


高級弁当宅配に取り組んでいる、
もしくはこれから本格的に取り組みたい
飲食店、惣菜店経営者様へ

根県出雲市で仕出し店を営む株式会社ふるかわ。かつては飲食
店、惣菜店、企業内売店、仕出し店の4事業を経営。4事業を串

刺しにする理念もビジョンもない「迷子の経営」時代を経て2008年に地域
特化型の仕出し事業に特化。商圏人口15万人のエリアで「ちょっと特別
なシーンに、ちょっと特別な料理を」をコンセプトに今期売上2.6億円を達
成。なぜ仕出しに特化したのか？なぜ商圏人口15万人のエリアでシェア
拡大をできるのか？その秘訣をインタビューしました。

飲食店・惣菜店経営から撤退⇒弁当宅配専門店経営に特化で年商2.6億円！
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総力特集

高級弁当宅配
専門店

島

株式会社ふるかわ
代表取締役 古川 雅巳氏
2004年に株式会社ふるかわの社長に就任。惣
菜店、うどん店、企業内売店などの経営を経験
した後、2008年からは仕出し事業に特化。「おい
しい笑顔で囲む食のだんらん」を作るお手伝いを
モットーに地域密着型の商売に全力を注いでい
る。売上2.6億円、経常利益率5％を安定的に
創出しながら、CKの機械化、効率化に取り組み
従業員の労務環境改善に取り組んでいる。



株式会社ふるかわのルーツは昭和31年。先々代の初代社長が
青果商から身を起こし、有限会社古川鶏卵店を創業したことがきっ

昭和31年、先々代社長が青果商から身を起こ
し有限会社古川鶏卵店を創業しました。
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株式会社ふるかわの
ルーツである古川鶏卵店

かけです。徐々に小売店や飲食店
への卸事業にシフトしながら事業を続
け、1989年に惣菜専門店を出店。
そして2001年に企業内売店を出店
しました。そして2004年、現社長で
ある古川雅巳が社長に就任しました。

飲食店・惣菜店経営から撤退⇒弁当宅配専門店経営に特化で年商2.6億円！

社長就任当初は、経営というものの実態
が全く見えず、無知な自分にも気づかず、こ
れから向かう経営という大海原を航海する
自信も持てない、ただバタバタと忙しい「社
長」でした。売上増加が企業の発展と信じて
おり、①惣菜店 ②セルフうどん店 ③企業
内売店 ④仕出し弁当と、4つの事業全て
でとにかく売上を上げようと必死に業務をこ
なしていました。を手掛けていました。「4つ
の事業を串刺しにする理念やビジョンもなく、
「行き当たりばったりな経営」をしている未熟
な自分を、忙しいことを理由に直視していな
かったように思います。

とにかく売上至上主義であった社長就任当初。
４事業全てに全力投球した結果、全て中途半端な結
果に。いわゆる 『迷子の経営』 状態に陥りました。

当時経営していた飲食店
『 うどん畑 』

当時経営していたテナント惣菜店
『 菜園ふるかわ 』
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飲食店・惣菜店経営から撤退⇒弁当宅配専門店経営に特化で年商2.6億円！

企業の存在意義は？従業員やお客様に心からの喜びを
与えられる事業とは？ 考えを深め、経営を学び、「選択
と集中」の観点から「宅配事業特化」を決意しました。

苦しい経営を続けるうち、とある勉強会で「選択と集中」の大切さを
学ぶ機会がありました。考えれば考えるほどに、もしかしたら自分は
とんでもない間違いをしてきたのではないか、あれもこれも手を出し
すぎることで貴重な経営資源を無駄にしてしまっているのではない
か。そう考えるようになりました。

未熟な経営判断をしてきたことを実感するようになり、改めて 「自分
たちが商売をするうえでお客様にも従業員にも最も「喜び」になる事
業は何だろうか」。深く自問自答を続けました。
そのうち、「”食のだんらん“を作るお手伝いならできる！」そう考える
ようになりました。 核家族が増え、家族の絆が希薄になり、お互いが
自分の欲望を満たすだけ食事（孤食）になったりする時代。 そんな
時代だからこそ、家族の、地域の人の、つながりには「食のだんらん」
が不可欠であり、その団らんを、食事や行事でお手伝いしよう！と、
決意しました。

選択と集中ができていなかった「迷子の経営時代」の課題

①何でもやっていると、「特徴」「強み」が薄まること

②４つの事業全てを社長一人で切り盛りする為、社長が
戦略を考える時間や知恵、人的資源などが分散すること

③社員をただ忙しくさせるだけで、
そこに彼らの未来を見せてあげられていないこと

④不採算部門を抱えることで全体収益を少なくしていること
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2008年に惣菜店
「菜園ふるかわ」を閉
店し、同月、近くのゆ
めタウン出雲のオー
プンに合わせて、「お
いしさ工房ふるかわ」
を「ご来店注文型予
約専門店舗」として
オープンさせました。

一般企業

製薬会社

ホテル

寺・法事

一般家庭

高級弁当宅配事業経営に特化し、利益率が大幅に改善。
３年後には企業の過去最高売上の２．１億円を達成。
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飲食店・惣菜店経営から撤退⇒弁当宅配専門店経営に特化で年商2.6億円！

「待ちの経営」の店舗事業と違い、「攻めの経営」が出来る。マーケ
ティング、販売促進を工夫すれば、いくらでも成長できること。

「予約受注型ビジネスモデル」であるため、週末の売上も予想でき
るし、人員や食材の手配も計画的に出来る。それに、製造をある程
度「圧縮」出来るので、人時売上高を上げやすいこと。

「仕出し事業」のライバルは、経営者自らが厨房に入り調理してい
ることが多く、経営や戦略といった経営者業を行いにくい。創意工
夫をすることでライバルに勝ちやすいのではないかと思ったこと。

「 高級弁当宅配事業 」特化決意を後押しした経営的な➎つの観点

1. 

お届けエリアを拡大し、お客様をふやすことで、1つの工場（資産）
を回転させ、売上最大化が可能であり、総資産回転率を上げるこ
とにつながること。

地域特有の食文化を主戦場にしているので、コンビニや大手には
真似されにくく、ニッチ市場でのナンバーワンになるのが早いこと。

2. 

3. 

4. 

5. 
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飲食店・惣菜店経営から撤退⇒弁当宅配専門店経営に特化で年商2.6億円！

「 高級弁当宅配事業 」特化後の株式会社ふるかわの業績推移

まずは、車で20分以内の商圏でのシェア獲得に注力しました。
受注システム、顧客管理システムを構築し、お客様の過去のご注
文履歴やご要望を全員で共有、かゆいところに手が届く接客を心が
けたこと、年3回のチラシで情報を発信したこと、お客様の要望に合
わせた掛け紙サービスなど顧客に寄り添う商売を徹底したこと、受
注後の感謝の手紙を徹底したこと。色々な工夫を重ね、地域の皆
様から少しずつ選んでいただける店になることができました。3年後の
2011年には2.1億円の売上を記録。そこから右肩上がりで売上を伸
ばし、昨期は2.6億の売上を達成しました。弁当宅配事業に特化し
たことで「ヒト・モノ・カネ」全てを1つの事業に集中させることができる
ようになり、無駄がなくなり、利益率が大幅に改善しました。
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車で20分圏内の
一般家庭顧客か
らの売上構成比が
6割強。今後は法
人顧客の開拓を
別ブランドで進め
ている。
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飲食店・惣菜店経営から撤退⇒弁当宅配専門店経営に特化で年商2.6億円！

利用シーン別商品一覧

弁当

43%

会席

19%

オードブル

21%

通夜・葬式

5%

その他
12％

商品カテゴリー別構成比

一般家庭向けブランド「ふるかわ」と法人向けブランド「ふるかわグランデ」
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今後より一層力を入れることは、「事前調理の仕組み化」と「誰
でもできる化」による、従業員様の労務環境の改善です。
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飲食店・惣菜店経営から撤退⇒弁当宅配専門店経営に特化で年商2.6億円！

このビジネスは、少なからず繁忙期と閑散期の売上格差があります。
それが労働時間の偏りに繋がる為、その問題解決には「時間を貯め
る」ことが必要でした。そんな時クックチルや真空調理や急速冷凍など
の「事前調理」を多用することで、閑散期には繁忙期の仕込み作業を
することができ、「作業量の標準化」が出来ることを知りました。それを
導入したことで、繁忙期は盛り込みに労働力を集中投入できるように
なり、労働生産性も格段に上がりました。一番不思議なことはこの調
理法を活用すると、冷凍をしているのに味が落ちなかったことです。

Q. なぜ「事前調理」が必要なのか？

Q. なぜ「誰でもできる化」が必要なのか？

弊社は職人様の退職の後大変な思いをした過去があるため、「パー
トさんだけでもできる」ことをすごく大切にしています。「 ①レシピをしっ
かり作り、数値化 ②スチコンを多用し、温度と時間を決めて標準化
③クックチル、真空調理などを多用し、調理を標準化 ④料理写真や
盛付例をしっかり見える化 」この辺りを徹底し、社内でも勉強会を重
ねることで大分仕組みが整ってきたように思います。

Q. 株式会社ふるかわの今後は？
弊社は地域のお客様に愛される企業になっていきたいと考えていま
す。お客様に愛される為には、従業員がいきいきと楽しく働いていなけ
ればいけません。適切な労働時間、適切な給与、適切な休日の下、
「おいしい料理を通じて、出雲の食文化の伝承と、家族や地域のだん
らんに笑顔を届ける」という理念のもと従業員一丸となってお客様に貢
献できるサービスを考えていきたいと思います。そのために業績を上げ
続けながら、従業員に還元できる原資を蓄積していきたいと思ってい
ます。そして、厨房の機械化、事務作業のシステム化など生産性UP
のための投資をこれまで以上に促進していきます。



なぜ飲食店・惣菜店経営者に「人手不足を前提とした」
高級弁当宅配専門店出店をおすすめするのか？
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皆様こんにちは。
株式会社船井総合研究所 フード支援部の春日と申します。
レポートの内容はいかがでしたでしょうか。

株式会社ふるかわ様の成功事例レポートをご覧になって、
「本業以外の軸を持たなければならないのは分かるが本当に成功するの？」
「今更弁当宅配事業に参入して遅くないの？」
「事前調理が必要なのは承知しているが味が落ちたら意味がないのでは？」
「WEB対策なんて年配の方が周りに多いうちには関係ないのでは？」
「宅配事業専門のセントラルキッチンは確かに気になるが、本当に儲かる
の？」

と疑問を持たれている経営者様も少なくないのではないかと思います。
実際弁当宅配事業に参入し、うまくいかずに辞めてしまう企業が存在するのも
事実です。ではなぜ成功する企業とそうでない企業がいるのでしょうか。日野
様をはじめとした日本全国の様々な飲食店の弁当宅配専門店開発をお手伝
いさせて頂いてルール化した「弁当宅配事業に参入して成功する企業が実践
した３つのステップ」を次ページにまとめてみました。

株式会社船井総合研究所
フード支援部
マーケティングコンサルタント 春日 大輝
関西学院大学卒業後、大手食品メーカーに入社。船井総研に転職後
も食に関する企業の支援にこだわり、現在は宅配・ケータリング業を専門
としている。月20日以上を現場でのコンサルティングに費やし、支援先
数は社内でも随一。戦闘レベルの提案から中長期的な戦略構築まで、
経営者に徹底的に寄り添うコンサルティングスタイルには定評がある。

【講演実績】
・牛玄亭厨房の高級弁当宅配事業ノウハウ大公開セミナー

・「なぜなだ万の高級弁当宅配事業は持続的成長を続けることが出来るのか」

・和食店向け高級弁当宅配新規参入セミナー

・惣菜店向け完全予約型弁当宅配セミナー

・飲食店向け宅配専門店舗開発セミナー 他
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STEP1で
経営者がぶつかる悩み

既存店舗で宅配参入

弁当宅配事業成功企業の3ステップ

・既存店舗の売上不振をなんとかしたい
・外食事業以外の経営の軸をつくりたい
・儲かるビジネスがしたい
・時流に適応したビジネスがしたい

外食店・惣菜店
経営者の悩み

STEP.0 成熟化した外食市場での経営

STEP.1 既存店舗の厨房で弁当宅配事業参入
・既存厨房・既存人員で展開可能
・投資はホームページのみ
・既存店舗の収益性が劇的に改善
・法事顧客にターゲットを絞った商品開発

メリット

・労務環境の悪化
・衛生環境リスク
・在庫・ロスリスク

既存店舗で宅配参入

STEP.２ 弁当宅配専門セントラルキッチンの設立
・夕方で帰宅できる「良」労務環境
・正社員3名パート4名で売上1億が可能
・厨房の機械化を勧め、衛生リスク回避
・自社の外食店舗の仕込みも可

既存店舗で宅配参入

STEP.３ 一拠点多ブランド展開
既存顧客の名簿を生かして、パーティケータリング事業や寿司
宅配事業、ギフト事業など、一拠点で複数のブランドを構築。3
億の売上を作るセントラルキッチンを目指す。

なぜ飲食店・惣菜店経営者に「人手不足を前提とした」
高級弁当宅配専門店出店をおすすめするのか？
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都心から地方まで。焼肉店、和食店、惣菜店etc
日本全国で高級弁当宅配事業の成功事例が続々誕生

特集 「宅配・ケータリング成功事例集」

正社員2名で事業構築2年で年商1億。飲食店＠東北

商圏人口30万人の飲食店。参入初年度に年商7500万営業利益
率19.8％を達成。参入２年目には年商は1億円を突破。正社員2名
＋P/A5名の少人数体制なので利益率は営業26.8％。

人員7名で4日間1,100万円の売上達成和食店＠九州

足元商圏人口10万人未満の地域で宅配専門店を出店。参入4
年後年商1.8億円を達成。厨房の機械化を進め、お盆4日間を
正社員2人＋パート5人で1,100万円の売上を記録。

脱葬儀社案件＋直販強化で利益率10%UP飲食店＠中部

利益の残らない手数料販路の整理、直販で法人顧客開拓を進
め、1年間で売上昨対130%の1.8億円、事業利益率が10ポイ
ントアップで17.5%。営業利益額はなんと前年比320%。

宅配専門CK設立3ヵ月で月商1,000万円焼肉店＠東北

商圏人口30万人の焼肉店が宅配専門CKを立ち上げ、3か月で
月商1,000万円を達成。法人顧客をWEBで開拓し、立ち上げ
初年度の年商8,000万円の内7割を占める。

パーティケータリング参入4年目で
年商1.8億円営業利益3,600万円

ブライダ
ル＠関東

高級弁当宅配参入4か月目で
月商700万円達成（人口23万人）

飲食店＠
東北

人口10万人の地域で
取組初年度売上400%達成

仕出し店
＠東北

収益性改善の取り組み1年で
前年対比営業利益率16%改善

仕出し店
＠北陸

惣菜店を宅配専門店化。万年赤字の
惣菜店が営業利益率35%の高収益企業に

惣菜店＠
北陸

その他にも
成功事例多数！



ここまでレポートをお読み頂いた経営者層の皆様は、おそらく現
在高級弁当宅配事業に取り組まれているかもしくはこれから取り組
もうとしている経営者様でしょう。そして、「法人顧客開拓」「ポータ
ルサイト依存・葬儀会社依存の売上構成を何とかしたい」「WEB強
化」「本業に代わる収益の柱を作りたい」など、非常に強い想いを
持たれていることでしょう。

そんな皆様のために、本レポートでも紹介しました、
株式会社ふるかわの代表取締役 古川雅巳氏をゲスト講師にお
招きしたセミナーを開催します。当日は宅配事業成功の秘訣、セ
ントラルキッチン設立のポイントなどノウハウを包み隠さずお話し頂
きます。

次項にセミナーで学べるポイントを整理してみました。

レポートを最後までお読み頂いた熱心な社長様へ

一年に1回の特別セミナーのお知らせです。
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株式会社ふるかわの高級弁当宅配のノウハウが全て分かる！

特別セミナーのご案内

飲食店・惣菜店経営者向け
「高級弁当宅配業績UPセミナー」のご案内

今回、取材に応じてくださいました

株式会社ふるかわ 代表取締役 古川雅巳氏
がゲスト講師としてご登壇！

弁当宅配専門店で年商1億のノウハウを語って頂きます。



古川社長の講演内容(一部）

高級弁当宅配ビジネスについて

商品戦略について

販促戦略について

顧客管理・数値管理について
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明日からの経営判断のヒントになる！すぐに役立つ

セミナー当日に学べる具体的なポイント

■弁当宅配専門セントラルキッチンの全容
厨房機器・レイアウト・投資内容など

■株式会社ふるかわの具体的取組み（営業・販促・システム等）
■商圏人口15万人エリアで月商2000万の顧客開拓ノウハウ
■事前調理の仕組み化（急速冷凍やスチコンの活用方法）について
■HACCEP対応を目指す環境問題への取り組み

■弁当宅配事業社の最新事例と時流
■パーティケータリング事業・パーティオードブル事業への参入
■手数料有販路売上依存から脱却！自社販路獲得の為の営業手法
■参入後即業績UP！準備期間3ヵ月の細かな施策すべて公開

■後発参入でも選ばれるMD戦略をズバリ公開
■繁盛店は必ず押さえている持っておくべき商品の売価

■年間販促スケジュールの立て方
■都市部と地方、商圏別これだけ販促・集客法とは？
■新規参入直後に1,000万円の売上を作ったチラシを大公開
■「今」取り組まなければ手遅れになる弁当宅配事業のWEB戦略
■もうポータルサイトに頼らない。自社ホームページの作り方
■検索上位から競合が消える、検索エンジンを独占する方法とは

■50%以上の顧客がリピートする顧客管理手法！
■利用回数別リピート率を把握してリピート率圧倒的改善
■顧客管理から製造指示書まで一括管理できるシステムの紹介
■販促検証帳票で必ず販促効果をチェック
■VIP顧客の離脱防止！RFM分析の手法 ・・・ほか多数

株式会社ふるかわの高級弁当宅配のノウハウが全て分かる！

特別セミナーのご案内



いかがでしたでしょうか？
本セミナー開催に当たり、たくさんの経営者様にインタビューを行い
ました。
「本当に経営者が今知りたいこと」を抜粋しそれをふんだんに詰め込
んだ内容になっております。

「迷子の経営期」を乗り越え、弁当宅配事業で1拠点売上2.6億円
を達成した株式会社ふるかわの古川社長の生々しい事例や成功
談、失敗談を目の前で聞くことが出来るチャンスです。

大人気のセミナーですので座席に限りがございます。前回のセミ
ナーでは多数のお申し込みを頂きキャンセル待ちをして頂く企業が
数十社出てしまう状態になってしまいました。

セミナーへの参加をご検討頂くに当たって最後に一つだけお願い
がございます。社長様が経営戦略を考える為の講演テーマですの
で、必ず社長自らご参加ください。社長＋事業責任者もしくは料理
長でお越しいただき、セミナーの内容を互いにシェアして今後の貴社
の戦略構築にお役立ていただくという参加方法が一番ご満足いただ
けるかと思います。担当者様だけでのご参加では、講演内容にご満
足いただけないかもしれません。本気で現状を打破したいとお考え
の社長様のご参加を心よりお待ちしております。

株式会社船井総合研究所
フード支援部

マーケティングコンサルタント 春日大輝
13

株式会社ふるかわの高級弁当宅配のノウハウが全て分かる！

特別セミナーのご案内



これから何をしていこうか、するべきか、ヒント

をいただけました。

ポイント、要点が明確でわかりやすかった。

資料が非常に多いので、有効活用しようと思いま

す。

悪い例も話して頂いたので安心して聞く事ができ

ました

宅配ビジネスはやるものではないという考えが

あったがすばらしい販路があることに気づきまし

た。

売りっぱなしではいけない。アフターフォローの

大切さを痛感しました。

高級弁当宅配のノウハウを学べ、今後どう活かし

ていくか考えを新たにしたいと思いました。

また、アフターフォロー計画は参考になりました

ので自社でもアクションしていきます。

大変参考になりました。時間の都合で居残れない

のが残念です。次回に期待しています。

集客方法に関して、大変参考になった

当たり前ですが、仕組が多様にあり、取り入れら

れる事が多々有りました。また他社競合との差別

化を図るポイントもたくさんある事がわかりまし

た。

弁当業界に特化したセミナー受講は初めてだった

ので、よりリアルに気づきがたくさんありました。

教材も分かりやすく参考になりました。

たくさんの気づきと今までのまとめができ、今後

のビジョンを描くことができます。

色々なネットマーケティングの情報を知れたこと

過去セミナー参加者の
満足度
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満足

95％
95%95%

過去セミナーにお越しいただいた方のお声を一部抜粋しました



このような方は是非レポートをお読みください

利益の残る弁当宅配専門セントラルキッチンに興味がある
CASE
１

弁当宅配事業に興味があるが、「衛生リスク」が気になる
CASE

2

自社サイトから弁当宅配の売上を作りたい
CASE

3

急速冷凍、真空包装、スチコン等を活用した「事前調理」に興味がある
CASE

4

これから高級弁当宅配事業に本格参入したい
CASE

5

Report of the Foodderivery Industry

飲食店・惣菜店経営から撤退⇒
弁当・オードブル宅配専門店経営特化で年商2.6億円

ーレポートより抜粋ー

クックチルや真空包装、急速冷凍など
の「事前調理」を多用することで、閑散
期に仕込み作業をすることができ、「作
業量の標準化」が出来ることを知り、そ
れを導入しました。すると、「時間を貯
める」ことができるようになり、労働時間
の平準化につながりました。不思議なこ
とに「味」も全然落ちないのです。

株式会社ふるかわ 代表取締役

古川 雅巳
FURUKAWA MASAMI
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