
令和元年度

福岡教師塾
志を立てて、以て万事の源となす



＜演習＞

出店企画をプレゼンしよう！

～食産業の経営戦略の秘訣とは？～

福岡市内ホテル

ペストリー料理長 成瀬 英樹



食に関する店舗を出店する

ための企画書を作成する。

＜演習＞

出店企画をプレゼンしよう！

テキスト ｐ２



テキスト ｐ２

あなたは、仲間と一緒に食に関するお店（食品
製造・販売）を出店することになりました。
顧客に愛される店づくりをしたいという皆の夢
が膨らむ一方で、開店資金は不足しています。そ
して、様々検討し続けた結果、クラウドファン
ディングを用いて資金を募ることになりました。
今日、８月２３日（金）は、その企画書を提出
しなければならない最終日です。しかも、締め切
り時刻は、午前１０時５０分。魅力的な企画書を
作らなければならいのですが、締め切りは、刻々
と迫っています…。



テキスト ｐ２

条件１ オーナー or 店長を決める。

条件２ 店舗名とコンセプトを決める。

条件３ 出店場所を決定する（候補地ＡorＢ）。

条件４ その他の事項については、各班で検討。

条件５ Ａ３判用紙 縦２枚（横書き）にまとめ、

10時50分までに掲示する。

その他 各班は、指定された部屋を自由に使用可。

※まずは、経営戦略室に集合！
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Ｈ
多
駅

Ｆ岡県Ｆ市「アジアのリーダー都市を目指して」人口：1,589,535 世帯数：817,648候補地Ａ

九州地方の行政・経
済・交通の中心地であり、
2015年の「住み良い都市
ランキング」では、全世
界中12位、アジアでは2位
になりました。

古くから大陸との交流
窓口の役割を果たし、交
流拠点都市として発展を
遂げてきました。「アジ
アとの玄関口」として、
日本有数の発着回数を誇
るＦ岡空港、Ｋ国Ｂ山と
の定期航路を有するＨ港
や九州の玄関口であるＨ
多駅など、国内屈指の交
通アクセスを誇っていま
す。

現在も急速に人口増加
が進んでおり、平成27年
の国勢調査で、全国の市
で5番目に人口の多い市と
なりました。今後も毎年
一万人以上の人口増加が
見込まれています。



Ｆ岡県Ｆ市Ｈ多駅 駅前広場 「アジアのリーダー都市を目指して」候補地Ａ

Ｈ多駅は、規模や利用
客数において九州最大の
駅です。ＪＲ、新幹線、
地下鉄の駅であり、主要
都市を結ぶ特急列車や新
幹線などが発着しており、
Ｆ岡空港には、地下鉄や
バスでつながっています。

ＪＲ九州・ＪＲ西日本
の乗車人数（降車人数は
除く。）は、１日約１２
万５千人。

Ｈ多駅には、日本最大
級のレストランゾーンや
映画館・屋上庭園・文化
施設を備えた複合商業施
設も併設されています。

Ｈ多駅周辺には、近代
的なオフィスビルが建ち
並んでいますが、一本路
地を入ると、しっとりと
落ち着いたたたずまいの
神社仏閣も数多く点在し
ています。

商業施設

バスターミナル

Ｈ多口
駅前広場

候補地Ａ

Ｈ多駅
（ＪＲ）
（地下鉄）
（新幹線）



Ｆ岡県Ｉ市「人も元気 まちも元気 新鮮都市Ｉ」人口：101,637 世帯数：42,217

Ｉ市は、東にＦ市、西
にＳ賀県Ｋ津市、南にＳ
賀県Ｓ賀市と接し、Ｆ岡
市の中心部Ｔ神からJRで
30分ほど。また高速道路
を利用してもおよそ30分
の時間距離にあります。
Ｈ多駅やＦ岡空港にも直
通でアクセスでき、交通
の利便性が高い地域です。
北東部には、Ｋ州大学

があり、およそ18,700人
の学生と教職員がキャン
パスとその周辺で活動し
ています。

都市近郊型の農業や畜
産業が盛んで、休日には
市内各所にある農畜産物
や海産物直売所に多くの
人が訪れます。また、
サーフィンや海水浴、登
山、各種芸術家の工房、
ゴルフ場、眺めのよいカ
フェやレストラン、カキ
小屋、遺跡をめぐる歴史
探訪など、さまざまな魅
力を楽しめます。

夫婦岩

Ｄ門岩

カキ小屋

カキ小屋

カキ小屋

Ｓまの朝市

歴史資料館
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温泉

ゴルフ場

サーフィン

サーフィン

Ｋ州大学

歴史博物館
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鳴き砂の浜

候補地Ｂ



ゴルフ場

候補地Ｂ

たまげた
たまご

そば処
しず

新鮮な卵とそれを生かした
ソフトクリームが名物
バーベキューや自然食品

手打ちそばと
Ｉ市の新鮮な食材を
生かしたメニュー

候補地Ｂ

・周囲には住宅が
ほとんどない

・家賃は候補地Ａの
約１／10

・駐車場は30台

・近くの農家や漁港が
あり、新鮮な食材を、
農協や漁協を通じて、
安く仕入れることが
できる

・現在の建物のリフォーム
し起業する場合、30万円
をＩ市が補助してくれる

・年間650万人の観光客
が訪れる。

・最寄りのＪＲ Ｔ前Ｍ駅
からは、車で20分、
自転車で45分

・ＪＲ Ｔ前Ｍ駅にはレン
タサイクルがある

Ｆ岡県Ｉ市「人も元気 まちも元気 新鮮都市Ｉ」人口：101,637 世帯数：42,217
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10時50分までに掲示する。

その他 各班は、指定された部屋を自由に使用可。

※まずは、経営戦略室に集合！
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