


スペシャルインタビュー

弊社は静岡県浜松市で、外食事業として焼肉業態を現在8店

舗展開しております。創業当初は焼肉以外にもイタリアンビュッフェ、

FC居酒屋等、様々な業態を経営しておりましたが、エリアと業態

を拡げたことでマネジメントしきれず、焼肉以外の事業は全て撤退

しました。そのため、キャッシュフローが苦しい時期もありましたが、逆

に焼肉店に特化したことでいまの収益基盤が構築できたと思いま

す。浜松のロードサイドは大手焼肉チェーンがひしめいている
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人手不足に悩んでいた地方の焼肉店が
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売上10億円を目指す道のり
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競争の厳しい環境です。そのような中で私たちのような小さな会社

は大手チェーンと差別化を図らなければ生きていくことはできません。

当時大手チェーンとの差別化として「和牛一頭買い」し、和牛を

リーズナブルに提供できるお店が全国的に好調だったため、私たち

もそのポジショニングへシフトしました。その結果、売上は伸び続け、

焼肉店を少しずつ増やしていくことができるようになりました。また、自

社競合を避けるために食べ放題専門店の「牛の蔵」も開発しまし

た。食べ放題専門店も大手チェーンとの差別化として国産牛も一

部使用するスタイルを選択したことで、こちらの売上も伸ばし続ける

ことができており、立地条件のあまり良くない1号店に続き、グルメ街

道エリアに2号店も出店することができました。結果、経営面でも

キャッシュフローが苦しかった時期を脱し、過去最高売上、過去最

高利益を出せるようになりました。

人手不足に悩んでいた地方の焼肉店が
「ドミナント出店・省人化業態開発」で売上10億円を目指す道のり

和牛焼肉火の国 初生店 焼肉食べ放題牛の蔵 有玉店



集客・売上・収益は順調なのに・・・

人手不足への尽きない悩み・・・

時給アップや待遇改善にも力を入れるものの、

成長することへの不安がありました・・・

一方で、業績は好調なのに人手不足の悩みは日を追うごとに高

まってきました。浜松は製造業が発達した地域で、全国的に見ても

有効求人倍率は高いエリアです。週末にシフトが組めない、アルバ

イト・パートスタッフの人数が足りない、採用経費は高くなるが募集

をかけても人がなかなか集まらない・・・「業績は良いのに人材

不足で会社の成長が止まる・・・」 採用力を高める取り組

みをスタートする一方、働き手の絶対数がこれから減っていく時代

に店舗を増やしていくことに不安を感じておりました。

これまでは人に困ったことが無かったが
深刻な人材不足に頭を悩ませるように・・・

人手不足に悩んでいた地方の焼肉店が
「ドミナント出店・省人化業態開発」で売上10億円を目指す道のり



人手不足時代に対応したビジネスモデル開発・・・

焼肉における新業態開発が会社の成長のエンジン！

【省人化モデル】の研究と開発へ

全テーブルに設置されている
レモンサワーサーバーで

省人化を実現

そんな中、運営スタッフの人数が少なくて済むビジネスモデルで成

功している焼肉店があると聞き、スグに視察に行きました。その焼肉

店では、全てのテーブルにレモンサワーのサーバーが設置されており、

レモンサワーの飲み放題価格がなんと60分500円と破格の安さで

した。その省人化要素に加え、フードメニューも「ほぼ全品380円

以下」にする価格訴求を実施しておりました。すぐに浜松の繁華街

で同モデルをオープンした結果、集客に成功し20坪40席の小さな

店舗で月商700万円を達成しました。「省人化要素」に「全品

380円以下」という価格訴求を加えることで郊外でも十分集客でき

ると確信しました。

２０坪４０席で
月商７００万円を達成

人手不足に悩んでいた地方の焼肉店が
「ドミナント出店・省人化業態開発」で売上10億円を目指す道のり



【省人化モデル】の駅前繁華街店の成功を受け、

郊外でも【省人化×ほぼ全品380円以下】の業態を

開発！月商1300万円を達成！

駅前の【省人化モデル×ほぼ全品380円以下】の業態が集客に

成功するのを受け、郊外でも同様の業態を開発しました。そちらの

業態では回転寿司店が使用するような特急レーンで、

厨房から客席へ人手を介さずに商品を提供するシステ

ムを導入していました。特急レーンとタッチパネルの導入より、25

卓125席の大型店舗をたった4人のホールスタッフで

営業することが可能となりました。さらに、食べ放題業態ではな

いため、厨房の負担も軽減してました。このモデルであれば人材不

足の時代においても成長していけると実感しました。

タッチパネル×特急レーンで
省人化を実現

１２５席で
月商１３６０万円を達成

人手不足に悩んでいた地方の焼肉店が
「ドミナント出店・省人化業態開発」で売上10億円を目指す道のり



海外出店、続く国内ドミナント出店、働き方改革も

推進中。長年目標としてきた、年商10億円も間近に。

今後の企業の成長を見据え、海外でも出店を行っております。

中国寧波市明州里には「日本式単品焼肉業態」を出店し、今後

はフィリピン、ベトナムインドネシアなどのアジアを中心に出店のサポー

トをし、海外におけるスタッフの独立支援も視野に入れております。

国内においても駅前型の「省人化焼肉業態」の2号店が1号店の

オープンから約1年後にオープンしました。1号店から徒歩10分以

内のエリアに出店した2号店は、58席で月商550万円を達成し、

1号店とあわせて浜松の繁華街エリアで月商1,000万円を達成

しました。引き続きドミナント出店を行い地盤を強固にしま

す。働き方改革も同時並行で推進中で、従業員にとっても働き

やすい飲食企業を目指します。

中国寧波市に出店した
日本式単品焼肉業態

人手不足に悩んでいた地方の焼肉店が
「ドミナント出店・省人化業態開発」で売上10億円を目指す道のり

1号店から約1年後にオープンした
大衆焼肉酒場業態の2号店目



全国各地で大衆焼肉酒場業態

１８坪３７席
月商３５２万円達成

２１坪４０席
月商６５４万円達成



成功事例が増えています！

２５坪４８席
月商４８０万円達成

１４坪２５席
月商２４０万円達成

７０坪１３０席
月商１,０００万円達成

３０坪６０席
月商５８０万円達成



ポイント その１）

ビジネスで成功するためには「選択と集中」が必要不可欠です。

船井流では「長所伸展」「一点突破」という言い方をします。ランド

マーク様は起業当初は複数の飲食事業を手掛けられていました

が、リーマンショックで業績が悪化したことを機に、唯一業績の下が

らなかった焼肉事業に特化することを決断されました。それからは

郊外を中心に「単品焼肉」「焼肉食べ放題」などを複数店舗ずつ

展開することで業績はV字回復を達成しました。また、店舗数が

増えて肉を取り扱う量が飛躍的に増えたため、大量仕入れにより

３分間セミナー

こんにちは。株式会社 船井総合研究所の二
杉 明宏と申します。ランドマーク様の最新開
発レポートはいかがでしたでしょうか？
ここでは焼肉事業売上10億円を達成する
ために必要不可欠なポイントについて
解説させていただきます。

ビジネスモデルのポイント解説

経済が衰退する地方商圏において

なぜ【焼肉事業で売上10億円】を

目指すことが可能なのか？

株式会社船井総合研究所
フード支援部

上席コンサルタント
二杉 明宏



３分間セミナー
ビジネスモデルのポイント解説
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ランドマーク様の年商推移

多業態を
展開

焼肉事業
に特化

質の高い牛肉を安く仕入れることが可能となりました。その段階で、

CK（セントラルキッチン）を作り牛肉の加工を一か所で行い、各

店舗に配送する形を確立されました。これにより、現場では肉の

カットに詳しい「職人」を配置する必要がなくなりました。

また、浜松市にドミナント出店をしているため本部から各店舗へ

の視察が容易になり管理効率が高い点も焼肉事業の急成長を

支えています。

リーマン
ショックにより
業績悪化

セントラルキッチン



ポイント その２）

人手不足と人件費高騰が深刻化しており、「少ない運営人数で

しっかり収益を上げられるビジネスモデルの開発」が企業存続の

要になってきます。ここでは郊外立地の省人化業態について簡単

に解説します。郊外焼肉省人化業態の省人化ポイントは「注文

をタッチパネルで受け付け、提供を特急レーンで行う」ことです。

これにより、200席規模でもホール4名ほどで運営が可能になりま

す。この業態は焼肉業界を牽引している焼肉食べ放題業態に比

べて原価率はさほど変わらないものの、人件費が20％ほど下が

り、お客様の滞在時間は60分ほどとなり、時間当たりの売上高

は上がり、高収益な業態となります。今後、中小企業においても

人材採用力を高めるための待遇改善投資は必須となります

が、そのためにも高収益業態へ事業モデルをシフトチェンジするこ

とが持続的な企業成長の鍵となります。

省人化
・機械化
・IT化

集客力
・価格訴求
・高い席回転

高収益化
持続成長

３分間セミナー
ビジネスモデルのポイント解説



★最後までレポートをお読み頂いた熱心な経営者様へのご案内

2020年3月24日（火）＠ 静岡県浜松 ランドマーク様各店舗

最後まで本レポートをお読みいただき、ありがとうございました。

地方郊外では人手不足のあまり営業中止・閉店に追い込まれ

る飲食店も多い中、地方の元気な中小企業が【省人化×高い

集客力×高い収益性】の3拍子揃ったビジネスモデルに挑戦さ

れて焼肉事業売上10億円を目指されています。

本レポートでご紹介したビジネスモデルはこれからの人材不足

時代においても企業の持続的成長を無理なく実現していくこと

に寄与するモデルです。

今回、本レポートにてお話を頂戴しました当社会員企業で

ある株式会社ランドマークの森社長にもご協力いただき、今

回の取組を実際に体感できる「現地視察セミナー」をご用意し

ました。実際に、焼肉事業10億円を目指すためのポイントを存

分にお話しして頂きます。ぜひ持続的な企業成長を目指してお

られる熱心な経営者様はセミナーにご参加くださいませ。

セミナーご案内
開催決定！焼肉業態で10億円を目指す！現地視察ツアー

開催決定



本セミナーで公開する焼肉売上10億円達成ノウハウについて

ほんの一部をご紹介させていただきますと・・・

１）地方都市で人手不足に悩まない省人化の実現方法

２）脱・人手不足！128席をたった4人のホールで回す方法大公開

３）全卓に商品を提供するオーダーレーンの秘密大公開

４）省人化でも欠かすことのできない「接客ポイント」とは？

５）ほぼ全品380円以下！圧倒的お値打ち価格の実現方法

６）低価格でも原価を適正に保つ「理論原価表」の活用方法

７）0.2秒で心をつかむ！思わず入店したくなる外観の作り方

８）「何屋」で「いくらで食べられるか」 売れる店頭づくり解説

９）敷地面積は？建坪は？理想のレイアウトは？店舗開発大公開！

１０）地方でも出来る！Googleなど効果的なWEB販促のやり方

１１）増税後も強い業態開発のつくり方 固定客化手法

１２）ローカル企業が焼肉事業で売上10億円突破する経営戦略

１３）人材獲得力を高めるこれから必要な基盤整備のやり方

１４）集客力を持った商品と利益を獲得する食材の調整方法

１５）2020年～ 今後の焼肉業態の時流予測 ･･･ほか

経営者の最も大切な仕事は自社が取るべき「戦略」を明確に

つかみ、組織に発信し、実行することです。そのためには「びっくり

成功事例」を知ることが近道です。ぜひ前向きな飲食店経営者

の皆様と東京でお会いできることを楽しみにしております。

セミナーご案内
開催決定！焼肉業態で10億円を目指す！現地視察ツアー



焼肉事業売上10億円を
突破するために
必要なステップ、
出店ノウハウ大公開

お客様満足度を高める
商品・メニューの作り方

高い集客力を実現し、
利益を

残せる商品構成当たるオープン販促
【紙媒体＆ＷＥＢ】
の具体的手法

集客商品と収益商品の作り方

投資計画、
損益計画など
事業構造を解説

生産性の高いスタッフを
即戦力化するための
育成マニュアル公開



本ＤＭに同梱しております申込用紙に
ご記載のうえＦＡＸにてお送りくださいませ。

担当：星野

（２４時間対応） https://www.funaisoken.co.jp/seminar/055982 

セミナー情報をＷＥＢページからも
ご覧いただけます！

ＷＥＢからのお申込み
右記のＱＲコードを読み取り頂きＷＥＢページの
お申込みフォームよりお申込みくださいませ。

日程がどうしても
合わない企業様へ 個別経営相談承ります。

まずは、お問い合わせください。
平日／９：４５～１７：３０
内容に関するお問い合わせ：岡本

お申し込み方法

ＦＡＸでのお申込み

２０２０年３月２４(火) in浜松
セミナー会場：ＴＫＰ浜松アクトタワー カンファレンスセンター

タイムスケジュール
１１：００ 集合＠ＪＲ浜松駅 新幹線改札口前

１１：３０ 出発（バス）

１２：００ 省人化焼肉業態①視察

１３：００ 移動（バス）

１３：３０ 船井講座
＠ＴＫＰ浜松アクトタワーカンファレンスセンター

１４：３０ ゲスト講座
＠ＴＫＰ浜松アクトタワーカンファレンスセンター

１５：３０ 省人化焼肉業態②視察

移動（徒歩）

移動（徒歩）

１６：３０ まとめ講座
＠ＴＫＰ浜松アクトタワーカンファレンスセンター

１７：３０ 現地解散
＠ＴＫＰ浜松アクトタワーカンファレンスセンター

セミナー内容

株式会社 船井総合研究所
フード支援部 焼肉チーム

岡本 星矢
船井総合研究所における焼肉専門のコンサルタント。焼肉店の売上・利益アップを専
門に全国各地を奔走。売上利益が上がるメニュー構成提案から、客数を増やす「紙・
インターネット・SNS」を活用した集客方法を提案。また、焼肉店の新店出店、新業態
開発にも多数携わり焼肉店のコンサルタントとして豊富な経験をもつ。焼肉店の売上
過去最高月商達成、売上昨対比190％超達成、14か月連続売上昨対比110％超
達成などの実績がある。

株式会社 ランドマーク
代表取締役

森 幸太郎氏

株式会社 船井総合研究所
フード支援部
部長 上席コンサルタント

二杉 明宏
外食産業におけるコンサルティング活動に従事。
業態開発、新規出店、多店舗展開、既存ブランドのブラッシュアップによる
持続的な企業業績向上のプロデュースを得意とする。

船井講座

焼肉事業を売上10億円化する方法

ゲスト講座
焼肉事業の年商を大きく伸ばすために実際にやったこと

まとめ講座

実際に何を見られるの？聞くことができるの？
・焼肉事業で10億円を達成するためのステップ、考え方について
・人手不足時代でも出店・運営できる「省人化焼肉業態」とは！
・営業利益率20％超をたたき出す高収益業態のカラクリ大公開！
・省人化を実現する「特急レーン」の裏側大公開！
・圧倒的な集客を実現する最新ＷＥＢ集客方法について
・省人化業態の投資額、損益など気になる数字について

株式会社 ランドマーク
取締役副社長

久保田 奈津美氏

※こちらの視察で昼食も兼ねます。

https://www.funaisoken.co.jp/seminar/
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