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第一章  はじめに 

（１）背景 

外食産業は消費低迷やニーズの変化が原因で売上が伸び悩み、物価の下落が続いている。そこで単身世帯の増加

や女性の雇用者の増加など社会情勢の変化も著しい中、食の簡便化や外部化が進んでいる。その一方で、顧客の感

覚も美味しい料理だけでなく店内の雰囲気や時間も一緒に楽しむスタイルへと変化している。平成25年から景気

も徐々に回復し飲食店も増加しているが、消費税増税の影響で未だ消費者は日常品や外食への支出を抑える傾向だ。

そこで企業はメニュー価格の引き下げなど戦略を図っているが、企業間の価格競争は激化している。 

（２）研究の狙い 

私の母が飲食店でパートをしている影響で、ファミリーレストランは身近な存在だった。大学から一人暮らしを

始め、ファミリーレストランに行く頻度が増えた。ファミリーレストランは夜遅くまでやっている店舗が多く、低

価格かつボリュームもあり、高い満足度を得ている。そこで世代を問わず愛されている理由や、美味しい料理を提

供する工夫や仕組みを事例と共に学び、外食産業のこれからの課題や未来を考える。 

（３）ファミリーレストランの定義 

ファミリーレストランは同一の価格で均一化された料理を一定のサービスで提供出来ることが利点で、料理やサ

ービスはチェーンで統一されている。もともとファミリーレストランは「家族が行けるレストラン」という意味合

いがある。また、ランクが高いレストランでは周囲に影響を与えてしまう可能性のある子供を入店不可としでおり

欧米では子供が入店出来ないレストランが多いが、日本ではファミリーレストラン以外でも子供の入店を断る事は

少ない。そこでファミリーレストランの基準は「客単価が2000円以下」「注文から料理の提供が3分以上」「座

席数が一定以上で広い事」と定義されている。これはHP「世界のレストラン」で指摘されている。 

 

第二章 ファミリーレストラン業界の現状 

ファミリーレストラン業界もニーズの変化や食品への不信感で売上を伸ばせていないが、既存店の活性化を早期

に対策していた企業は、縮小してから対策を練り始めている企業よりも利益を上げている。最近ではすかいらーく

やロイヤルホールディングスなど、新業態開発のリスク回避の為の企業の合併や買収も行われている。そして近年

の消費税増税やメニューの値上げの中でもファミリーレストランの好調が続いているが、その一方で売上高の拡大

が期待できないと判断し海外進出を行っている企業も多い。そこで安心で安全な食材の仕入れやメニュー提供が必

要となり情報公開も求められるようになっている。そして高齢化問題への対応も課題だ。平成10年以降に国内経
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済が不況感を強め、企業業績の悪化と失業率の上昇で外食需要を支える所得上昇が期待出来ない状況でも、更に少

数の供給者が市場を支配している。それは短期的に有効に作用しそれを裏付けるように、企業倒産が目立っている。 

そこで、ファミリーレストランのチェーン業態は市場拡大にどう貢献し、新たな市場の形成に導いたのかを例を

取り上げてチェーン展開の出店動向を考える。 

（例1）ロイヤルホールディングス 

本格的なチェーン展開を始めたのは昭和53年以降で、昭和58年から63年の間で年率7.7％のペースで出店し

ている。旺盛な外食需要に支えられ、セントラルキッチン導入と標準化された店舗開発で直営店を中心に展開され

た。そして「ロイヤルホスト」や「てんや」等のチェーンレストランをはじめ、高速道路サービスエリアや、サー

ビスエリア内のレストラン、空港内レストランなどのコントラクト事業（委託運営）や、クリエイティブホテル「リ

ッチモンドホテル」を展開するホテル事業など、食とホスピタリティの分野で事業を広げている。 

出店場所：駅周辺・大型商業施設内・近隣地など。                               

コントラクト事業出店場所：企業、工場、寮、保養所、研修所、病院、宿泊施設など。 

（例2）すかいらーく 

様々な立地条件に対応出来る標準店舗を相次いで開発している。年間平均45店舗で出店し、昭和63年までに

594店舗、平成4年に753店舗を出店した。すかいらーく方式という独自の方式開発と、セントラルキッチンの食

材供給システムの確立・標準店の出店で直営店によるチェーン展開を遂げている。またファミリーレストランの先

駆けとして様々なブランドの開発や転換を行い、常に変化する顧客ニーズに素早く応えている。少子高齢化や女性

の社会進出が今後急速に進んでいく事を見越し、デリバリーやテイクアウトにも積極的に取り組んでいる。 

出店場所：駅前立地、ショッピングセンター内など。                            

主力業態：ガスト、洋食、中華、和食、イタリアン、回転寿司など。 

・チェーン展開の手法 

ファミリーレストランの多くはセントラルキッチンの導入と標準化された店舗の開発・リース方式出店、株式市

場からの資本調達の経営戦略で直営店による出店方式の採用で著しく成長した。それに対しファストフードは、特

定メーカーへの仕様書発注方式の供給システムとフランチャイズ方式によるチェーン展開で成長した。 

チェーン化の手法には、レギュラーチェーンとフランチャイズチェーンがある。レギュラーチェーンは自社の「ヒ

ト・モノ・カネ」を使い多店化する。フランチャイズチェーンは本部と加盟店と別の企業でコンビニエンスストア

やファストフードを始めとする飲食サービスの多くの分野で行われている。フランチャイズチェーンは、加盟店の

資産と労働力を使う為に急速な多店化が可能だ。加盟店は経験のない個人や企業でも高い収益が期待でき、脱サラ

や企業の新分野への進出の受け入れ準備として人気を得ている。フランチャイズチェーンの展開で長期間成功して
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いる企業はオリジナリティの高い商品を持ち、信頼関係を築きながら高頻度で的確な指導を行っている。経営主体

と店舗形態の関係を考慮しなければその実態が見えてこない。 

・チェーン展開の差異を生み出した要因 

洋風ファミリーレストランに代表される西洋料理市場では新規店舗の79％がチェーン企業の直営店で、その他の

一般飲食店の市場は新規店舗の45.3％がフランチャイズチェーンだ。そこに注目する。チェーン展開はオペレーシ

ョンの基準化が必要だが、その経験を習熟するのに要する時間はメニューの数と入れ替え頻度で大きく影響する。

それに対しファストフードのメニューは作業工程も数も少ない。ファミリーレストランは調理工程とメニュー数が

多くマニュアルの数も複雑だ。入れ替えも多く、短期間でマニュアルを習熟する事が求められる。ファストフード

は短期間でマニュアルが習熟出来るような仕組みにシステム化されており、経営主体が異なるフランチャイズチェ

ーンによる運営も比較的に容易だ。ファミリーレストランはメニュー数が多く、メニューの入れ替えを短期間で行

う為一定の実務経験を得た社員による経営でなければ快調なオペレーションの実現が難しい。このような差異がフ

ァミリーレストランでフランチャイズチェーン化が進まなかった要因となる。本部のフランチャイズでのチェーン

展開を行う最大のメリットは安定したロイヤルティー収入と低い経費での拡大だ。一方のフランチャイジーにも本

部から指導があり、経営経験が無くても開店可能で未経験者でも安定収入の可能性がある。本部のデメリットは、

フランチャイジーにより店舗の質に差が生じ、経営の問題があった場合も本部の意向で改善する強制力は無い。一

方フランチャイジーにとってのデメリットは、実際よりも高い割合でロイヤルティーを支払わなければならない事

である。 

表2-1 日本の飲食店舗数推移(単位 千店) 

 1996年 2001年 2006年 2012年 

その他の飲食店 42 41 37 27 

喫茶店 102 89 81 65 

バー・キャバレー 153 160 152 99 

酒場・ビヤホール 219 186 152 114 

寿司店 45 40 32 24 

そば・うどん店 35 35 34 29 

食堂・レストラン 240 244 236 214 

合計 836 795 724 572 

 

表2-1 で1996年(836千店)から2012年(572千店)までの間に約3割の飲食店が消えている。レストランや居酒

屋等も確実に減少し、実際に都内の飲食店も頻繁に入れ替わっている。店舗の減少原因として不景気と、1970年前

後に創業した経営者の後継者がいない事が主な理由だ。 
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第三章  外食産業において取り巻く問題と工夫 

・問題点と課題 

変わる暮らしとニーズ 

都市の単身者を中心に労働時間が増加し早朝から深夜まで働き詰めの若者が増えており、安くて簡単に食事が出

来るコンビニエンスストアやファストフードが客数を伸ばしている。しかし外食に特に楽しみを感じられないと感

じている若者も増えており、このような社会環境や消費者の心理の変化をよく調べ消費者に価値を認めてもらえる

外食や食の外部化に対応する新しい業態を開発していく必要がある。 

中食 

外食の全てが中食にとられている訳ではなく夕食を作るのにスーパーで惣菜を買う事は競合ではない。しかし会

社員が外食しようと会社を出たが途中の弁当屋で弁当を買って帰るのは外食との競合になる。外食は多少、中食の

影響を受けているが外食産業が中食の機能を取り入れていく方法が一番望ましい改善策と言える。中食の市場規模

は6兆円を超えている。1兆円規模のファストフード・居酒屋等のチェーンを大きく上回っており、8兆円超の市

場規模を持つファミリーレストランに迫る勢いがある。少子高齢化の影響もあり中食はまだ伸びる可能性がある。 

世代交代 

外食産業はまだ世代交代に慣れていない。そこでより深刻な問題を抱えているフランチャイズチェーンは家族が

継承を希望しなければ廃業し、チェーンの一店ないし数店が失われるという事も有り得る。継承をスムーズに行う

為の指導や、他のフランチャイジーによる店の買い上げの推進などのプログラムを用意している。 

環境への対応 

かつては廃棄物の臭いや水質汚濁など公害対策に重点が置かれていたが、現在は資源やエネルギーの無駄を減ら

す事や農林水産業の生産から消費の完了までのプロセスで環境破壊を抑制し、地球環境全体へ貢献することが意識

されている。一般にはフライヤーの廃油リサイクルや食品残さ発生量の低下と割り箸利用の廃止が取り組まれてい

る。利益率がそれ程良いビジネスではないが徐々に活動を広げていきたい方針である。 

人手不足と時間給 

平成26年6月の失業者率は3.7%で完全失業者は245万人だ。スーパーマーケットや外食産業の人手不足の中、

パート時給の引き上げが期待されている。また女性の就業拡大も対策の鍵だ。若い世代の中では夫婦共働きが年々

増え、最近では子育てを終えた主婦が再び働きに出るケースも増えている。共働きで、家事・育児・介護を分担し

ていく夫婦が無理なく働き続けられる制度作りが課題だ。 
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離職率 

外食業界では離職率は高く、2005年の厚生労働省雇用動向調査での離職理由は1位「個人的な理由」2位「契約

期間満了」となっている。早朝作業に慣れ時間的に交通手段に左右されない農家の主婦が多く、早朝勤務の入職率

は都市部より地方が高い。しかし都市部は交通手段の時間的制限があり応募者の割合は少ない。一度は入職しても

早番勤務の通務に負担を感じ離職する場合もある。 

図3-1 平成23年  産業別入職率・離職率

 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/12-2/kekka.html       

飲食サービスと宿泊業における入職率の割合は他に比べると高く、入職率より離職率が上回っている事が特徴だ。 

・調達適正野菜類調達の産地形態システム 

かつての日本の農業は小売業が求める生産や出荷体制を実現する為の産地作りを進めてきた。その為外食産業が

求める調理に適した品種を積極的に栽培する取り組みは無かったが、外食市場が成熟期の平成7年、消費者の健康

や安心への関心、メニュー開発の必要性から有機栽培・特別栽培の野菜や調理に適しているものなど独自の特定品

種を産地生産者と連携して積極的に利用しながら品質やサービスの差別化を図る企業が多く見られるようになった。 

事例：サイゼリヤ 

平成9年、埼玉県吉川町に調達から配送まで一括管理するカミサリーシステムを導入した。食材調達の特徴はイ

タリア料理に欠かせないワインやパスタの加工食材を品種・栽培方法の指定や加工方法で、仕様書発注によりイタ

リアから開発輸入している。サラダ用の生鮮野菜類は千葉県や福島県内の指定産地での栽培とその直接調達にある。

サイゼリヤは野菜類を生食用は国内、調理用は開発輸入調達を行っている。創業者の正垣社長はキーワードに健康

を押し出し、種や肥料から変え街に出ていない野菜で差別化を図る有用性を強調している。その狙いは、調達ルー

トの確保や収穫からチェーン各店舗までの配送リードタイムの短縮化、加工ロスの最小化による調達費用の引き下

げが挙げられる。そしてそれがサプライチェーンマネージメントの実現（物流システムをある一企業に限定せず複
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数の企業間で統合的な物流システムを構築し経営の成果を高めるマネジメント）に繋がる。一方のデメリットは、

発注量とチェーン各店舗の需要のズレによる在庫リスクを指定農場で栽培している生鮮野菜類では天候等による作

況の変動のリスクを背負わなければならない事だ。不足時には他の野菜類で取引関係にあるカット野菜メーカーか

ら不足分を調達し、一時的に過剰になった場合にはカット野菜メーカーに原料野菜として販売し、需要調整を行う

仕組みだ。 

（例）ワイン・オリーブオイル：一般販売で在庫調整。   生鮮野菜：年間需要量の80％水準を計画数量に。 

・店舗の工夫と仕組み 

（１）客席の形 

飲食店の座席数は売上高と利益設計・店舗構造で決まる。   （例） 70坪の店 → 140席程度の構造。 

店舗面積の2倍程度の店が多い。座席は稼働率も重要で様々な人数のグループに対応な構成にしている。 

（例） 和食業態、居酒屋 → 子上がりや座敷。 

女性や高齢者は支持しにくい事がデメリットでターゲットをよく考える必要があり、見通しが利くホールが適切

なサービスを実現させている。 

 （例）大戸屋の客席         

女性が入りやすいよう店内を明るくし客席の配置も工夫されている。 

（例）ジョイフル         

快適に過ごしていただける配慮やキッチンから客席が見える造りだ。 
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（２）POSシステム 

かつては紙の伝票とレジスター・データから作った紙の帳票類で行われていたが、現在は販売時点情報管理シス

テムを構成するPOSレジを使用している。POSは「いつ・何が売れたか」の情報を全店舗分逐次集計出来る。近

年は利用料を払うとネットを介してソフトが使用出来るASPが同じサービスを提供するようになり、中小飲食店

でも利用されている。オーダーエントリーシステムはあらかじめその店舗のメニューデータが入力されており、ホ

ールスタッフはお客様の注文に従ってボタンを押す。商品名・数量を打ち込む事で、受注や会計時のミスを防ぐ事

が出来る。 

※ASP（インターネットを介しソフトウエアを利用出来る仕組みを作り顧客にそれを利用させる事業者） 

POSシステムのメリット：             

「詳細なデータ化・消費者の動向の把握。全ての作業効率の上昇。商品名、価格、販売数、販売日時の管理が可能」 

POSレジの導入で費用が高い事やデザイン性の乏しさなどデメリットもあるが、人件費の削減や注文ミス防止が

容易になる事を考えるとデメリット以上の価値がある。現在では低額のPOSレジやタブレット型などデザイン性

に優れた開発も進んでいる。POSレジを導入する事で顧客自らが注文するセルフオーダーシステムの導入も可能だ。

中小企業でも大きな負担にならず、それを上回るメリットを得る事が可能となる。 

（３）電子マネーシステム 

外食業界でも電子マネーの導入に踏み切り非接触型の支払いシステムが急速に進んでいる。今では殆どのファミ

リーレストランが電子マネーに対応している。レジでの支払い時間の短縮化が図れる事や現金がなくても食事出来

る事がメリットである。（例） ロイヤルホスト：「EDY」「SUICA」「QUICPAY」など 

一方のデメリットは紙幣と違い不正使用が容易だ。改造品や盗難品を使用された場合個店サイドでチェックす

る機能を確立しているか、不正使用された場合の対応策はどこまで用意されているかが課題である。クレジットカ

ードで手軽に利用可能であり、セキュリティ面の強化も必要で電子機器の脆弱性をついた犯罪が増える事も問題だ。 

（４）気流・分煙 

飲食店の店舗では空気の流れを適正に保つ事も重要だ。「気温」「湿度」「臭い」は顧客の気分や味覚に影響を

与える。どんな飲食店でも厨房のダクトからの排気はあり吸気口を設けていなければドアが開けにくく閉まりにく

いという不具合や土ほこりの原因となる。近年の非喫煙者の増加で全面禁煙とする店やチェーンも増えているがそ

の反面で売上減少に悩むケースもある。その戦略として店の主要層の喫煙者の比率を調べ、そこに合う数の喫煙席

を設ける分煙がある。飲食店が分煙を実施しているかは、喫煙者・非喫煙者共に関心がある事柄で重視している。

その為、店頭には分かりやすく表示する事が必要だ。 
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（５）顧客管理 

来店経験者への販売促進に顧客データは必須だ。キャンペーンを行う際、住宅やオフィスのポストにチラシを投

函して回る方法に対し、来店経験のある顧客に日頃の感謝の言葉を添えダイレクトメールを送る方が顧客の反応を

上げる事が出来る。 

（例） 来店時、挨拶をして名刺を貰う。クイズやくじに応募させてお客様の氏名と住所を集める。 

顧客が来店するごとに日時・注文内容を蓄積すればダイレクトメールの反応率を上げる事が出来る。更に、滞店

中にあった出来事や好みなどの事柄を盛り込むと、顧客ごとに適切な接客が出来る。顧客情報を常に最新に保つ為、

顧客カードを持つ事で来客が把握出来る。顧客カードにはポイントカードも使用し、顧客管理の作業を代行する企

業もある。しかし接客の基本は人対人であり、過剰なIT化は顧客をしらけさせてしまうかもしれない。 

そこで、このファミリーレストランの工夫と仕組みに基づき、代表的なファミリーレストランをいくつか取り上

げて比較した。すると狙いの客層ごとに作りや雰囲気も違いが忠実に現れていて、多くの顧客が来店している事が

分かった。 

表3-1    ファミリーレストラン比較（客層・雰囲気・価格） 

 客層 価格 雰囲気 

ロイヤルホスト 主婦や年配、富裕層 

家族、会社員 

1000円～2000円 落ち着いた雰囲気とサービス 

デニーズ 30〜50代 やや高め・中間 お洒落 

大戸屋 会社員、年配 

一人客、女性 

1000円未満 落ち着いている 

100本のスプーン 20～30代 

常連客、家族 

1000円～2000円 開放的で広い。明るい 

神戸屋レストラン 世代を問わない 1000円～2000円 地域に合わせている 

サンマルクレストラン 女性や家族 2000円～3000円 シックでモダン 

ジョイフル 家族、老人 ワンコイン 非常に賑やか 

サイゼリヤ 家族、友達 ワンコイン以下 賑やかで騒がしい 

 

第四章 各ファミリーレストラン企業の事例 

代表的な各ファミリーレストランの成功戦略の事例を取り上げ類似している事例を比較し、顧客満足度を高めて

いる戦略を学ぶ。その中でもサイゼリヤについては特に細かく分析し、次の章にまとめる。 
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（1）ロイヤルホスト 

店内でコックが作る本格的な洋食のファミレス。一時期は調理の簡素化で来客数が減少し売上が低迷したが、矢

崎社長は早急に対策を練った。そして各店舗に料理長を1人・厨房は3人・焼き担当に料理長を置き、ひと手間か

ける事を大切にした事で阻止した。店舗数は228店舗（ 2014年10月）で北海道から鹿児島まで多岐に渡ってい

る。また2010年に中国に出店したが従業員の入れ変わりが激しくノウハウが定着しなかった事が原因で撤退した。 

（例）高品質なアンガスビーフのステーキを定番化   （例）低温で３日間かけて乾燥させたイタリアのパスタ 

それから無駄を無くし費用を下げる努力を惜しむことなく食材に妥協しなくなった。原価率はその分増すがそれ

以上に誰でも分かるクオリティの高さを目指した。新たな試みとして店の呼び出しベルとドリンクバーを廃止し、

店舗で従業員が常にアンテナを張りながら応対している。顧客が次に何をして欲しいかを先に考えながらサービス

する事こそ価値があり、触れ合いを大切にするレストランを目指している。矢崎社長は「価値ある商品を売り、儲

からなければ意味がない。商品が安いからお客様が増えるとか室内が心地いいから来るお客様だけでなく、良いサ

ービスで美味しい料理・雰囲気のいいレストランとして豊かな時間を過ごせる事が大事だ。より美味しいものを多

くの人に。」を永遠の理想として語っている。これからは家族で外食を楽しむファミリーレストランから、年配者

が落ち着いて食事出来るシニアレストランに切り替える方針だ。 

 黒×黒ハンバーグ ¥1047 

（2）デニーズ 

創業はドーナツ店として創設され、1954年にグリルを出すデニーズショップとして展開した。店舗数はレストラ

ン事業470店・ファストフード事業116店・.給食事業254店（2014年2月）の840店舗で、関東地方や中部地

方を中心に展開している。一方で北陸・中国地方・一部の九州地方には全く展開していない。特徴はアメリカの商

品を保ったまま輸入する事だ。当初のメニューは組み合わせを変え全ての商品群を構成するメニューだった。そし

て1975年にアメリカ同様ロードサイド、フリースタンディング型店舗として出店し日本独自の標準を作っていっ

た。現在はアメリカ型の朝食、和食、中華にも力を入れ種類豊富なメニューを取り揃えている。またメニュー本を

一新し、デザートや期間限定商品を含め一冊にまとめる取り組みを行なった。食べるシーンや組み合わせを提案す

る写真が並び女性誌みたいである。また顧客マーケティングを実施し、女性比率が高く一人で食事する人も増えて

いる事が判明した。少子化・個食化の影響もあり一人客含め利用客を「ファミリー」と捉え、何でも揃いどんなシ
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ーンにも対応出来る強みを大切にして商品力の強化も徹底した。女性客の事を考えパウダールームの設置、椅子の

リニューアル・ハード面のテコ入れにも力を入れ、野菜を多く使用したドレッシングなど野菜を多く使用したメニ

ューも増やしている。付け合わせにも数種類の野菜が使用され「蒸す・焼く・ゆでる」と素材に合わせた調理を行

っている。デニーズはロイヤルホストと同様コックが調理するファミリーレストランだが、付け合わせの野菜も各

店で調理し鮮度と味を保っている。 経費や手間の面から既存商品を仕入れるほうが安いのだが、生産段階から最終

消費段階まで完全にトレースできる安全性にこだわっている。 

 

  デミハンバーグ＆カキフライ ¥915 

（3）大戸屋 

大戸屋は30種類以上のメニューから構成されており、安くて美味しい野菜や肉魚など選べることが売りである。

手作り感と他店舗経営の両立が出来ている店舗で、全国に290店舗、海外に73店舗あり（カンブリア宮殿（2013

年9月26日放送時点））オフィス街を中心に展開している。大戸屋では野菜を切るところから店舗で行っており、

仕込み屋さんという方も居る。全て店内調理で手間を惜しまず、注文を受けてから作っている。火事がきっかけと

なり、女性客も喜ばれる店舗作りに改革した。大戸屋では調理DVDで盛りつけも揚げ方も決まっており、アルバ

イターでも絶品料理が作れる。またお助け調理マシーン[大根おろし機、手作り豆腐機、キャベツスライサー、炭火

焼グリラー、かつお節削り機など]を製造し、調理場の手助けを行っている。三森社長は成功の要因を「現場で培っ

た力である。このくらいまでは絶対出来るはずだ。やらねば。と思った。大手はアメリカのフードシステムを採用

する。大戸屋は違うやり方でやろうと考えた。」語っている。”顧客に一番喜ばれる店を作るところは伸びる。この

料理を多くの人に”という強い意志・志が不可能を可能にした要因であり、「何が何でも成し遂げる。探して見つけ

るものではない。出会うのだ。」と理想を掲げている。 

 ロイヤルホスト デニーズ 

共通点 価格設定（中間～高め）各店でコックが調理する。 

狙いが大人やリッチな主婦。ドリンクバー・ベルが無い。 

相違点 セントラルキッチン 

全席禁煙 

セントラルキッチンではない。 

付け合わせの野菜も各店で調理。分煙 
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 大戸屋ランチ ¥669 

（4）100本のスプーン 

スープ専門店「スープストックトーキョー」は人通りの多い駅や街中で、都会の働く人々の一人飯として手間を

かけた素材本来の美味しさを引き出したスープを手軽に提供している。そこで遠山社長が、”家族で来店でき子供に

とって初めての外食の記憶となるような場所を提供したい”という想いから新業態の「100本のスプーン」を立ち上

げた。店舗はイオンモール幕張新都心店、あざみ野ガーデンズ店、神戸三田プレミアム・アウトレット店の3店舗

に展開している。店内は広々とした空間と清潔感を大切にしている。メニューは昔ながらの洋食をベースに「スプ

ーンだけ」で食べられるよう工夫されており、高級なプチ贅沢をしたい時に上手く合うような作りだ。メニュー数

は増すが時間をかけて丁寧に炒める事やじっくりと煮込むというこだわりは変えない。メニューはスープストック

トーキョーで築いてきたレシピが現代の洋食としてアレンジされたものが多く「オマール海老のビスク」を応用し

た「オマール海老と帆立のソースライス」や「オマール海老のパスタ」が登場している。また、定番だった「東京

ボルシチ」をベースに、グリルした野菜と柔らかく煮込んだ牛肉が特徴の「東京ビーフシチュー」など、馴染みの

味もワンプレートへと進化している。またその日の気分や季節の素材に合わせて選べる様にオリジナルソースも幅

広く用意され「ソースを基準に料理を決めるのも面白いのでは。」と遠山社長は語っている。今後の店舗立地は、

緑の中で風抜けが良くテラス席を設けることが出来る場所に出店する方針だ。得意分野を活用したメニューも、モ

ーニングセットや1000円程度のランチを開発しながら自立性を確立していく予定だ。 

 オマール海老のパスタ ¥1280 

 



14 

 

（5）神戸屋レストラン 

1918年に異人の食卓にパンを届ける為に神戸で生まれたレストランだ。”お客様の身近なキッチンでありたい”

という想いを掲げパンの美味しい食べ方と出会いの場であるベーカリーレストランを開店した。店舗数は関東・関

西地区に直営店39店舗（2008年4月）と、首都圏・阪神・名古屋に出店し売上高比率はレストラン53%、ベーカ

リーは47%だ。全てをパンに合わせてメニューを決めている。当初は日本人に馴染みのある米を用意しておらず、

顧客にお叱りを受けた事もあったが「パンも選べるレストラン」として再スタートを果たしている。パンはその場

で粉から作るスクラッチ製法で製造し、料理も同様にセントラルキッチンを止め、その場で素材から調理し一つひ

とつを大切にしている。また無漂白小麦粉への切り替えやイーストフード・乳化剤無添加に変更し、手づくりで焼

きたてのパンを提供する取り組みは”パンを美味しく食べて頂き素材の美味しさを大切にしたい”という考えから生

まれた。日本ではパンと魚料理の組み合わせが珍しく、魚介類とオリーブオイルやハーブを使用したヘルシーで相

性抜群な新しい食べ方を提案している。店内は窯を前面に押し出す造りだ。パンの香りと料理の匂いの調理場も前

面に押し、厨房もオープンキッチンにする事で全てをパンとつき合わせながら素材選びを行っている。 

 牛100％ハンバーグステーキとデミグラスソース ¥1058 

（6）レストランサンマルク 

店内で焼き上げるパンを主力商品としホテル並みのホスピタリティを目指している。直営およびフランチャイズ

で展開され、店内で焼き上げた食べ放題のパンと幅広いメニューで相性抜群の料理を選べるコース料理が人気だ。

店舗数は全国で26店舗（2013年）である。パンは全て焼きたてかつ食べ放題で提供されており、好きなパンを好

きなだけ食べる事が出来る。パンはソースにこだわった料理と相性良く作られており、ソースと一緒に食べて生ま

れる熱々のパンと料理とのマリアージュが売りだ。ホテル並みの優れたサービスを提供している。 

（例）順にスタッフが顧客のお席に運ぶ。（例）お誕生日の顧客へのバースデーキャンドルサービス等の演出。 

店舗限定で、定期的に開催されるピアノの生演奏も行っている。グルメカード会員は金額に応じてポイントを発

行しそのポイントを豪華プレゼントと交換出来る。そのポイント数に応じて会員ランクがアップし、特別割引を受

けることが出来る。また、通常では注文出来ないお得な会員限定コースも注文出来るようになる。 

エメラルド会員特典： 全て15％割引・「四季のフルコース」ペアチケットプレゼント              

ダイヤモンド会員特典：全て20％割引・「四季のフルコース」ペアチケットプレゼント 
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 神戸屋レストラン             サンマルクレストラン 

共通点 中間価格。出来たてのパンを提供する。食べ放題。 

高級路線。ハッピーバースデーカード（誕生日）グルメカード（割引＆誕生日） 

相違点 セントラルキッチンではない。          セントラルキッチン。 

子供から年配の方まで世代を問わない。      コース料理が売り。 

分煙もあり全面禁煙の店もある。        時間帯禁煙（一部喫煙席あり） 

 

（7）ジョイフル 

徹底した品質管理と圧倒的な価格戦略を行っている。日々の暮らしに役立つ家庭に続く「第２の食卓レストラン」

をコンセプトに明るく気軽な雰囲気で満足出来る営業を行っている。全国に730店舗（2009年6月末）あり主に

西日本中心に広げている。会計時には次回使用できるドリンククーポンを毎回配っている。自社工場は大分・熊本・

愛知にあり、肉・ソース類を主に製造している。配送センターは大分・熊本で全国各地に配送が可能である。小商

圏立地でマーケットシェアを獲得する為、商圏を隣接させながら店舗網を広げるドミナント出店（地域集中・高密

度多店舗出店）を実施し、物流効率化や商圏のシェアの上昇に成功している。 

ルーラル＆ドミナント出店例 ･･･ 大分県別府市の人口：約12万2千人  別府市所在のジョイフル店舗 7店

⇒ １店舗あたり商圏 約17,500人        マーケットシェアの獲得 

ルーラルエリア：田舎圏。町村部商圏  ドミナントエリア：商勢圏の一部に集中出店。他小売業より優位な地域。 

また企業体質を構築する為、客数・労働生産性・立地を重視している。そこで他企業が出店しないような小さな

街にも出店し、身近なレストランとして親しまれている。商品戦略では日替わり昼膳・定食等399円ランチを中心

に展開し、テーブルサービスレストランとして日本一の低価格設定を実現させている。かつてジョイフルはジョイ

カフェ導入や生活応援フェアやシステムインテグレータ登録制度導入を打ち出したが、今後は既存店の強化（店

長・スーパーバイザー制度の確立）看板メニューの創出、品質・サービス・衛生・生産性の向上を行いながら売上

高の再建を目指す方針だ。”組織の強弱は人の繋がりにありその第一歩が笑顔の挨拶から”という考えから、フロア

ですれ違っても笑顔が残り、仕事中にも笑顔のある会社を目標としている。 

 黒酢あん定食 ¥580 
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 ジョイフル               サイゼリヤ 

共通点 価格が大幅に安い。セントラルキッチン。狙いが若年層。手軽に入店出来る。 

相違点 洋風、和風、中華。             イタリアン料理 

九州、中国、四国に主に展開。       関東、中部、近畿に主に展開。 

 

 

第五章 サイゼリヤ  

サイゼリヤの創業のきっかけは学生時代に始めたアルバイトであり、仲間と始めた料理店が原点である。当初は

スナック店で小さな洋食屋だった。正垣社長が飲食業に携わったのは、地元のならず者が店内でケンカして倒れた

ストーブの火が燃え広がり開店から7ヶ月後の全焼事からであった。これからどうすればいいのかを正垣はとこと

ん考え、”仲間に給料を支払い安定させてあげたい”という想いから本を読んで勉強し、災難をチャンスに変えなが

らビジネス理論を固めた。そして飲食業は水商売と言われている中で、産業化するには”組織を作らなくては”と正

垣は気づいた。組織化して分業すれば、全員ひとつの目標に向かい個々の能力も発揮することが出来る。そこで、

まず正垣は「40年間廃れない業態は何か」という視点で潰れない業態を探した。すると世界中に一番広がっている

食べ物はイタリア料理と中国料理だと知った。”繰り返し食べたくなる麻薬のような食材を使いたい”と思った正垣

は更に調べを進め、トマトやパスタ・チーズの消費の伸び率が高い事を知った。そこでイタリア料理が一番潰れな

い業態という確信へと辿り着いたのである。 

正垣は視察旅行に出かけイタリアの食文化の奥深さに衝撃を受けた。そこで出逢った飲食店「マリアーノ」は小

さい店であったが細かい所にまで全てこだわり抜き、栄養バランスも良く健康的な料理を提供していた。素材の持

ち味を生かし、料理の組み合わせや選択肢が豊富。そして飽きが来ない。感動した正垣は店主と約束し、安くて毎

日でも食べられるイタリア料理を日本に広めようと決心した。日本に戻った正垣は店を改装し、イタリア料理専門

店としてオープンを果たした。だが高級店の半額以下の価格でも敷居が高く、顧客数は伸びなかった。正垣は”商品

に値打ちあれば場所が悪くても顧客は入るはず”と考え、まずメニューを5割引にした。だが顧客数は伸びず更に7

割引に変更した。そうして正垣は顧客の獲得に成功し、チェーンの展開方法を学んだ。 

そしてナショナルチェーンの規模を持ち、自社で食材加工も行えるようになった。サイゼリヤ農場を初めとした

契約農家と協力し、サイゼリヤ独自の野菜を開発しながら夢を実現した。だが7割引では会社の利益は出ず、従業

員に給料を払うことも出来なかった。だがサイゼリヤの顧客には1年に340日も通って来る常連もおり、顧客が沢

山来るとロスは無くなった。正垣はいつも顧客や世の中の為に何ができるかを考えているのである。 

“世界中の貧しい人たちに食料を供給したい。日本人に本当に美味しい野菜を食べさせたい”という想いで、正垣

は福島県白河市に農場用地として100万坪の土地を購入した。また、オーストラリアには40万坪の土地で工場を



17 

 

建設した。北半球と南半球に工場があれば夏が2回来るのでサプライシステムが出来る。そして、世界中の貧しい

人に食料を供給するのだ。「客観的な事実に基づき仮説を立てて実行し検証する。これは科学の手法そのもので、

自分の無知を知り事実の前で謙虚でなければならないのは科学者も飲食店経営者も同じである。」と正垣は経営方

針について語っており、科学的でロジカルな流儀を貫いている。サイゼリヤでは店長に売上目標を持たせる事やノ

ルマは無い。店舗売上は立地・メニュー・価格に大きく影響されるが、チェーン店では売上で店長の力量を測るの

は意味が無いのだ。店長は人時生産性（粗利益÷総労働時間数）で評価され、売上が低くても経費を抑えて効率的

にアルバイターのシフトを組み、生産性を上げるのがサイゼリヤ流なのだ。 

「旨くない料理を出す店が、何であんなに流行るのか」と言う経営者は少なくないが正垣は間違っていると言う。

飲食店の料理を美味しいと感じるかは料理の品質と店の用途で決定する。サイゼリヤが目指すのは毎日でも食べら

れる料理なのだ。正垣は経営ビジョンを「頭の良い人は私のように毎日食べられて体が自然に元気になる料理を世

界中に提供したいといった夢みたいな話はしない。 周囲の人にバカだと思われたくないからだろう。でもずっと話

を聞いているとその夢の実現に力を貸したくなる。 優秀な人材が続々とサイゼリヤに中途入社してくれたのもその

為だと思う。」と語っている。それを現実に落とし込み、一貫して品質管理を行う製造直販システムを作り上げる

事で正垣は品質と格安な価格の両立を行ってきた。正垣は上場一部企業として生産性が低い外食業で他産業並みの

生産性を生みだし、従業員が幸せになれる企業を目指して常識にとらわれない仕組み作りに励んでいるのだ。 

正垣は「うちは1000店舗やるよ」と発言し当時は大ボラ吹きと言われたが、チェーン展開を進める中で775店

舗の直営店を運営するほどになった。2013年11月22日にはイトーヨーカ堂鎌ヶ谷店にオープンさせ、国内で1000

店舗に達成している。現在でも更に店舗数は増えている。その一方で四国地方には出店はなく九州地方も福岡県の

みだ。更に、サイゼリヤの最大のポイントは驚きの安さだ。 

表5-1 サイゼリヤ ランチ比較 

ランチ ランチにつくもの ドリンクバー ランチ価格 

地域で日替わりメニュ

ーが若干異なる。 

（ハンバーグ、ドリア、

パスタ、ピザ等） 

ハンバーグ 

（スープ・ライス） 

その他 

（スープ・サラダ） 

+108円 

通常 

+189円 

全て500円 

通常 

～999円程度 

 

サイゼリヤメニュー数70品全て食べても26000円と超激安だ。その中でも大人気の定番メニュー「ミラノ風ド

リア」のホワイトソースは工場から店舗まで解凍して運ぶのが効率的か、それとも冷凍して運ぶのが効率的かを再

検討し、現状に満足せずメニュー改善を続けている。「解凍しちゃうと出しにくい。袋から出すときに100％出き

れていない。3％残る。それがロス。」と3％の無駄にもこだわりを持ち、味にもサイゼリヤ流のこだわりがある。 
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ミラノ風ドリア ¥299 

正垣の口ぐせは「美味しいのは当たり前」だ。料理の不味い要素が無いかを探し、顧客に運ばれる料理は冷めて

も美味しい料理を目指す事が重要だ。サイゼリヤでは70品目の料理を一人で提供している。作業効率を考えると

大変だが、焼き料理や温める料理はグリルに入れるだけで成立し、その間にスープやサラダを完成させ6分間で11

品作る事が出来る。その秘密とは、食材はすでに全部切られており包丁は使わない。そしてサラダも既に切られて

おりドレッシングをかけるだけだ。しかし野菜を先に切ると水分が出て新鮮さがなくなってしまうのだ。 

表5-2 サイゼリヤ 料理別比較 

安い料理 高い料理 へルシーな料理 カロリーが高い料理 

グラスワイン¥100 

フォッカチオ¥109 

プチフォッカ¥129 

サイゼリヤプレミアム 

ワイン¥2160 

リブステーキ ¥999 

シェフサラダ 162kcal 

単品：きゅうりの 

ピクルス 10kcal 

カルボナーラ717kcal 

ミックスグリル710kcal 

パルマ風スパゲッティ694kcal 

 

サイゼリヤ農場では主な野菜が作られ、そこで一番こだわっているのが温度だ。畑の横に冷蔵車を横付けし収穫

し、すぐ摂氏4度に冷やす。摂氏4度の理由は水の比重が摂氏4度で一番重くなり、新鮮な状態で保たれるのだ。

野菜に含まれた水分が漏れず、水の分子同士が最も強く結ばれた状態になる。摂氏4度より高くても低くても分子

の結びつきが弱くなり、水分がこぼれ出てしまうのだ。 

1、収穫後すぐ摂氏4度に保たれたトラックに搬入。          

2、トラックの湿度も摂氏4度に保ち、加工工場に運び機械ですぐ切る。                    

3、数種類の野菜と混ぜ合わせ摂氏4度に保たれた冷凍庫へ入れる。                      

4、店に配送し、すぐ在庫室へ搬入。 

また、野菜にも秘密がある。 

（例）完熟トマト 

サイゼリヤの専用トマト。半分に切っても従来品より水分が漏れず、切っても液垂れしないトマトを独自開発し

た。世界中から数百種類の種を収集も行い、どの種子から育った野菜がどのメニューに合うか、データを取りなが
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ら分析した。正垣は原価を考えない男で常にいくらで売ればお客さんが喜ぶのかを優先させている。そして利益が

出なければどうしたら利益が出るようになるのか無駄を無くし、顧客が喜ぶかが大切だという考えだ。 

そこでサイゼリヤでは「会議」を廃止した。皆で決める為、誰が責任持っているのか分からなくなるのだ。会議

をやると多数決で決めがちになる。そこで、会議の代わりに行なわれているのは1対1の対話と7人以内の討論だ。

長時間会議しても集中出来ず疲れてしまうという理由から、効果がないものはやらないというのもこだわりだ。そ

して、効果を一番上げているのがレジスターだ。レジでは直接レシートで給料明細が出せ、給与明細を発行する手

間の短縮や効率を高める事が出来ている。そして従業員の名札バーコードをかざすだけで従業員の出退勤が管理で

き、労働時間の管理や給与の査定も簡単となり食材の発注も出来るようになった。ボタンを押すだけで過去3週間

分の在庫データと売上をもとに発注数を自動的に計算し、多めに発注してしまう事やムダな発注が激減した。 

サイゼリヤは今後、中国以外の国にも出店していく方針だ。貧しい人に安くて美味しい料理を食べてもらう事が

目的な為、アメリカのような豊かな国には出店しない。昨今の原油高による諸原料の値上げの中でも「安くする努

力に集中できるからありがたいくらい。物価が高いときこそ、安く提供するのが社会貢献。」と言う。正垣は今後

の課題として外食業や農業が、産業化する為に挑戦し続けていく事を述べている。そして人に依存した技能を、誰

もが学べて継承できる技術へ進化させ、様々な分野の技術を外食業と農業へもたらす事が鍵となる。外食業や農業

が産業の仕組みを変革し他産業並みの生産性を出せるよう、いち早く製造直販業を築いてきた企業として「真の産

業化」を推進する事を目標にしている。 

 

 

第六章 事例の比較･分析 

四章と五章で取り上げた事例について比較と分析を行う。各企業のシステム・メリット・課題を比べサービスの

重要性や利便性を学ぶ。 
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（１） 比較  

表6-1 各ファミリーレストランのシステムの利点とこれからの課題。 

 システム メリット これからの課題 

ロイヤルホスト ドリンクバーと 

呼び出しベル廃止 

ゆったり落ち着ける 

お客様から感謝の声 

料理提供が遅い 

商品の明確な差異化 

デニーズ 女性の一人客を意識し 

メニューを一新 

華やかで 

選ぶのが楽しい 

ファストフードに比べ高価 

料理提供が遅い 

大戸屋 料理提供の直前まで 

店内調理。差別化。 

いつも 

出来たてを提供 

安全高品質を追求 

低価格実現 

100本の 

スプーン 

「Soup Stock Tokyo」の 

経験を生かす洋食中心 

既存客の人気維持 社員情報が本部で把握しづら

い。テラス席の有効利用 

神戸屋 

レストラン 

全てをパンに合わせる 

組み合わせ 

新しい組み合わせの 

料理を提案 

蓄積された情報活用 

少量投資で大量データ活用 

サンマルク 

レストラン 

焼きたてのパン 

料理を選べるコース 

プチ贅沢が出来る サービスレベル向上 

事業拡充の基盤を強化 

ジョイフル 低価格維持拡大 

ドミナント出店 

足を運びやすい。安くお

腹いっぱい食べられる 

提供品質の向上 

既存店舗の改修 

サイゼリヤ システムの効率化 徹底した効率性と追求 情報システムの整備 

新技術の向上 

 

ロイヤルホストはお馴染みのドリンクバーと呼び出しベルを廃止する事で更なるサービスの向上を図り、デニー

ズは傾向である女性の一人客を意識し、多彩な食事スタイルを受け入れる仕組み作りを進めている。そして大戸屋

は、健康的かつ新鮮な料理を提供しながら安全面を重視し、100本のスプーンは既存店の良い部分を取り入れたア

レンジ料理で人気を維持している。神戸屋レストランはサンマルクレストランと似たシステムだと感じていたが具

体的には違い、割引カード等を使ったサービスで顧客満足を図っている。そしてジョイフルとサイゼリヤも同じ低

価格路線の企業だがジョイフルは価格と品質の両立を目指し、サイゼリヤは効率良く経費を減らしながら追求して

いる。いずれの企業も様々な方法で顧客満足度を高める事を意識し努力している。 

（２） 分析 

このように表3-1と表6-1で比較し、価格で客層に偏りが見られる。お手頃価格で効率も良く入りやすい雰囲気

のジョイフルやサイゼリヤには学生・若者が多く来店し、落ち着いた雰囲気で高級感のある食事をしたい奥様や裕

福層が神戸屋レストランやサンマルクレストランなどランクが高い店舗に来店している。これは各ファミリーレス

トランが各世代の客層に狙いを絞っている結果である。若年層が狙いのファミリーレストランでは価格を下げて満

足出来る量を素早く提供する事を大事にしており、主婦層が狙いのファミリーレストランでは料理の質や細かなサ
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ービスを大事にしている。顧客は雰囲気が良い店でお手頃な美味しい料理を求めている。だがファミリーレストラ

ンのレベルでは原価率などの課題が多く、至らぬ部分が多い。またそれ以上の味を求める顧客は専門店やレベルの

高い飲食店に行くのが現状で、ファミリーレストランの選択肢は殆ど無いだろう。今回比較したファミリーレスト

ランの中には健康を押し出し女性客が狙いの大戸屋や、高級志向をうたうロイヤルホストなど、流行や傾向をいち

早く掴みニーズを上手く取り入れているメニューやレイアウトを行っている企業もある。そこで、今後はターゲッ

トではない客層もどこまで呼び込めるかという事と顧客調査とその活用が重要となり、これからの料理や戦略にも

活かされていく。そしてファミリーレストランの概念と限界を超える必要がある。 

 

ポジショニングマップ（雰囲気・味） 

 

 

 

 

ほどほど                                    美味しい 

 

 

 

 

まず味と雰囲気で各ファミリーレストランを比較した。ロイヤルホストやサンマルクレストラン、神戸屋レスト

ランは高級感あるレストランで特別な日に少し贅沢したいと思う時に使用する事が多い。また、清潔感や接客態度

も良く価格以上の価値ある料理でもてなしてくれると感じ、この配置にした。一方のジョイフルやサイゼリヤは、

簡易的な料理が多く入りやすい雰囲気だ。だが若者が多く賑やかな雰囲気で、落ち着いて食事をするには不向きか

もしれない。 

 

 

 

ロイヤルホスト 

デニーズ 

サイゼリヤ 

大戸屋 

100本のスプーン 

神戸屋レストラン 

サンマルクレストラン 

ジョイフル 

態度や品質が優れている 清潔感がある 

価格相応の味 

賑やか 

例：「俺の」シリーズ 

落ち着く 
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ポジショニングマップ（価格・客層） 

 

 

 

 

非家族                                      家族 

 

 

 

 

そして家族向けかという事と価格の面で比較する。ロイヤルホストやサンマルクレストラン、神戸屋レストラン

は食材やサービスにもこだわり高めの価格設定だ。また、家族や夫婦で来店するのが多いのではないかと感じこの

配置にした。一方のジョイフルやサイゼリヤは低価格で素早い提供だが、サービスや接客態度がおろそかだと感じ

る。私も手軽で安く済むため家族で利用する時もある。短時間でお腹いっぱい食べたいと思っている人には良いか

もしれない。 

第七章  まとめ 

いずれの企業も”顧客に美味しい料理を提供したい”という想いで様々な戦略を打ち出しながら営業している。そ

こで注目するのはM&Aだ。M&Aは小さいリスクで短期間に業態・新業態を拡大させていく動きが強く、ニーズ

の増大が見込まれる。「ゼンショーホールディングス」は2000年にココスジャパンの買収を機にM&Aで事業拡

大している。そして2002年にビッグボーイ、2005年になか卯など企業を買収しながら繰り返し、仕入の強化や費

用削減を行いながら多種多様の業種業態で成功している。その一方すかいらーくは、不採算店舗の一部をガストか

らステーキハウスガストへ変更、またロイヤルホールディングスも不採算店の一部をロイヤルホストからカーボー

イ家族へと業態転換を行うなど改善を図っている。しかし、顧客のファミリーレストランに対する印象や価値観は

まだ打ち破る事が出来ない。ファストフードとの競争の中で低価格路線と効率を追求した結果、ファミリーレスト

ランは豊かな気分を楽しむ場所とは言えなくなった。そこで従来のイメージを打ち破り、時代と共に変化する顧客

ニーズに素早く対応出来る改革が必要なのではないだろうか。 

 

ロイヤルホスト 

 

デニーズ 

サイゼリヤ 

大戸屋 

100本のスプーン 

神戸屋レストラン 

サンマルクレストラン 

ジョイフル 

料理の提供が早い 

メニューが豊富 

低価格 

 

例：ファストフード 手軽で美味 

高価格 
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考察と未来 

現在の日本は高齢社会だ。日本の65歳以上である人口は20％を超え年々減少している。また食糧支出の外食の

割合は34％、35歳未満の独身者外食率は50％であり、少子化で市場規模の減少が問題の中で調理食品支出は13％

前後だ。こうした外食率の高い若者年代に狙いを絞り、高齢者向けの惣菜や弁当が売れる可能性もある。また、高

齢化の対応がしやすい「中食」にも注目する。将来的に増加が予想される高齢者への中食商品が注目される中で、

商品次第でどの年齢にも受け入れられる事が可能だ。そこで店舗出店は高齢者が集まる施設に狙いを絞る事で成功

する仕組みが良いだろう。特にこれから宅配の成長が著しくなり高齢が進んでいく中で、高齢者が飲食を楽しみた

いという想いがあっても物理的に外出することが困難となる。そして家庭内で調理する量が更に減少し、弁当や惣

菜の方が効率的だという考えとなる。外食産業はアルバイトやパートの労働から離れられない度合いが高く、現実

的に人材確保が難しい。従来の外食と昼食の大きな違いは作りたてか作り置きかであった。しかし最近ではコンビ

ニエンスストアが店内に厨房を設置し、作りたて商品を販売している。そこで外食と中食の垣根がだんだん低くな

ってきていると考えられ、今後は労働力を確保する方法を模索するのが鍵となる。 

また消費税も増した影響で国民は消費の引き締めを行い、解決策を業態ごと超えて真剣に考え駆け込み需要に期

待する動きがある。また、世帯ごとの外食支出金額の減少で特に来客数を伸ばしているのは主に低価格の店舗で、

今後も景気悪化が続き低価格競争が続くだろう。外食は更に非日常的な楽しさを追い、新しい分野を見つけていく

可能性がある。また外食市場が縮小する中で、単身世帯の外食率が高い。そこで健康管理も重要である。国内の産

地と大都市の大きなマーケットを繋いでいく産直や IT環境の充実によって通販も希望的になり、業態が多様化し

ていく事で新しいビジネスチャンスが生まれる。これらは本「外食業界が分かる」や、外食Bizで指摘されている。 

その中で私は更に食の安心と安全性に注目する。最近では健康ブームや高級志向に乗る企業が健康食品や高級食

品を導入し、健康と環境は今後の外食産業全体にとって重要なキーワードとなる。そこで、私は健康に良く環境に

優しいレストランを今後強くアピールする必要があると思う。今ではバランスが保たれているがこれからは消費者

のニーズを的確に把握しながら対応していく事が重要だ。そしてBSE問題や鳥インフルエンザ、東日本大震災に

よる放射能の影響で消費者志向が変化し、健康志向・国産志向・手作り志向の割合が高くなっている。そこで、消

費者の食の安全に対する関心が高まり原産地表示などの情報公開が以前に増して重要視されている。今回比較した

ファミリーレストラン（大戸屋・100本のスプーン・神戸屋レストラン以外）も主な使用産地情報をホームページ

で手軽に閲覧出来るよう工夫している。そしてマクドナルドの期限切れ肉問題もあり、国産食材の使用に積極的な

ロイヤルホールディングスは、運営する天丼チェーン「てんや」と「ロイヤルホスト」での中国産の食材廃止の取

組みを始めている。定番の黒×黒ハンバーグは国産肉のみを使用したハンバーグとなっている。また今回取り上げ

ていないが、ケンタッキーフライドチキンやリンガーハットを筆頭に国産化に切り替えている。食で顧客満足を図

る事は永遠のテーマだが、国産品や手がかかる食品は原価率が高く費用やリスクもかかり利益が確保出来なくなる

為お手頃価格で提供するのは難しい。 
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「より美味しい物を、より安全に」という理念を基盤とする営業を目指す企業が多くなっている一方で、それは

簡単ではない。これからは消費者の敏感なニーズにどう応えていくかが必要で、今までの企業中心の経営ではなく

顧客中心の経営となる。消費者の信頼を得た企業だけが生き残る時代に変化し外食業界も消費者も、より安全安心

出来る商品を求めている。外食産業は景気低迷や少子高齢化で海外進出が活発化し、欧米では近年日本食がヘルシ

ー食として注目を浴び世界的な日本食ブームとなっている。2013年にはユネスコ無形文化遺産に日本食文化が登録

され、日本食への関心が更に高まっている。 

今後は、提供方法や商品の面で更なる明確な差別化と独自の強みに取り組む事が重要だ。企業間での競争が激し

く、多少の品質向上や差別化を図るだけではもはや顧客満足にはならない。そこで、外食業界を生き残っていく為

には安心安全な商品を、費用を考慮しつつ提供する両立が出来る企業がこれからの外食産業の要となるだろう。そ

して時代に合わせた外食ビジネスの在り方や、顧客ニーズと付加価値をつけた新業態を新たに生みだす事が求めら

れている。以前よりも消費者が外食産業に求める商品やサービスの質のレベルも高くなっている事から、消費者を

過小評価するような戦略やごまかしの戦術はもう企業の力にはならない。企業が「原点回帰」する事こそ新しい方

向性を見出す事に繋がり、そして新たな思想や業態が見えるのである。私はこれからも新たなビジネスチャンスが

期待できる外食産業の将来の発展に向けて寄与していきたい。 
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