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飲食店経営とマーケティング 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■新事業に取り組んだ背景・きっかけ 

・イタリアの魅力に魅了され、８年間イタリアと日本を行き来している中で、イタリアの家庭料理

に触れる機会を得た。 

・地元で採れた食材は地元で消費するというイタリアのシンプルな食の考え方に影響を受けた。 

・平成１３年にフードコーディネーターの資格を取得し、知人の紹介で建設業者が経営する中華レ

ストランのフードコーディネーターとして半年間取り組み、経営のノウハウも勉強した。 

・自分がイタリアで学んだことを自分の店舗で生かそうと考え、平成１５年に店舗を開店した。 

 

■マーケティング戦略 

・中華レストランのフードコーディネーター業務の中で、新店舗の立地場所が重要と認識し、スス

キノ地区よりも、再開発している札幌駅周辺が有望と考えて店舗を構えた。 

有限会社フードアトラス

①飲食店の経営 ②料理教室 ③物 販
④商品開発

アドバイス事業

有限会社フードアトラス

①飲食店の経営 ②料理教室 ③物 販
④商品開発

アドバイス事業

 

 

■企業の概要 

有限会社 フードアトラス 
代表者：代表取締役 川端 美枝 
所在地：札幌市中央区北１条西３丁目 
    荒巻時計台ビル地下 
電 話：０１１－２８０－７５５７ 
ＦＡＸ：０１１－２８０－７５５７ 
ＵＲＬ：http://blog.livedoor.jp/ilpino_il/ 
資本金：３，０００千円 
従業員：８名 
事業内容：平成１５年に本格イタリア料理店
・わいん居酒屋を開業し、その傍ら、フード
コーディネーター、野菜ソムリエ・料理教室
講師としての業務に携わる。 

事業概要 

■事業概要 

・平成１５年にイタリア料理の飲

食店を開業し、店舗で使用する

食材の魚介類やパスタの主原料

である小麦は道産食材にこだわ

り、自家製のパスタなどを開発。 

・道産食材を使用した生パスタな

どの加工食品を開発し販売。 

・店舗での料理教室や出張料理教

室を開催。 

経営するレストランの店内 

現在のフードアトラス 



- 35 - 

・当初、本場イタリアの食材とワインを提供したが、北海道の風土・文化を考慮していなかったこ

とが原因で客足が伸びなかった。 

・店舗の立地場所、客層等を再度考慮し、近隣サラリーマンが気軽に楽しめる場所、イタリアの本

格形式よりもイタリア料理の神髄を現実化し地元の食材を活用することに着目した。 

・北海道は居酒屋文化であることから店名に「居酒屋」を明記し、サラリーマンが居酒屋で注文す

る馴染みのある食材をメニュー化したり、イタリア食材の使用や料理の盛り付け等をアレンジし

て他の居酒屋と差別化を図った。また、箸も用意し、気軽さ・カジュアルさをアピールした。 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成果と今後の展望 

・当社は、開業から６年目になり、「飲食店の経営」、「料理教室」、「物販商品開発」、「ア

ドバイス事業」の４つの事業を実施している。 

・飲食店は景気等によって売上高に変動があることから、安定した収入を確保するため、料理

教室や出張料理教室等も含めて多角的な事業展開を図っている。 

・また、フードコーディネーターの立場として、メーカー及び自治体等からの依頼によりご当

地メニュー・新商品の開発のアドバイスを提供している。 

・商品開発としては、自治体等からの依頼で、なすやトマトを使用した野菜スイーツ、イクラ

や数の子を使用した前菜などを開発した。今後は、福岡や東京で北海道らしいメニューの開

発・販売を行う予定。 

・物販としては、北海道の良質食材を単品（原材料）として販売するのではなく、食材を加工

し付加価値をつけて販売していく予定。 

・また、自社製品の販路拡大を図るため、生パスタやパスタソース等のギフト製品のＰＲを実

施している。 

・店舗のリニューアルオープン後、１年程経過して、近隣のサラリーマンから「ワインが飲め

る居酒屋ができた」「イタリアンが食べられる居酒屋がある」「こういうイタリア料理もあ

るんだ」との好評を得た。 

・今後、本店舗を道産食材のアンテナショップにしていくことが目標。 

 

    

■販路開拓の際の課題・障害とそれを克服し

た方法・取組 

・道産食材の仕入れルート等が分からなかっ

たことから、直接、農家・生産者と交渉し

仕入れ先を確保することから始めた。 

・「居酒屋」では優れた料理人が集まらない

ことから企業のコンセプト等を十分説明し

人材を確保した。 

・商品の開発には、食品加工業者が必要であ

るが、必要な技術が北海道にない場合もあ

ったので加工品の完成には時間を要した。 

道産食材を使った料理の一例 
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昔ながらのこだわりの製法で作るブランド豆腐「豆太」の製造 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■事業に取り組んだ背景・きっかけ 

・従来から岡内食品㈱として、こんにゃくの製造販売を行っていたが、消費量の低下などから経営

を縮小し、従業員４名でなんとかやりくりしていた。 

・平成１０年に豆腐製造を手がけていた企業を吸収合併し、豆腐、揚げの製造を始めた。当初から、

ある程度業績が回復できたら業態変換を行おうと計画していたが、同じ業種で今までとは違った

ことを試みようと思い立ち、岡内食品㈱とは別に㈱豆太を設立し、従来の安売りから手作りによ

る高級品への軌道転換を図った。 

 

■新事業に向けての市場調査 

・㈱豆太を設立する１年ほど前から、消費者が高級豆腐に何を求めているのかを知るため、札幌市

内の自然食品店を回り、市場調査を始めた。自然食品店は原料や添加物などの要求が厳しいとい

うこと、店に並んでいる商品の価格帯が比較的近いということから、当社が高級豆腐を扱う際に

は顧客となる可能性が見込まれるため、１００件以上の自然食品店にヒアリングを行った。 

・色々話を聞いた結果、原料の大豆は必ずしも無農薬でなくてもよいこと、消泡剤は使わない方が

■企業の概要 

株式会社 豆太 
代表者：代表取締役 岡内 宏樹 
所在地：札幌市手稲区富丘２条５丁目９番３０号 
電 話：０１１－６９１－８３１８ 
ＦＡＸ：０１１－６９４－３４３５ 
ＵＲＬ：http://www.mameta.jp/ 
資本金：１０，０００千円 
従業員：２５名 
事業内容：昭和２９年、岡内食品㈱創業。平成１
０年に豆腐製造企業を吸収合併し、豆腐作りを始
める。平成１２年、㈱豆太設立。豆太ブランド商
品の製造販売を手がける。 

事業概要 

■事業概要 

・平成１２年に岡内食品㈱の高級ブランド品を

扱う会社として㈱豆太を設立。添加物・消泡

剤を一切使わず、北海道産の大豆、札幌手稲

山系の伏流水、伊豆大島産のにがりのみを原

料とし、昔ながらのこだわりの製法で作る「豆

太ブランド」の豆腐の製造販売に取り組んで

いる。 

豆太ブランド 

製造工場の様子 



- 37 - 

よいこと、高級豆腐の需要の規模などがわかり、次第に「よい豆腐」のイメージができあがって

きた。 

 

■シンプルな基本コンセプト 

・「大事な人に自信を持って勧められるもの」「道産大豆を使用し添加物を使わない安全なもの」

という２つの基本コンセプトを定め、豆腐づくり、会社づくりを行った。 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■事業転換のタイミングと経営者の姿勢 

・高級路線への転換時期を先に決め、それまでに必要な市場調査や資金作りを行った。 

・経営者が先頭に立って取り組み、なおかつ結果を出すことで、会社全体が一つの方向に向かっ

て動き出した。 

 

■消費者への訴求 

・最初のコンセプトを簡単に変えない、曲げないことが重要。事業の核となるコンセプトを徹底

して守り、消費者にもそれをアピールする姿勢が大切。 

・パッケージはシンプルで明確なものにする。横置きを縦置きにし、社名を全面に出すことによ

り消費者の目に付き、他と違うと感じてもらう工夫をした。さらに透明な容器を使用すること

により、自信を持って出せるものしか売らないという姿勢をアピールしている。 

 

■反省点・問題点 

・同じ工場で従来の一般商品と手作り豆腐を作ることで社員の負担が増え、業績も悪化した。 

・販路開拓を狙って本州の物産展へ出展したが、経費や労力が掛かる割に利益が残らなかった。 

・資金や人員余力がない中、次から次に新しいことに着手した結果、従業員が定着しなかった。 

 

■今後の展望 

・最近になってようやく販売面でも生産面でも本当の意味で戦える体制になってきたところ。 

・今後は資金繰りを改善し、地元での売上基盤強化を図る。焦らずに、次のステップに備えて

じっと我慢し、力を蓄えたい。 

 

■販路開拓の際の課題・障害とそれを克服し

た方法・取組 

・高級路線を追求したが、営業する人員が不

足し、当初は売上が伸びなかった。取引先

銀行の紹介で、商談会に出展したところマ

スコミの目にとまり、大手自然食品店やデ

パートとの取引が始まり、口コミや紹介で

取引先が拡大。３年目にしてようやく事業

としての目途が立ち、ブランドを「豆太」

に一本化した。  
豆太 まるとうふ 
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牧家
ぼ っ か

のマーケティング戦略 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■マーケティング戦略 

・事業を起こす前に 

なぜその事業を行うのか、どんなものを作りたいのかを認識して、自分の得意なものは何かを

分析する。 

・商品開発、マーケティングを具体的に始める前に 

どういった考え方で事業を将来進めていくべきか、という事を見つける作業から始める。作業

のヒントや課題は、自分が経験してきたことから、必ず見つけられるし、事業を進める中で継続

して行われる。ポリシーやこだわりも大切。 

・競合相手の力を分析する 

ライバル会社の力を知り、自社の力を知る。自分たちができることを短期的、中期的にやれる

範囲で新サービス、新商品の開発等を行う。あまり背伸びをしないでやれる範囲である、現実味

があるということが必要である。 

 

 

■企業の概要 

株式会社 牧家 
代表者：代表取締役 庄司 大 
所在地：伊達市乾町２０１番地２９２ 
電 話：０１４２－２１－１７８８ 
ＦＡＸ：０１４２－２２－３３８８ 
ＵＲＬ：http://www.bocca.co.jp 
資本金：１０，０００千円 
従業員：７７名（社員） 
事業内容：平成２年農業生産法人㈲アレフ牧
場を設立し、肉牛、乳牛の畜産経営を手がけ
る。平成１４年㈲牧家に商号変更、平成２０
年株式会社牧家に商号変更。 

事業概要 

牧家の牛乳「草かおる」 

■事業概要 

・平成３年に肉牛、乳牛飼育繁殖を始

め、平成４年から肉製品製造に取り

組む。平成７年に、アイスクリーム

製造を手がける。平成８年に乳製品

工場を操業。平成９年肉牛経営を閉

鎖。平成１１年自社レストラン「洋

麺茶屋牧家」を開店。平成１８年に

「牧家の白いプリン」の販売を開始。 

牧家の白いプリン 
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・商品開発で大事なこと 

商品開発で一番してはいけないことは、自分の会社の事情を気にしながら行うこと。それでは

絶対うまくいかない。作りたい商品のアイデアがあったら、製造部門がそれを作れるかなどは気

にせず、旨い物、良い物、どうやって売るのかを、製造部門にぶつけて行う。そうしないと新し

い商品は生まれない。 

・商品開発に関して 

その企業が生き残ることを考えるのではなく、皆に喜んでもらうにはどうやったら良いのだろ

うか、という心がけが大切。目先のことに走りやすくなるが、お客様が喜ばれるものでなくては

ならない。 

最初は知識もない中で考えてもアイデアが浮かぶわけがない。商品や陳列方法を見に、時

間があれば何処へでも行く。 

・商品開発やマーケティングをする前に 

作る体制はどうなっているのか、ものづくりをしているスタッフの意識はどこにあるのかを重

要視している。商品開発の手法は本を見れば書いてあるが、それをなすべき環境をどうやって作

るかということが非常に大事ではないか。そして、スタッフの働きやすい環境づくりは、それぞ

れの会社に合わせて決めるのがよい。 

・付加価値を売る 

付加価値を感じていただけるストーリー性を商品に付け、お客様に認めてもらう、信頼しても

らうこと。一人一人の小さなお気に入りに耳を傾ける。 

・経営を合理化させる 

営業を中心に考えると、マーケットの大きいところ、大都市に目が行き、運賃をかけて物を売

ろうとするが、はたして利益はあがるのか、効率的なのかを考えることが必要。 

・商品を売るだけでなく、会社の名前も売る 

  商品だけを売っていては、本当に売れない。会社の名前を覚えてもらうよう、会社の名前を売

る努力も必要である。 

   

                   

 

 

 

 

 

 

 
 

■成果と今後の展望 

・チーズ製造時に生じたホエーを近隣の養豚農家で使ってもらうなど地域内で連携した取組を

行っているほか、他社と様々な協力体制を構築していくことに重点を置いて挑戦を続けてい

く。 

 

■販路開拓の際の課題・障害とそれを克服し

た方法・取組 

・全国の大都市圏をマーケットの対象として

、大量生産・販売をおこなったが、その結

果利益があがらなかった。１００軒ほどあ

った取引先を３軒だけに絞り、効率性をあ

げることに取り組んだ。 
  

牧家ミルキングパーラー 
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顧客満足を高める現場づくり 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■置かれている経営環境を肯定的に捉える 

・開設した頃は、「大きな施設＝良いところ」という風潮があり、当館は「立地条件も悪いし、庭

を造るような土地もない」と、私は非常に否定的な考えの中で旅館経営に携わっていた。 

・しかし、旅館における立場が重くなるにつれて、「３００坪足らずのところで採算を取っていく

にはどうしたら良いか」と、可能性を真剣に探るようになった。肯定的に物事を考えなければ全

てのことが良くなっていかない。最高の条件を与えられていても、心に否定的な想いを引きずっ

ていれば、決して良い結果を生まないということを学んだ。 

・負の条件を逆手に取って、一軒ポツンと建っていることや、一番小さな旅館であることを売りに

できないか日々考えた。 

■自分の仕事に自信を持つこと 

・肯定的に物事を考えるということは、自分の仕事に誠実に向かい、その結果に自信を持つという

こと。自分の仕事に自信のない人は、営業もできないし、自分のした仕事を後から見に行くこと

もできない。 

・自分がした仕事に対するアフターケアは非常に重要で、そこに行き、様子を伺うことから新たな

仕事が生まれるかもしれない。 

■企業の概要 

有限会社 花鐘（花
か

鐘亭
しょうてい

はなや） 

代表者：代表取締役 今井 光 
所在地：登別市登別温泉町１３４ 
電 話：０１４３－８４－２５２１  
ＦＡＸ：０１４３－８４－２２４０ 
ＵＲＬ：http://www.kashoutei-hanaya.co.jp/ 
資本金：５，０００千円 
従業員：３５名 
事業内容：昭和４２年創業、旅館業、客室数
２１室、収容人数７０名、宴会場（３０名）、
男女浴室（露天風呂付）、売店、コーヒーラ
ウンジ 

■事業概要 

・年間２２０万人が訪れる登別温泉で

は、大規模施設が収容力の７割を占め

ているが、当館は小さな旅館であるこ

とを利点にきめ細かなサービスを提

供し、大手旅行代理店の「お客様アン

ケート評価」では高評価を得ている。

海外からのリピーターも多い。 

・当館の懐石風日本料理は、地場の食材

を中心に、旬の素材を全国から取り寄

せて提供している。 

花鐘亭はなや女将 今井美智子氏 

海外からの利用客からも好評な和風の施設 

 

事業概要 
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・また、「値段を下げるからこの仕事をさせてくれ」というのは危険かもしれない。お金がかかる

ということはなかなか言いにくいかもしれないが、段階を踏んできちんと説明できれば、あとは

お客様が選ぶことである。自らのステータスをしっかり持つ方が良いと思う。 

■ピンチをチャンスと捉える 

・当館でも、たくさんのクレームがあるが、お客様の言い分を十分に聴いて、「なぜ怒っているの

か」を肯定的に理解し、そのことに対しどのような結果を出すかが問題となる。これをないがし

ろにすると、そのお客様を逃がすだけでなく、風評が広がることになる。 

・私たちは、お客様からのクレームは、社内で目が届かないところを教えてくれる、「宝」として

捉えている。また、お客様からのアンケートも、良くないところに「○」がついていたり、コメ

ントを書いているものを「宝」としている。どうしてこうなったか、この処理はどうすべきかを

検討し、問題点を注意深く修復している。これにより、大声を出して怒鳴られたお客様が、もう

十数年リピーターとして年に３、４度来館されている。これは、ピンチをチャンスに変えること

ができた一例である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・お客様は、自分の身になって考え、些細なことにも気を配り、自分にあったサービス（仕事）を

提供してくれる業者を求めている。サービスというものは、マニュアルではなく、心からのもの。

サービスを提供する業者が、その仕事に対し、どのように考えて、どのように進めるかによって、

お客様の満足度は高まっていくものであり、そのポイントをしっかり押さえることが大事。また、

突発的なものではなく、継続してどのお客様にも変わらず提供できることが重要である。 

■「良い会社」として成長する 

・社内での責任・立場をはっきりさせ、会社のルールをしっかり作ることによって、会社の姿勢、

社意というものがはっきり見えてくる。 

・ミスを１つの教訓として、社員みんなが勉強しあうことは非常に大切である。失敗の原因を曖昧

にせず、「なぜそうなったのか」、「これからどうしたら良いのか」を検討し、全員の教訓とし

なければならない。また、会議は短くし、決めたことは実行することが大事である。 

・私たちは、それぞれの能力によって、仕事、責任を分担している。家庭にいるより長い時間、仕

事仲間と顔を突き合わせて、ともに一つの結果を出そうとしている。このような中で、お互いに

感謝の心を持つということは、素晴らしいことである。自分の会社は良い会社だと社員が外へ出

て言えるような会社に成長しなければならない。 

・まずは、いかにして人を集めるか、人に自分たちの会社を知らしめていくかというところから始

めなければならない。 

地場の食材を使った料理 

■世相に流されず、商品価値を高めること 

・今は、情報過多の世界であり、インターネッ

トや、広告雑誌、テレビ、ラジオなどで頻繁

に宣伝広告を求められるが、身の丈を考え、

営業とは何かということを考えなければなら

ない。「雑誌に載る＝有名」と思われがちだ

が、多くは有料の広告記事である。まず、売

っている商品がどうであるかということに着

目しなければ、宣伝することにより、逆に自

分で悪評を広めることにもなりかねない。 
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じゃ、どうする？失敗の裏にチャンスあり！ 

～北海道活性化のために、私の創業事例～ 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■創業のきっかけ 

・生まれも育ちも東京で、東京を外から見てやろうと北海道の大学に進学し、様々なイベントの企

画や実行に携わった。卒業後、北海道の卸売企業に就職した。 

・ゼロサムゲームではなく、北海道経済全体のパイを広げることを考え、異業種交流会を立ちあげ、

勉強会やセミナーを開催する中で、自分のやりたいことが「自らがプレイヤーとして北海道のモ

ノを売ること」だということがはっきり分かってきた。 

・年配の方を含めて幅広い顧客にモノを売るには「印刷（紙）媒体」だと考え、印刷会社に転職し

３年間印刷について学んだ。そのうちの１年は、北海道産品の全国販売という事業に企画段階か

ら関わり、実践的なノウハウを蓄積することができた。 

・独立し、栃木県をターゲットに、新聞折り込みチラシを媒体に北海道のカニをはじめとする水産

品を販売する事業を始めた。カニの販売自体は成功しなかったが、チラシが新聞販売所の所長の

目にとまり、大手新聞社とのタイアップによる販売を行うきっかけができた。 

 

 

 

■企業の概要 

株式会社 感動いちば 
代表者：代表取締役 坂崎 雄一郎 
所在地：札幌市白石区東札幌５条１丁目１番１号 
電 話：０１１－８１２－７７８８ 
ＦＡＸ：０１１－５９８－１８６６ 
ＵＲＬ：http://www.kandou1.com 
資本金：５，５５０千円 
従業員：４名 
事業内容：平成１８年、㈱感動いちばを設立。大
手新聞社の販促用ギフトカタログなどにより道産
品の通信販売を手がける。 

事業概要 

■事業概要 

・平成１８年、印刷会社勤務時代の仲間

と脱サラし㈱感動いちばを設立。 

・北海道産の美味しい食材を新聞折り込

みチラシやウェブで全国に販売する

取組を展開。 

・収益の柱は大手新聞社とタイアップし

たカタログギフトであるが、それ以外

にもインドラーメン・黒豆茶などオリ

ジナル商品の開発・販売をはじめとす

る収益の柱を育てている。 

講演する坂崎社長 

羊蹄山をバックに北海道産品をちりばめた 

ウェブサイト 
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■マーケティング戦略 

・大手新聞社のギフトカタログについては、百貨店のカタログと競合することとなった。スピード、

対応力、フットワークなど自分たちの強み、差別化できる部分をどれだけ出せるかをテーマに取

り組んだ。 

・売るモノを考えるより、創業してからの２年間は売り先、販路の開拓に９割の力を注いできた。

百貨店やスーパーに卸すような従来の販路ではなく、自分たちでしか成し得ない、通販を使った

新しい販路の開拓に取り組んでいる。 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■成果と今後の展望 

・新聞社とタイアップしたギフトカタログの展開は、新聞販売店の持つ様々な経営資源とマッ

チすることで事業の柱となった。 

・販路ができてくると、この商品を売ってみませんかという話が来る。売る商品ができると、

違う販路ができてくる。そのように少しずつ少しずつ足腰を強くしている。 

・一つの柱に依存することは不安であり、意識して蛇口を増やす戦略を採ってきた。今は収益

源が徐々に増えてきている。 

・たくさんのベンチャー企業を見てきたが、失敗する事業にはいくつかの共通点があると思う。

失敗の４箇条として、「志のない事業」「他人に頼る、あてにする事業」「弱い者同士でも

たれ合う事業」「安易にスタートする、希望と現実の計画や行動を同一視する事業」があり、

自分がそうならないように意識して事業を進めている。 

・感動いちばの「４本主義」として、「本気でやること」「本質を見ること」「本物を扱うこ

と」「本道を歩くこと」を掲げて事業を進めている。 

・ロマンとソロバンの両方のバランスを取りたいと思っている。理念と利益というのは相反す

るものだと思っていたが、ある経営者の方から「理念は自転車の前輪であり、利益は自転車

の後輪である。理念がなければ目的地にはたどり着けないし、利益がなければ倒れてしまう。

どちらが大事というものではない。」という話を聞き、目から鱗が落ちた。 

・創業して３年間は正直色々な支援も欲しいし、おむつをはいておかあさんのお世話になるこ

ともありえるが、３年後からは自立して一人歩きをしていかなくてはならない。あと半年で

創業してから３年になるが、自立して一人歩きできるようにしていきたいと考えている。 

■販路開拓の際の課題・障害とそれを克服し

た方法・取組 

・一般顧客向けに新聞折り込みチラシを活用

した通信販売を試みたが、反応が極めて悪

かった。しかし、企画とチラシデザインを

地域の新聞販売店に評価され、後日、新聞

社とタイアップした北海道物産の販売を手

がけることとなった。すると販売実績も上

がり、顧客の評判も良く、当該新聞社とタ

イアップしたギフトカタログを作成するこ

ととなった。 

 
北海道産の黒大豆をこだわりの遠赤焙煎で 

仕上げた黒豆茶 
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北海道の食材を活かしたパン及び加工食品の開発、製造、販売まで 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■新事業に取り組んだ背景・きっかけ  

・中国の食の問題が発生して以降、北海道の食材は、ますます注目を浴びており、本州、特に関東

以西において北海道ブランドは圧倒的に信頼されている。道産素材を使用した商品はたくさんあ

るが、「素材の産地までこだわった商品」「北海道をアピールするパッケージデザイン」「北海

道をアピールする商品名」まで徹底して開発された商品は多くない。 

・一方、病院向けパンの給食事業も軌道に乗り、給食事業の関東での事業展開も始まり、主力の給

食事業が安定してきたので、以前より温めていた「産地に徹底的にこだわり、無添加無着色」の

コンセプトに基づいて、全国への販売を視野に入れた新商品開発を始めた。 

・通常は退色するトマトの色を無添加無着色で再現したトマトのブラサージュ（レアチーズケーキ

の上にトマトソースを固めたもの）、別海産牛乳を１００％使用し、牧場指定の最高級生クリー

ムを使用した北海道牛乳１００％パン、また、派生商品として北海道牛乳１００％パンを水分２

．７％になるまで焼き込んだラスク「ＭＯＯＲＵＳＵＫ」などを開発した。 

 

■企業の概要 

有限会社 フーズアンドブレッド 
代表者：代表取締役 横田 淳一 
所在地：札幌市西区八軒６条西１１丁目１番４５号 
電 話：０１１－６４１－８２００ 
ＦＡＸ：０１１－６４１－８２０４ 
ＵＲＬ：http://www.foodsandbread.co.jp/ 
資本金：３，０００千円 
従業員：３０名 
事業内容：平成７年設立。主力事業は病院向け給食
パンの製造。札幌圏の大病院の９０％以上のシェア
をもつ。納品先は４００件以上。平成２０年度の売
上高２億円。 

事業概要 

■事業概要  

・平成７年に２４時間以内に配膳

する病院向け給食パンの供給シ

ステムを全国で初めて開発。現

在札幌圏の９０％以上の大病院

に納入し、圧倒的シェアをもつ。

納入先は現在４００社以上。ま

た、３年前より道産素材を使用

した各種加工食品の開発を始

め、既に北海道牛乳１００％パ

ンなどヒット商品となったもの

も多い。 

北海道牛乳１００％パン 

ＭＯＯＲＵＳＵＫ 
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■マーケティング戦略  

・ターゲットを男女別、年代別まで明確に絞ることにより、狙う市場を絞る。そして、その市場に

対し、問屋、直販など最も効果的な流通経路を選ぶことが大事。 

・道のテスト販売、大丸や丸井今井などのセレクトショップでの販売などを活用するとともに、経

費のあまりかからない商談会や展示会などを積極的に活用する。 

・商品管理が非常に厳しい生協との取引実績により、信用力を向上させ、他社との取引を有利に進

めている。生協との取引はハードルが高いが有益である。 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■商品開発のポイント  

・その地域にしかない素材を活かす商品づくりを常に心がける。 

・お客様がイメージできる商品づくりを行う。たとえ素材が体に良く、おいしくても、お客様が商

品に対してそれらをイメージできなければ、購入につながらない。お客様の頭の中で「食」に結

びつく素材、手法を用いる。そして、おいしく食べる食べ方まで提案する。 

・プラスアルファのサプライズがある商品づくりが大切。もてなしの心が商品の印象を深める。 

・社内でアイデアが出尽くすまでアイデアを出す。良いアイデアにつながるのは、その中のわずか

一つか二つ程度である。この努力があってこそ消費者ニーズに近づくことができる。 

 

■主な受賞歴 

・平成１７年度第１３回北海道加工食品フェア最優秀賞（北海道知事賞） 

・平成１７年北海道グッドデザインコンペティション銀賞（化粧箱） 

・札幌商工会議所「北のブランド２００５」認証品 

・平成１８年度優良ふるさと食品中央コンクール農林水産大臣賞 

・平成１９年ベンチャー総合支援センターマッチングサポート最優秀賞 

 

■成果と今後の展望 

・北海道牛乳１００％パンは１万個／月以上を売上げる人気商品。その他にも人気商品が多数。 

・売上高は、平成１７年０．８億円、１８年１．２億円、１９年１．５億円、２０年は２億円

と毎年増加を続けている。これまでどおりのこだわりの商品づくりを続けていく。 

・製造効率を向上させ、高級スーパーだけでなく、一般スーパーやコンビニにも販売し、将来

的には売上高１０億円以上を目指したい。 

 

■販路開拓の際の課題・障害とそれを克服 

 した方法・取組 

・商品に応じた販売ルートの確保が課題。 

・そのために、展示会、商談会を積極的に活

用。直販か問屋かを決めること。ターゲッ

トとするお客様が集まる小売店に得意な問

屋又は直販店を選ぶ。商品に対する意見を

いただき、修正をかけ、売れる商品を作り

あげる。商品審査が最も厳しい生協との取

引実績で信頼性を高める。 
生産現場 


