーヒーと食品 (Café Liwan)、

ベーカリー製品(Aryaf)

カフェ・リワンは、幅広い種類のヨーロッパの飲み物、アラブ、トルコ、アメリカのコーヒー、

焼きたてクロワッサン、新鮮なサンドイッチを提供する。

アリアフ・ベーカリーは、様々な種類のパン、前菜、東洋のお菓子、ケーキ、特別なダイエット

製品を生産している。

アル・コバール
http://www.almajdouie.com/en/Busines

sSectors/FoodIndustry/CafeLiwan.aspx

29 フランチャイズ
フランチャイズレストラン

チェーン
ホールディングス

Hospitality Board Holding Co

 (Sizzler House、Tako Hut、Canton、

Roma Wayなど)

フランチャイズ機会提供の戦略的フランチャイズ

パートナー
モダンとトラディショナルをミックスしたカジュアルなダイニングを提供するレストラン。 リヤド https://sizzlerhouse.com/en/our-story/

30 フランチャイズ 小売および流通
子会社（Al Faisaliah Group Holding

Company, Ltd.）
Modern Electronics Co Ltd 小売、消費者家電の流通

家電製品、情報技術、エンターテインメント関連製品を販売している。製品群には、カラーテレ

ビ、デジタルハンディカムビデオレコーダー、デジタルスチルカメラ、パーソナルオーディオと

MP3/MP4製品、ホームシアターシステム、携帯電話、プレイステーションエンターテインメン

ト、ソフトウェアゲーム製品、データプロジェクター、ノートパソコン、コンピューター、その

他のホームオーディオおよびビデオ製品、電池、充電器とアクセサリなどがある。

リヤド http://www.mecl.com.sa/

出典：ユーロモニター・インターナショナルによる二次調査

レポートをご覧いただいた後、アンケート（所要時間：約1分）にご協力ください。

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20180046
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