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食品表示法
の改正が
きっかけで

プリン専門店プリン専門店」で
「
「私の会社は」

プリン専門店 日光ぷりん亭
栃木県内を中心に菓子や食品など
お土産品の卸業を営む。2017年7
月に日光にプリン専門店「日光ぷり
ん亭」をオープン。行列のできる単
品スイーツ専門店としてメディアや
SNSで話題に！土産卸からスイーツ
製造直売に参入した成功事例とし
ても注目を集める。

特別講演決定！

■本業の土産卸からスイーツ事業に参入！
■製造所固有記号制度の改正がきっかけ
■観光地に７坪の製造直売店を出店
■成功のカギは「単品商品」に絞ったこと！
■プロの職人がいなくても製造可能
■製造直売なので粗利率60%

年
商

を
狙
う！１億円１億円

７坪の店で月商600万円・粗利率60％

土産卸は観光地に小さな
単品スイーツ製造直売店を
出店し儲けましょう！



製造所固有記号への対策からはじめたスイーツ製造直売事業の成功秘話！
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日光にも「赤福」や「萩の月」など

核となるお土産菓子をつくりたい！

そんな想いで始めた「プリン専門店」で

日光の新名物となり、今期年商1億円
を見込む名物土産誕生秘話

製造所固有記号への対応猶予も

2020年4月まで！法改正後、

土産市場に起きている変化とは！？

繁盛店レポート2018最新

プリン専門店 「日光ぷりん亭」
運営：株式会社ダイエー

栃木県内を中心に菓子や食品などお土産品の卸業を
営む。2017年7月に日光にプリン専門店「日光ぷり
ん亭」をオープン。行列のできる単品スイーツ戦も
店としてメディアやSNSで話題に！土産卸からス
イーツ製造直売に参入した成功事例としても注目を
集める。

代表取締役川口俊成氏
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当社は栃木県内を中心にお土産菓子や食品の卸業を営ん

でいます。近年では団体ツアーのバス旅行の減少により、

栃木県内の観光地も、勝ち組と負け組がはっきりとし、

毎年売上が減っていく観光地も出てきていました。

お土産の購入も、近所や親せきに配ることが少なくなり、

自家用ニーズやちょっとした手土産ニーズが高まってい

ることも実感していました。商品開発や営業活動の工夫

により業績は堅調に伸ばしていたものの、このままの商

売を続けていくことに危機感も感じていました。

観光地も勝ち組・負け組に二極化し
自社の営業活動にも影響が…
どこにでもある、

箱菓子が売れなくなっていく…

製造所固有記号への対策からはじめたスイーツ製造直売事業の成功秘話！
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そんな中、2016年4月に製造

所固有記号の改正が決まり、

その対策を検討する一貫で、

船井総研が開催した「観光土

産業界向け」セミナーに参加

しました。

実は、以前に本業の土産卸の他に、観光地で
飲食・カフェ事業をやっていたこともあったので
すが、その時は上手くいかず失敗。
2回目なので今回、うまくいくか不安もありました。

また、卸先とも競合しないように気を使いました。

製造所固有記号改正をきっかけに
参加したセミナーを契機に、スイーツ製造
直売事業への参入を検討

栃木県、日光には赤福や萩の月など全国的にも有名な

お土産菓子もなかったので、核となるお菓子をつくりたい

という思いと、製造所固有記号への対策を図るためにも

自社で単品スイーツの製造直売店を日光にオープンする

ことを決めました。

製造所固有記号への対策からはじめたスイーツ製造直売事業の成功秘話！
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商品の選定では、土産卸商品として、自社でチーズケー

キやカステラなどを製造していましたが、日光の土産店

など卸先と競合してしまわないように気をつけました。

どこの観光地を見ても単品に絞った

店は流行っているので、私たちも単品に絞った

店をつくろうと考えていました。船井総研からのアドバ

イスも参考に、プリンに絞った専門店をオープンするこ

とを決めました。

合わせて、出店立地の選定

も重要であると考えていたの

で、船井総研に調査を依頼し

出店立地を絞り込みました。

製造所固有記号への対策からはじめたスイーツ製造直売事業の成功秘話！
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店舗オープン後、プレスリリース
を配信。メディアの取材が殺到し
行列に。

日光東照宮までの参道の古
民家をお借りして7坪のお店
をオープンすることにしま
した。おかげさまで、プレ
スリリースを配信した後、
テレビや雑誌、新聞から多
数取材をいただき、店舗に
は行列ができました。

美味しいは当たりまえ。パッケージやSNS
映えもする商品開発の重要性を感じました

製造所固有記号への対策からはじめたスイーツ製造直売事業の成功秘話！
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店舗の売上も好調で、テレ

ビの取材などをきっかけに

通信販売の売上も

上がっています。催事

出店の依頼も多くいただき

JR東京駅などへの出店を

行っています。

また、今年の冬には、JR宇都宮駅に2号店目

を出店予定です。

今期の売上は年間で1億円を見込んで

おり、日光の名物土産としてお客様に今後も支持いただ

けるよう、品質を高め、商品の開発も進めていきたいと

考えています。

当社の出店以降、日光には新たなスイー

ツ専門店やカフェがオープンしています。

一見、競合が増えたように思いますが、日光の街が観光

地として活気づき、多くのお客さんが日光を訪れてくれ

るきっかけとして、私たちはとても良いことだと思って

います。

製造所固有記号への対策からはじめたスイーツ製造直売事業の成功秘話！
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プリン専門店 「日光ぷりん亭」
運営：株式会社ダイエー

事例企業のご紹介

栃木県・日光2017年7月にオープンしたプリン専門店「日光ぷり
ん亭」。地元で土産卸業を営む、株式会社ダイエーが製造所固有
記号の改定をきっかけにスイーツ製造直売事業に参入しオープン
したお店。プリン単品のお店で、最高日販60万円、最高月商600
万円、粗利率60%と高い収益性を上げており、2018年の冬にJR宇
都宮駅にも出店し、今期はプリン専門店事業で年商1億円を見込む。

店舗所在地：栃木県日光市上鉢石町1017番地
営業時間：10時～16時 店舗７坪
運営：株式会社ダイエー 代表取締役：川口俊成
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観光土産市場の変化を知り、名物土産を生み出すための

「製造所固有記号の変化に対応した観光
菓子マーケット攻略成功事例」

2018年11月29日（木）＠東京・五反田

まずは、本レポートを最後までお読みいただき、

ありがとうございました。（株）船井総合研究所、

フード支援部スイーツチームの横山と申します。

観光マーケットへの注目が高まっていますが、

製造所固有記号の変化、観光地も勝ち組と負け

組がはっきりする中で、得意先の先細りや売上

の低迷という課題を抱える経営者様の課題解決

として、本レポートでご紹介しました、観光地

への単品スイーツ製造直売専門店業態への参入

をお勧めしています。

スイーツ製造直売事業を検討する上での企画として、約１年半前ま

で同様の課題に直面し、観光地スイーツ製造直売店への参入を決断

し、成功事例として注目を集める「日光ぷりん亭」を運営する㈱ダ

イエーの川口社長にスイーツ専門店参入の経緯やこれまでの取り組

み、スイーツ事業に参入してよかったことや課題について、セミ

ナーでご講演いただく機会をご用意致しました。

本セミナーで学べることのほんの一部を次のページにまとめてみま

した。 （→→→次頁へ）

（株）船井総合研究所
フード支援部
スイーツチーム
チームリーダー
シニア経営コンサルタント

横山 玟洙



セミナー当日に学べる具体的なポイント
（一部をご紹介）

いかがでしょうか？ 少しでも関心を持たれた方は、今すぐ手帳を開き、
11月29日（木）のセミナー日程を確保いただければと思います。

株式会社船井総合研究所 フード支援部
スイーツチーム 一同

①今期年商1億円を見込む「日光ぷりん亭」繁盛の秘訣

②プリン専門店の参入を決めたポイントとリスク回避の方法

③「日光ぷりん亭」の事例から学ぶスイーツ製造直売店の魅力

④全国の観光マーケットの変化と売れる土産菓子のポイント

⑤全国で成功事例続出中！単品特化専門店の事例紹介！

⑥最新のスイーツ業界のヒット事例

⑦単品スイーツ製造直売事業菓の収益モデル

⑧単品スイーツ専門店の出店に必要な初期投資

⑨単品スイーツ専門店が成り立つ立地とは？

⑩成功する単品選定の仕方、失敗する単品選定の考え方

⑪単品スイーツ専門店を成功させる商品価格帯・品揃えのポイント

⑫店舗オープン直後にメディアが殺到するメディア試食会

⑬店頭通行客を引き寄せる単品特化専門店の店頭・店づくり

⑭インスタグラム・Facebook、SNSを活用した話題性づくり

⑮集客好調な店が行っているWEBプレスリリース事例公開

⑯食べログを活用したWEB集客のポイント

⑰商品パッケージや資材の選び方とコストを抑えるポイント

⑱催事出店や2号店目の展開を行い事業拡大するポイント

⑲通販の売上を上げるために抑えるべきポイント３つ

9
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土産卸からスイーツ製造直売

店に参入した繁盛店が誕生中！
本店年商1.2億円を超え！1時間
待ちの行列が出来るプリン専門店

奈良で人気の名物土産！奈良に5店舗を
越える店舗展開で4億円を超える事業
売上を見込む。土日は1時間待ちの
行列ができる人気店。

「大仏プリン」（奈良県）

銀座SIXでも人気のプリン専門店
事業年商は10億円を超える

1984年に創業したロングヒットブランド
元々カフェを中心に経営し、現在、関東を
中心に、プリン専門店7店を展開。
2017年にオープンした銀座SIX店は話題
の店として注目を集める。
「マーロウ」（神奈川県）

芸能人のファンも多く、メディア
露出によりネット通販で単月300
万円を超える話題の専門店

沖縄の石垣島に直売店をオープンしたプ
リンの専門店。不動産業を母体にし、
スイーツや物販などは未経験で参入。
メディアで話題となり空港などでの販売も
行う。「石垣島プリン本舗」（沖縄県）

全国のメディアが取材に来る！
広島・尾道で人気のプリン専門店

広島尾道の飲食店が、優秀な女性スタッフ
を辞めさせないために始めたスイーツ
事業が大ヒット！インスタグラムや
Facebookで若いお客様が全国から集まる
繁盛スイーツ店。
「おやつとやまねこ」（広島県）

※写真はイメージです

※写真はイメージです

※写真はイメージです



11

Q1

船井総研の提案するモデルの初期投資は
1500万円～。モデルPLは下記の通りです。

A1

スイーツビジネスの初期投資や収益性を
教えてください

船井モデルP/L 単位：千円 比率

売上高 100,000 100%

店舗売上 60,000 60%

通販売上 20,000 20%

卸売上 20,000 20%

原価 40,000 40%

粗利 60,000 60%

人件費 25,000 25%

家賃 6,000 6%

販促費 6,000 6%

その他販管費 5,000 5%

販管費 計 42,000 42%

営業利益 18,000 18%

投資額 20,000

船井総研のビジネスモデル

立地 観光地

初期投資 1500万円～2500万円

回収期間 13.3カ月～20カ月

規模 7坪～15坪

機能 テイクアウト＋イートイン＋通販

その後の
展開

店舗展開＋通販＋卸（トリプル
チャネル）によって展開

Q2

製菓経験者は必要ありません。船井総研の提案する
スイーツビジネスモデルは素人でも専門店より高い
クオリティーの商品が製造できます。経験者を採用
することで、自分の経験を元に進めることもあり、
思ったように事業が進まないことも少なくありませ
ん。既存事業の課長～部長クラスを管理者、製菓学
校を卒業したての人材を製造担当とし、あとはパー
トアルバイトで運営が可能です。

A2

事業を始めるにあたり、
製菓経験者が必要でしょうか？

製造所固有記号への対策からはじめたスイーツ製造直売事業の成功秘話！



12

Q3

はい。レシピづくり、製造の効率化、マニ
ュアル化などスイーツビジネスを始める際に
必要となるサポートをさせていただきます。

A3

レシピの開発や賞味期限の決め方など
お菓子の製造もサポートいただけますか？

Q4

船井総研がお勧めするのは観光地
への出店です。(観光客数100万人
以上)都市部に比べて競合性が低い
ことや土産需要があること、ライ
フサイクルの進行が緩やかである
ため、息の長い業態にできるなど
の理由からです。
店舗は7坪～15坪程度の用地が必要
です。

A4

出店立地や必要な店舗坪数を
教えてください。

船井総研では全国的なヒット商品となった
「パステルのなめらかプリン」などの開発者
である㈱菓子道の代表取締役、所浩史氏を
パートナーとして、スイーツビジネスに参入
される企業の商品開発や効率化の提案をさせ
ていただいています。
事例で紹介させていただいた日光ぷりん亭様
のプリン専門店も所氏のプロデュースの下、
商品開発が進められています。その他、全国
のスイーツ専門店のプロデュースを所氏と進
めさせていただいています。株式会社菓子道

代表取締役 所浩史氏

製造所固有記号への対策からはじめたスイーツ製造直売事業の成功秘話！
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スイーツ事業への参入は
こんな企業におすすめします！

□優秀な社員や女性スタッフが働きやすい勤務体系を
検討している

□残業時間の長さや深夜勤務など、労務問題に課題を
抱えている

□収益性の高いビジネスを探している

□既存事業に次ぐ、新たな収益の柱をつくりたい

□地域の特産を生かした名物をつくり地域を盛り上げたい

□売上好調なので、次の一手を取りたい

スイーツ専門店参入の５つのメリット

プリンは、商品構成が少なくてもよく、単品を拡販していくモデルです。
そのためロスが少なく製造効率がよい商品です。結果、利益率が高くなります。

□粗利率が高く、生産効率も高い

物販事業ですので、約5分で客単価2000円～3000円と回転が速く、
席数による売上の上限もありません。

□回転が速く、席数による売上上限がない

初期投資は厨房機器、外装、内装や備品なども含めて1500万円からと
低く、営利20%で回収も約13.3カ月という早さも魅力です。

□初期投資が低い

スイーツ専門店は、販売商品を単品に絞り込むため、効率的であるとともに
経験のない社員でも繁盛店を超える味を再現できる製造ノウハウがあります。

□製菓未経験者でも繁盛店をつくれる製造ノウハウ

事業立案からオープンまで最短約3カ月とスピード感高く開業できます。

□オープンまで最短3カ月で可能

製造所固有記号への対策からはじめたスイーツ製造直売事業の成功秘話！



ヒトが集まらない飲食店…スイーツ専門店なら人も集まる！事業性も高い！





開

催

要

項

¥

¥

日時・会場

お問い合わせ

受講料

お申込み方法

お振込先

一般
企業

JR五反田駅
西口より

徒歩１２分

（税込32,400円）/一名様

※ご入金の際は税込金額でのお振込みをお願いいたします。
●受講料のお振込は、お申し込み後速やかにお願いいたします。 ●ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。●万一、開催4営業日前までに受講票の案内が届かな

い場合や、セミナー開催4営業日前までにお振込みできない場合は、下記へご連絡ください。なお、ご入金が確認できない場合は、お申込みを取消させていただく場合がございます。●ご参加を取り消

される場合は、開催日より3営業日（土・日・祝除く）前の17時迄にお電話にて下記申し込み担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。それ以後のお取消しの場合は、受講料の50％、当日お

よび無断欠席の場合は、100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意下さい。 ●会員企業様とは、FUNAIメンバーズPlus、各業種別研究会にご入会中の企業様です。

【WEBからのお申込み】下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。受講票はWEB上でご確認いただけます。
【FAXからのお申込み】入金確認後、受講票と地図を郵送いたします。お振込いただいたにも関わらずお手元に届かない場合は、

下記担当者までご連絡ください。

下記口座に直接お振込み下さい。

お振込先 三井住友銀行（０００９）近畿第一支店（９７４）普通No. 5785244 口座名義 ：カ）フナイソウゴウケンキユウシヨ セミナーグチ

お振込み口座は当セミナー専用の振込先口座となっております。※お振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

株式会社 船井総合研究所

TEL FAX（平日9：30～１7：30） （24時間対応）

●お申し込みに関するお問合せ：中田（ナカタ） ●内容に関するお問合せ： 正村（ショウムラ）

※ご入金確認後、受講票の発送をもってセミナー受付とさせていただきます。

東京会場 2018年11月29日（木）

税抜30,000円 会員
企業

（税込25,920円）/一名様税抜24,000円

１３：００
▼

１６：３０
受付１２：３０より

(株)船井総合研究所 五反田オフィス
〒141-8527

東京都品川区西五反田6-12-1

諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合がございますので、会場は受講票にてご確認下さい。
また最少催行人数に満たない場合中止させて頂く事がございます。
尚、中止の際、交通費の払い戻し手数料等のお支払いは致しかねますので、ご了承下さい。

0120-964-000 0120-964-111

製造所固有記号の変化に対応した観光菓子マーケット攻略成功事例

TEL E-mail

FAX HP

（ ）

（ ）

＠

http://

フリガナ フリガナ 役職 年齢

フリガナ〒

貴社名

業種

ご連絡

ご担当者

代表者名

役職

貴社住所

今、このお申込み用紙を手にされている方は、間違いなく業績アップに真剣に取り組んでいる数少ない方々の1人だと思います。
そんな勉強熱心なあなた様は今現在、経営状況等にどのようなお悩みをお持ちでしょうか？

【現状の課題を出来るだけ具体的に整理して下さい】

■上記の課題解決に向け、無料経営相談会にご参加ください。※どちらかに☑をお付け下さい

□ セミナー後日、無料経営相談会に参加する。（希望日 月 日頃）

フリガナ 年齢 フリガナ

フリガナ 年齢 フリガナ

4

役職

2

役職

役職

ご参加者

お名前

1

3

役職 年齢

年齢

お問い合わせＮｏ. S038312 担当：中田（ナカタ）

弊社会員組織（ご入会中の弊社研究会があれば☑をお付けください）
□ＦＵＮＡＩメンバーズＰｌｕｓ □その他各種研究会（ 研究会）

□ セミナー当日、無料経営相談会に参加する。

JR「五反田駅」
西口より徒歩
15分

開催時間

お申込はこちらから

Administrator
けんまーく


