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夢の街創造委員会（株）とは

当社の社名には、以下のような経営理念が託されています

社名 夢の街創造委員会株式会社

代表者 代表取締役社長 中村 利江

所在地 大阪本社： 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-4-2
東京営業所：〒107-0052  東京都港区赤坂4-1-30 ＡＫＡＢＩＳＨＩ－IIビル 5階

資本金 10億4437万5000円

発行済株式数 17,210株

主要株主 ヤフー㈱、 ㈱すかいらーく、㈱壱番屋、フォーシーズ㈱他

事業内容 ・デリバリー総合サイト『出前館』の運営

・デリバリーチャネルを利用した広告代理業

・生活トラブルの解決サービスサイト『駆けつけ館』の運営受託

URL http://yumenomachi.co.jp

委員会活動のように活発に

「ゼロ」から創り出す

「あったらいいな」というサービス
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沿革

当社設立。大阪市住之江区に本社を設置。

宅配・デリバリー専門サイト「出前館」をオープン。

持ち帰り弁当チェーン大手の「ほっかほっか亭」が加盟。

代表取締役社長に現任の中村利江が就任。

「出前館」サイトに予約機能を設置。

大手ピザ宅配チェーン「ドミノピザ」「ピザハット」等が正式加盟。

松下電器産業株式会社のデジタルテレビ「Ｔナビ」に正式コンテンツとして掲載。

ロイヤルパーク汐留タワーホテルで、ルームサービスシステムを提供。

株式会社レオパレス21のマンションポータル「レオネット」にコンテンツを提供。

株式会社インデックスと業務提携。

「モバイル出前館」共同運営スタート。

ヤフー株式会社と業務提携。

事業拡大のため、東京営業所を開設。

ヤフー株式会社のポータルサイト「YAHOO! JAPAN!」にて「YAHOO！出前注文サービス」開始。

ジャパンベストレスキューシステム株式会社のサイト「駆けつけ館」の運営受託開始。

大阪証券取引所ヘラクレス市場に上場。（証券コード：２４８４）

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社及びガンホー・モード株式会社と業務提携。

電話オペレータが注文代行を行なう「宅配ホットライン」開始。

三井住友カード株式会社、GMOペイメントゲートウェイ株式会社と業務提携、「出前館」でのクレジットカード

決済サービス開始

株式会社リクルートの「ホットペッパー」にて「ホットペッパー 出前サービス」開始。

「モバイル出前館」完全自社運営に。

「東京ミッドタウン」に専用デリバリー受付システムを提供。

ソネット・エムスリー株式会社と業務提携、日本最大の医療関係者向けサイトにて「m3.com出前館」開始。

テイクアウト予約受付専門サイト「予約館」に「モスバーガー」「すき家」等が加盟。

1999年9月
2000年10月
2000年12月
2002年1月
2002年4月
2002年11月
2003年5月
2003年7月
2003年8月
2004年4月
2004年7月
2004年8月
2004年9月
2005年7月
2005年9月
2006年6月
2006年6月
2006年7月
2006年10月

2006年10月
2007年3月
2007年4月
2007年4月
2007年6月
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「出前館」とは ①「出前館」トップページ

「出前館」とは、全国7,000店以上の加盟店舗を持つ、日本 大級の宅配・デリバリー専門サイトです。
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②住所選択ページ

町丁目単位まで検索可能なので、店舗側とユーザー側が不愉快な思いをすることがありません。
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③店舗一覧ページ

店舗の営業時間、休憩時間はもちろん、配達までにかかる時間をタイムリーに表示しています。
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④店舗メニューページ

画像を見ながら選択可能で、常に店舗の 新状況を見ることができます。
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⑤オプション選択ページ

オプションやトッピングも、クリックのみで容易にできるようになっています。
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⑥注文ページ

即時配達だけでなく、時間指定の注文が可能です。
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市場環境について
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中食市場成長の背景 （１）

消費者の支出を見ると、特に中食（デリバリー、持ち帰り惣菜）の需要が急激に増加しています。

* 家計調査（総務省）

（1985年を1としたときの増加率）

世帯あたりの品目別支出の推移*  

食の外部化において、特に中食分野（宅配含む）の成長が著しい

外食についても減少傾向

家庭内調理機会の減少を裏付けるように、食材支出は減少

外食

調理食品（中食）
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中食市場成長の背景 （２）

女性の社会進出、出生率の低下等の影響で、世帯あたりの人口は減少しており、

家庭調理の機会は減り「食・サービスの外部化」が進行しているとからと考えられます。

* 日本統計年鑑（総務省）

世帯人口別比率*  

2005年には半数以上が2人以下の世帯になっており、
家庭内調理の経済性は減少する一方
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外食／中食市場規模の推移

年々、外食市場が縮小する一方で、中食市場は伸びてきています。

外食市場規模の推移*1  

*1  （財）外食産業総合調査研究センターの統計資料 *2 （財）外食産業総合調査研究センターの推計値

中食市場規模の推移*2  
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デリバリー市場規模の推移

中食市場が伸びてきている中、
特に、中食の一つであるデリバリーの市場は年約10％で伸びています。
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年約10%の成長

参考資料：食品宅配市場の展望と戦略（2007矢野経済研究所）
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デリバリー業界の現状
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デリバリー業界の動向

「食・サービスの外部化」トレンドに合わせるように、新たなカテゴリのデリバリーや、

既存の集客型店舗のデリバリー事業への参入が急速に進んでいます。

宅配ピザ

宅配すし

ケータリング・
仕出し

既存の食品デリバリー
専門店

集客型店舗の
デリバリー参入

イートイン、テイクアウト中心の飲食店
（CoCo壱番屋、KFC、すかいらーく、デニーズ）

クリーニング

洋食、お好み焼等飲食
における新カテゴリ

ﾏｯｻｰｼﾞ・ﾋﾞｭｰﾃｨｰ等
の人的サービス

ミネラルウォーター等
の日用品

新カテゴリの
デリバリー専門店

車の出張買取など
の便利サービス

スーパー、酒屋
（成城石井、カクヤス）
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デリバリー店における販促費の状況

これまでデリバリー店における販促手段は、「チラシ配布」がほとんど。

加盟店の販促費（広告宣伝費）に占める出前館のシェアはまだ低く、

今後、費用対効果の低減と共に他のメディアへの移行が進むと考えられます。

状
況
の
変
化

若年層を中心とした新聞購読率の大幅な低下

ポスティング禁止のオートロックマンションの増加

デリバリービジネスは商圏が固定されているため、対象顧客層の入替わりが小さい

チラシ配布の費用対効果は年々減少

今
後

これまで「チラシ配布」に費やしていた販促費が、
インターネットのような他のメディアに推移していくことが予想される

現
状

デリバリー店の場合、一般的に売上高に対して約8%程度の販促費（広告宣伝費）がかかる。
そのほとんどが、チラシ印刷・配布に使われている。

背
景
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当社のビジネスモデル
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当社のコア事業「出前館」

デリバリー総合サイト「出前館（http://demae-can.com）」の運営が当社のコアビジネスです。

弁当
Ｂ店

ピザ
Ａ店

寿司
Ｃ店

「チラシ」という紙媒体で情報発信を行い、
「電話」という通信媒体でオーダー受注

消費者

チラシ

チラシ

チラシ

これまでのデリバリー

② 情報発信（販促）コストダウン

③ 受注タイムロス、機会ロスの削減

④リピート注文を維持しやすい

⑤ 即効性のある顧客フォロー可能

② 常時、最新情報を入手できる

① 複数店舗から比較検討できる

③ あらゆる場所で利用可能

④ メニューオプションや、時間
指定などのパーソナルニーズ
を伝えやすい

加盟店側のメリット ユーザ側のメリット

「出前館」ビジネスモデル

「インターネット」という媒体で
情報発信＆オーダー受注の両方を行う

弁当
Ｂ店

ピザ
Ａ店

寿司
Ｃ店

情報発信＆受注

情報受信
＆注文

① 新たな顧客層の獲得
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商品、金、情報の流れ

情報掲載と注文データの仲介を出前館側で行い、
商品の配達と代金の回収は従来通り宅配店側で行います。

約128万登録ユーザ

約2000万PV/月

約7600加盟店

加盟店（チェーン店、個人店）
（ピザ、寿司、弁当、仕出し、クリーニング、水回り修理等）

ユーザー（一般消費者、法人）

①出前注文の送信

②注文データ送信
掲載料￥

オーダー
手数料￥

③商品の配達

商品代金￥

初期費用￥

サイトデータ

*データはすべてH19.11末時点
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全国に広がる加盟店
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出前館事業の展開（成長の方向性）

大手宅配
チェーン

地方中規模
チェーン

個店（街のそば屋、中華屋）

会員数
128万人

会員数
(ユーザー数)  

加盟店舗数
(ユーザー数)  

②店舗数の拡大

①
会
員
数
の
拡
大

• まだ「ネットで出前を注文する」という概念が浸透していない

• 「ネットで出前」の認知度は15%、「出前館」の認知度は8%* 
• リピート率は確実に高まっているだけに、認知度が向上すれば注文数は

相乗的に伸びていく

• まだ「ネットで出前を注文する」という概念が浸透していない

• 「ネットで出前」の認知度は15%、「出前館」の認知度は8%* 
• リピート率は確実に高まっているだけに、認知度が向上すれば注文数は

相乗的に伸びていく

• 東京・大阪・名古屋を拠点とする、大手チェー
ンは殆ど加盟

• しかし、地方都市の中規模チェーンは開拓の
余地が大きい

• 終的には、街の個店を取り込んでいきたい

• 東京・大阪・名古屋を拠点とする、大手チェー
ンは殆ど加盟

• しかし、地方都市の中規模チェーンは開拓の
余地が大きい

• 終的には、街の個店を取り込んでいきたい

7,600店舗
* H17年3月 YAHOO!ユーザ調査

現在の
獲得市場
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① 会員数の拡大施策

Yahoo!グルメ 出前注文サービス

HotPepper.jp 出前サービス

モバイル出前館

アクトビラ 出前館

レオパレス 出前館
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② 店舗数の拡大施策

未加盟の
全国/地場チェーン

既加盟チェーンの
未加盟FC店

街の中華屋、蕎麦屋等の
個人商店

（出前を積極的に
行っているところのみ）

対象：約 3,000店

対象：約 4,000店

対象：約 30,000店

*データはすべてH19.5末時点

特に個店に対する
アプローチを強化

ほぼ獲得済み
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加盟店が抵抗無くネット受注をスタートできるしくみ

飲食宅配店の現状に合わせて、PC投資が不要な仕組みを提供しております。

注文データのやりとりで遅配等のトラブルを防ぐため、自動電話で確認するシステムになっています。

・「０＃」でＯＫの合図。
・「１＃」で再送希望の合図。
・「待ち時間＃」で待ち時間変更の指示。

・「０＃」でＯＫの合図。
・「１＃」で再送希望の合図。
・「待ち時間＃」で待ち時間変更の指示。

簡単な電話操作

＋

PCやテレビ、携帯電話から
オーダー 出前館サーバーで

瞬時にデータ加工します。

オーダーを自動でＦＡＸ送信。
続いて入る自動音声コールで確認。

通常どおりデリバリー通常どおり、配達＆集金

お客様には、
オーダー受付確認メールを送信。

聞き間違
いなく調理

大多数の店舗が、ネット環境なしでネット注文受注開始 → ネット導入への流れ

基本的にシステムで
運用するが、
「クレーム」
「通信不良」
については

アナログフォロー
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個店の声

あがさの木様（東京都文京区）

弁当

幸太鮨様（東京都葛飾区）

すし

当初、イートイン１４席のみの店舗で、売上が伸び悩んでいました。

そこで、新たな売上の確保のためにデリバリー事業へ進出し、同時に出前館に

加盟しました。

その結果、売上が加盟前の２～２．５倍になり、今や店は閉めて出前だけ受け

付けている状態が多くなり、ほぼデリバリーに注力する形で店舗運営するように

なりました。

このように、多くの方にご注文いただき反響の大きさに驚いていますが、売上ア

ップで社員のモチベーションもアップし、出前館に加盟して良かったと思います。

出前館に加盟するまでの約１０年間、チラシによる販促だけを実施してきて、そ

ろそろ「チラシ戦争から脱出したい！」と思い、出前館に加盟しました。

おかげさまで今では、出前館による売上分が上乗せされて約１．５倍も売上が

伸び、総売上の３分の１が出前館によるものとなっています。

また、今までチラシに費やしていた販促費用も大幅に削減することができ、加

盟してから平均で約３割も減り、思った以上の効果が出ています。

この他にも、今まで取ることができなかったような、２万円を超える注文を毎回

いただけるような高単価な新規のお客様がどんどん増えているので、出前館に

は驚きです。
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業績の推移

売上高の推移* 経常利益の推移*

2006年9月
～2007年8月

2005年9月
～2006年8月

2004年9月
～2005年8月

2003年9月
～2004年8月

2002年9月
～2003年8月

2001年9月
～2002年8月

2000年9月
～2001年8月

（百万円）

（百万円）

前期比 +35.5% 前期比 +28.8% 
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2007年9月
～2008年8月予想

2006年9月
～2007年8月

2005年9月
～2006年8月

2004年9月
～2005年8月

2003年9月
～2004年8月

2002年9月
～2003年8月

2001年9月
～2002年8月

2000年9月
～2001年8月 2007年9月

～2008年8月予想

* 第8期決算説明資料p.17より
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