
宿泊業料飲売上アップレポート

料飲部門生産性アップ
最新ビジネスモデルレポート

人手不足対応 労務環境改善
宴会・婚礼
売上減

１ 高級弁当デリバリー

4.7万人商圏で初年度売上4,200万円！
を実現。平日や閑散期の売上獲得で人
時売上1,045円をアップさせる完全予
約注文型ビジネスモデル！

【高級弁当はなぜ凄い！？】

１ 予約注文で計画生産可能

２ 法人獲得で閑散期売上増

３ 職人要らずの調理フロー

２ 省人化・高収益カフェ

リモデルで労務環境改善！オペレー
ションの自動化、調理の簡易化で人件
費はFL50％以下に。“職人要らず”が
実現する「超」省人化業態！

【人手不足でも成功する！？】

１ ホール業務のシステム化

２ 半調理品仕入れで簡易調理

３ フードメニューの充実性

に悩む
経営者向け

ビジネスモデルの詳細・成功事例については中面に！

労務環境悪化の原因は料飲部門のビジネスモデルにあった！？

既存設備・施設活用で生産性を一躍向上させた最新ビジネスモデルとその秘密とは—



宴会・婚礼
売上減少

宿泊売上減少

職人人件費の
だぼつき

平日・閑散期の
低稼働率

に悩む

地方商圏の

シティホテル
ビジネスホテル

にお勧め！

Yホテル様
＠商圏人口4.7万人

Kホテル様
＠商圏人口10万人

Tホテル様
＠商圏人口16万人

ホテルK様
＠商圏人口2.7万人

高級弁当デリバリーの概要と5つのメリット

【今後の取り組み】
館内物販展開・複合ブ
ランド展開を絡め中食
３億円事業化へ。

【今後の取り組み】
飲食部門強化・顧客基
盤活用を含めた料飲売
上最大化に取り組む。

【今後の取り組み】
物販強化・外食業態開
発などで「食の１０億
企業」創りへ。

【今後の取り組み】
レストラン強化＋デリ
バリー強化で料飲売上
１億円増加を目指す。

高級弁当デリバリー事業とは、個人の
法事や慶事、家族での集まり、法人で
は会議や研修、接待などのイベントに
対して弁当や会席、オードブルを提供
するサービスです。特徴は、事前予約
であること・使い捨て容器であること
が挙げられます。また実際の商品は右
の写真のようなものがあります。

１ 事前予約なので製造・人員計画を立てやすい(⇔出前)

２ 繁閑差が少なく売上・利益が安定する(法人需要獲得)

３ 標準化・機械化しやすく職人が不要(職人と業務分担)

４ 高粗利・低投資で高収益性に(初期投資約100万円)

５ ストック型のため売上が積上式に伸びる(⇔フロー型)

高級弁当デリバリー売上を上げて

生産性を上げるなら

料飲部門の高生産性を実現

成功事例① 地方商圏
シティ
ホテル

【参入背景】
・婚礼件数の50％減
・宴会売上大幅減少
⇒料飲売上が最盛期
の60％まで下落

【実施後の成果】
初月売上550万円、
営業利益180万円で
投資を回収。4.7万
人商圏でも初年度売
上4,200万円を達成。

成功事例③ 駅前立地
ビジネス
ホテル

【参入背景】
・大手競合の進出に
よる宿泊客数減少

・料飲売上減少
⇒全館売上は徐々に
下落

【実施後の成果】
たった11坪弱の厨房、
新規採用0人で初年度
売上3,500万円、2年
目売上は5,000万円。

成功事例④ 郊外立地
ビジネス
ホテル

【参入背景】
・仕出し売上の減少
・宴会売上の減少
・宿泊客数の停滞
⇒全館売上が減少し、
人件費率も上昇

【実施後の成果】
足元商圏2.7万人関
わらず、昨期の売上
は6,000万円までに
成長。

成功事例② 観光地
シティ
ホテル

【参入背景】
・婚礼件数の減少
・宿泊売上の減少
⇒全館売上は最盛期
の75％まで下落

【実施後の成果】
参入5ヶ月で売上は
2,000万円を超え、
初年度売上は5,000
万円を達成。



職人の
労働時間超過

労務環境悪化

人材の
採用・定着

業務のＰ/Ａ化

に悩む

シティホテル
リゾートホテル
ビジネスホテル

にお勧め！

【業態概要】
「人手不足」「採用難」が前提となる中、開発
された省人化カフェ業態。集客力があるのに、
少人数かつP/Aのみ運営を可能にし、料飲活性
化を目論むホテル企業から大きな注目を集める。

【導入背景（BEFORE）】
・朝食～夜の宴会まで職人に依存するた
め、労働が長時間化

・集客難もありレストラン部門は赤字
・ホテルや厨房業務への求人応募はほと
んど無し

⇒慢性的な労務環境悪化と不採算部門化

【導入後業績（AFTER）】
・朝～夕方のカフェ営業時間はP/Aのみ
運営が可能に

・営業利益は22％と黒字部門化
・カフェの求人で応募数は以前の10倍に
⇒職人は週休2日を実施し労務環境は改
善し、黒字部門化

先行導入企業：Yホテル様@山口県

勘定項目 構成比 想定金額
※月商300万円の場合

売上 100% 3,000,000

食材原価 25% 750,000

人件費 20% 600,000

賃料 3% 90,000

水光熱費 5% 150,000

諸経費 5% 150,000

営業利益 22% 660,000

マスターズカフェモデルＰ/Ｌ

償却
※施工・システム

20% 600,000

省人化・高収益カフェ労働時間を下げて

生産性を上げるなら

する２つのビジネスモデル

【①地元客が90％の秘密とは！？】
通常のカフェ業態とこの大きな業態
の違いは「フードメニューの充実性
」にある。これによって、ランチ需
要の獲得が出来るため、特に地方商
圏では、ランチ提供を出来る競合が
少ない事もあり、地元客の来館誘因
となる。

【②脱・職人依存型！
P/Aのみで製造可能な理由は？】

P/Aのみの運営を可能にしている大
きな要因は、ほとんどのメニューが
半料理品の仕入れによるものである。
レトルトやチルドパックを仕入れ、
現場では最終仕上げや加熱しか調理
工程がない為、負担も少ない。

【③人件費は驚異の２０％！
人手の掛らない運営とは？】

この業態では、注文⇒タッチパネル
会計⇒自動精算機、発注や数値管理
⇒システム、とホールや管理業務が
殆ど自動化されている。そのため、
製造も含めて人手を割く業務は無く
人件費が20％となっている。



【無料出張セミナー実施のお知らせ】
本資料をお読み頂き有難うございました。掲載のビジネスモデルに
関する本資料をお読みの方限定で無料出張セミナーを実施させてい
ただきます。下記の方法よりお申し込み頂けます。
また本資料の内容に関するご質問・お問い合わせも承っております
ので、お気軽にお問い合わせ・ご連絡ください。

１ 同封のＦＡＸ用紙よりお申し込み

２ ＷＥＢフォームよりお申し込み

同封のＦＡＸ用紙よりお申し込み用紙（右
図）のチェック欄に✔をご記入の上、必要
事項を明記の上以下の番号にご返送下さい。

FAX番号：06-6232-0040

右のＱＲコードもしくは以下のＵＲＬにア
クセス頂き、必要事項をご記入の上、送信
下さい。

無料経営相談
フォームはこちら

【本申込に関するご質問・お問い合わせ先】
Mail：d-hayashida@funaisoken.co.jp
Tel：070-2299-0596（担当直通）

株式会社 船井総合研究所

【株式会社船井総合研究所のご紹介】

創立 1970年3月6日
従業員 627人（2017年12月時点）
資本金 3,000百万円
最高顧問 船井幸雄
代表取締役社長 社長執行役員 中谷貴之
ＵＲＬ http://www.funaisoken.co.jp/

経営コンサルティング業界では世界ではじめて株式公開を果た
した日本最大級の経営コンサルティング会社。「お客様の業績
を向上させること」を最重要テーマとし、現場戦闘レベルに強
い独自の船井流経営コンサルティング理論を展開している。実
践的なコンサルティングは規模を問わず様々な業種・業態から
高い評価を得、現在も約600名以上の専門家が5,000社を超える
支援先企業のサポートにあたっている。

https://ws.formzu.net/fgen/S41369676/



【御社情報について】

御社名

ご住所

お名前 ご役職

TEL MAIL

【ホテル料飲売上アップの無料経営相談について】
無料出張セミナーをご希望の方は、以下の項目より✔を付けてください。

  □無料出張セミナーの実施を希望する。

備考欄：

ＦＡＸ番号：06-6232-0271
までお送りください。
【当資料に関するお問い合わせ】

TEL：070-2299-0596 MAIL：d-hayashida@funaisoken.co.jp

ＦＡＸお申し込み用紙（担当：林田宛）

〒   -


