
知的資産経営報告書 

2019年2月 

伝統食カフェ~楽膳~ 



目次 1 

1. 代表挨拶               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    P2 

2. 事業概要               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    P3 

3. ビジネスモデル俯瞰図         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    P4 

4. 商品・製品・サービス         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    P5～7 

5. 現在の知的資産経営ストーリー     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    P8 

6. 人的、構造、関係資産         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    P9 

7. 当社の業績を支える強み        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    P10 

8. 今後の方向性             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    P11～13 

9. ３年後の知的資産経営ストーリー    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    P14 

10.今後強化すべき強み          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    P15 

11.数値計画               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    P16 

12.アクションプラン・ＫＰＩ       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    P17 

13.スタッフ紹介             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    P18 

14.企業概要               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    P19 

あとがき                  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    P20 

 



１．代表挨拶 

私は、整体師として東京、山梨、長野、奈良、大阪、岡山の患者さ

ん 約1000人の身体のメンテナンスをさせていただいています。 

身体のメンテナンスをしても、やはり毎日の食生活が乱れていると

それは、身体に正直に不調として表れます。 

私が小さい頃から大きな病気ひとつせず育ってきたのは、食べるこ

とに気遣ってくれた母の手料理が毎日あったことだと思っています。

母は、高齢者施設、幼稚園、保育園などの施設で30年以上の調理キャ

リアを持っています。 

◎整体をした患者さんたちに、身体に優しいものを食べて帰っても

らいたい 

◎子どもにも安全で安心できる食材で手作りのものをお客様に提供

したい 

という想いから、3年前に酒屋の倉庫であった我が家を改装し 

伝統食カフェ~楽膳~を開店しました。代々続いてきた日本の伝統

食や文化を次の世代にバトンを渡していくためにも形に残していくこ

とが必要と感じ「知的資産経営報告書」をつくることに致しました。 

「自然」と「日本の四季」、「年行事」、「家族との絆」を大切に

してきた日本人の和食文化をこれからも継いでいきたいと思っており

ます。 

2018年１０月２０日 

伝統食カフェ~楽膳~   

代表 桝岡 智之 
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経営理念 

「食からの健康」 

子どもからお年寄りまで、毎日食べ続けられる安心安全なごはんを 

作り、食べる楽しみや喜びを感じる食事を提供します。 

 

社長から一言 
我が家で食べている手作りの 

ごはんのように 
愛情たっぷりのお弁当、ランチを 

お楽しみください。 

 



事業概要 

＜野菜の種類が豊富で日替わり・手作りなので毎日食べたくなるお弁当＞ 

お子さんが毎日食べても安心・安全なお弁当・ランチを提供することを心がけ全てのおかずを一つ一つ手作りしています。 

お米は、栄養価の高い黒米をブレンドして使用し、奈良の地野菜や旬野菜、市場の新鮮な野菜を使い和食を中心にしたお弁

当、ランチです。「食からの健康」をコンセプトに我が家のようにほっとできる空間を提供しています。 

 

２．事業概要 3 



３．ビジネスモデル俯瞰図 4 

伝統食カ
フェ 
楽膳 

仕入先 
 

野菜：うめしま商店 
肉：中尾精肉店、原田フーズ 
魚：うめしま商店、原田フーズ 
調味料：原田フーズ、生協 
米：西川ファーム 

 
 
 
 外注先 
 

ぷるにぃデザイン 
わたしデザイン 

 
 

日替わり弁当 売上36% リピーター 
週３~6回 

年齢層：50代～６０代 

ビジネスモデル俯瞰図 

業務フロー図 

企画・献立作り 仕入・調達 製造 受注 販売 

＜日替献立＞ 

・5～７種の野菜 

・旬のもの 

・メイン、副菜3種

を基本にした日替わ

りメニューを献立 

市場や産直の新鮮野

菜を調達 

 

調理歴30年以上の 

調理師監修のもと 

メイン、副菜3品を

日替わり、全て手作

りで製造 

 

ＯＰＥＮ当初からの 

お客様が毎日リピー

トで弁当を注文して

くださり、口コミ、

リピートの注文を頂

いている。宣伝は主

にＦＢ発信。 

店から車で10～15分

圏内の所へ 

毎日配達し販売。 

もしくは引取、店頭

販売。 

日替わりランチ 売上22% リピーター 
週１回 

年齢層：60歳以上 

イレギュラー 売上17% 
行楽行事の弁当、オードブルなどの 

依頼 

年行事の食提供 売上25% 
（おせち、恵方巻き、ひな祭り、子ど
もの日、土用丑の日、お盆、クリスマ

スなど） 

教育機関（保育園、小学校など） 
年２～3回 

会社関係：年１回 
年齢層：３０代～50代 

リピーター 
年１～１２回 

年齢層：30代～70代 
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日替わりランチ 

（有機珈琲付） 1000円 

ランチ営業を一時やめて、お弁当営業に専

念したときに「ランチがなかったら困

る！！」「残念！」とたくさんのお声を頂

いて、火、土のみ営業を再開。 

食事を持っていくと「わぁ おいしそう」

と感動の一声を頂き、「どうやって作るの

か」など、その場でレクチャーすることも。 

弁当と違ってアツアツのご飯を座敷で子ど

もさんとくつろいで食べる方が多いです。 

体調が良くない時、しっかり栄養をとりたいと思っ
た時は楽膳に来て食べようと思う。（40代・男性） 

 
こんなにたくさん食べれるかと思ったけど 

野菜がたくさんで食べても胃がもたれなかった。 
（30代・男性） 

日替わり弁当  800円 

楽膳のお弁当で好きなおかず人気ＮＯ１が 

おかんの味付け、「さばの味噌煮」。 

市場に出ている「さばの味噌煮」より味が

薄味、ゆずの風味が効いていて 

どうやって作っているのかとよく聴かれる

おかん秘伝の一品。弁当というと、揚物が

多く、毎日食べるには胃がもたれる弁当と

違い、野菜を豊富に使っていてメインの他

に3品の副菜がついていてヘルシーで美味

しいとお客様に喜ばれています。 

いつもとても美味しく、幸せな気持ちになります。
（30代・女性） 

全て手作りで味付けが美味しい。（40代・女性） 
栄養バランスが良く、野菜がたくさん入っている 

（50代・女性） 

おかんの楽膳料理教室 2h 2,500円~ 

ランチを食べに来たお客さんが、おかんに

作り方を聴いているうちに、その料理法を

教えてほしいというリクエストが増えてき

て、始まった料理教室。 

月に1回、3人までの個人レッスンで 

20代~40代の女性が多く、時間がない時に

すぐに作れる料理や、煮物が苦手という方

もおかんのちょっとしたテクニックを習得

して、美味しく楽しく作れるようになりま

す。 

料理のレパートリーが少なかったのが徐々に増えて
きて、夫が料理教室に行くたびに美味しく作れるよ
うになって喜んでいます。（40代・女性） 
 
次はどんな美味しいものが作れるのかなといつも楽
しみです。（40代・女性） 
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恵方巻き 1本600円 

「福を巻き込む」という意味で縁起かつぎ

の食べ物なので七福神にあやかり７種類の

具材を楽膳独自の味付けで巻いた恵方巻き。

７種（伊達焼卵、人参、しいたけ、シーチ

キン、三つ葉、かんぴょう、高野豆腐）全

ての工程（煮炊き、焼き、お米と酢の配合、

巻くところまで）楽膳で行っています。

スーパー、コンビニ市場では、大量生産、

大量廃棄数が問題となっている昨今、楽膳

では、完全予約、必要数のみ製造販売なの

で廃棄ゼロのエコな商品でもあります。 

酢が苦手で、巻き寿司は普段食べないけど、楽膳の
巻き寿司は喉が渇かないし美味しい。（70代・女
性） 
食べたときに海苔が切れやすくて、食べやすい。 
（60代・女性） 
一本、すぐに食べてしまうくらい美味しい。 
（30代・男性） 

季節の行楽ヘルシーお弁当  1,500円 

季節の節目は、気候の変化でそれに伴い身

体も変化しやすくなります。そうすると体

調を崩す人が増えます。それを回避する季

節の旬野菜を昔の人は考え食べ、体調を管

理していました。雨季には、身体の浮腫が

起き、夏には夏バテ。冬は寒さで風邪を引

く人が増える。という身体の症状に効果が

ある旬の野菜を使って作ったお弁当。ただ、

食べるだけでなく栄養や効能を書いた紙を

添えて学びも加えたお弁当です。 

季節ごとに変わり、季節の旬野菜が入ったお弁当を
食べられるのがいつも楽しみ。（60代・女性） 
 
野菜が多くて、少しずついろんなおかずが食べれる
のが嬉しい。（40代・女性） 

生おせち（大）３~4人前：24,800円 

生おせち（小）１~２人前：15,120円 

楽膳の店をする前から親戚、知人にふるま

い喜ばれていたおかんの手作りおせち。22

品目全て生のおせちを大、小 限定20食の

み販売しています。 

近年、冷凍、真空パック提供のおせちが 

多い中、楽膳では、新鮮、かつ保存料をで

きる限り控えた生のおせちを提供していま

す。販売個数の半分以上がリピーターで近

年大阪方面からの受注も受けています。 

おせちを食べた時に、作った人の思い入れが 
伝わってくる。（70代・女性） 
 
昨年食べたおせちが美味しかったので今年もまた食
べたい。（60代・女性） 
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レンタルスペース １ｈ 1,000円 

月に２~3回ペースで子どもと親の躾教室が

開催されています。講座名：「あいきっ

ず」午後14時~15時 （２０１５年より活

動）妊婦～年長まで参加可能。 

主催者の方の活動や考えに賛同、同意のも

とで部屋を時間貸しするシステムです。 

2018年11月～不定期で子どもの学習教室

と楽膳のごはんコラボで「楽童」を開催中。 

子どもを連れてきて、帰りにお茶して帰るのが楽し
み。（40代・女性） 
 
畳があるので子どもが自然と正座できるのがいい。 
（30代・女性） 

オードブル（４~5人前） 4,000円 

一般的によく販売しているオードブルには

野菜が少なく、揚物が多いという声があり

野菜や煮物、酢の物が入っているオードブ

ルを作ってほしい というお客様からのリ

クエストを頂いてできた楽膳のオードブル

には、メイン＋副菜4種＋果物で野菜が豊

富に入っており毎回注文して開けるときが

楽しみで美味しいと喜ばれています。子ど

もの日、母の日、お盆、クリスマスなど季

節の行事でオードブルを受注販売していま

す。 

季節ごとのオードブルがとても楽しみです。 
煮物、酢の物、揚物と色んな種類を食べれるのが 
魅力です。（40代・女性） 
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経営理念 マネジメント 技術・ノウハウ 商品・サービス 提供価値 業績 

・「食からの健康」 
子どもからお年寄りま
で毎日食べ続けられる
安心安全なごはんを作
り、食べる楽しみや喜
びを感じる食事を提供
します。 

 
 
・売れるものを売るの
ではなく、自信を持っ
て提供できるものを売
る。 

 
 
・手間暇かけてした仕
事が、お客様の笑顔に
つながる。 

・顧客データベース
（構） 

 
・献立データ（構） 
・レシピデータベース
（構） 

 
 
・在庫管理（構） 

 
・業務分担管理（構） 

 
・従業員のシフト管理 
（構） 

 
・畳のある座敷（構） 

 
・月1回MTG（主にこれ
からの計画） 
・仕入れ先との良好な
関係（関係） 

・調理技術力（人） 
・製造力（人） 

 
 
・経営者の 
 プロュース力
（人） 
 
・献立作成力（人）  
 
・レシピ作成力
（人） 

①日替わり弁当 
②日替わりランチ 
③お惣菜 
④季節の行楽弁当 
 
＜年行事の食提供＞ 
⑤生おせち 
⑥恵方巻き 
⑦ひな祭りちらし寿司 
⑧子どもの日オードブル 
⑨土用丑の日うなぎちらし 
⑩お盆オードブル 
⑪クリスマスオードブル 
 
＜その他＞ 
⑫おかんの楽膳料理教室 
 
⑬レンタルスペース 

・店の利益だけを追
求せず顧客の健康を
考慮し、安価な食品
添加物や保存料の多
い加工品、調味料の
使用を避け、一般家
庭で食べる母親の手
料理（煮物、酢の物
のような和食）をメ
ニューとし子どもか
らお年寄りまで幅広
い世代の方に 
毎日好んで食べても
らえる 

 
・野菜を豊富に使っ
た手作りのお弁当や
ランチを食べること
ができる 

 
 

年間売上：＃＃＃ 
月間売上：＃＃＃ 
1日売上：＃＃＃ 

 
月間 売上商品個数 
ランチ：＃＃ 
弁当：＃＃ 
マンスリー商品：＃＃ 
イレギュラー対応：＃
＃ 

開店当初（3年前） コンビニやスーパーで販売されているお弁当と楽膳のお弁当を比較され「そんな高い弁当買えない」「少ない」などのお

声もあり「もう少し価格を下げた方がいいのか」など悩んだ時期もありました。しかし、売れるものを売るのではなく、自信を持って提供でき

るものを売ること。自信を持って提供できるものとは、安価な食品添加物、保存料の多い加工品、調味料の使用を避け、一般家庭で食べる母親

の手料理（煮物、酢の物、、和え物といった和食）で「食からの健康」の手本となるような商品を提供するという事だとミーティングでも何度

も話し合い、楽膳の理念を浸透させていきました。3年経って、お弁当の毎日注文のリピーターも徐々に増えていき「子どもが楽膳のお弁当だ

と食べるんです」「野菜が豊富で煮物が入ったお弁当を食べられるのが嬉しい」「外食でも楽膳のランチなら安心」などというお客様からの喜

びのお声をいただくようになりました。お客様が食べる楽しみや喜びを感じる食事を提供していけるお店をこれからも目指していきます。 
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•28年の調理経歴の中で身に着けてきた野菜の変色や味を落とさないようにカットする方法や飾り切り、食材ごとの味付

けのタイミングなどの「調理技術」 

•日替わりランチ、弁当は創業から累計約850種以上。月間約200食を製造してきた「製造力」 

•東京で奈良の食材を使ったイベント「あおにめし」や山梨のワインと奈良の食材を使ったイベント「ワイン会」を不定期

に開催。また9月には海外、マレーシアで「あおにめし」を開催し、奈良の食材を積極的にPRした「プロデュース力」 

•旬の野菜や肉、魚をバランスよく取り入れた食事を1週間ごとに考え顧客に提示している「献立作成力」 

•月に一度の料理教室で顧客に提供している楽膳独自の「レシピ作成力」 

人的資産 

 

•顧客へのDM発送などに使用する連絡先を管理している 62件の顧客データ 

•創業からの日替わりメニュー内容を保管管理している 356件の献立データ 

•料理教室で顧客に提供し、保管管理している 17件のレシピデータ 

•食材、調味料の 45件の在庫管理データ 

•従業員の出勤予定日、退勤のシフト管理 

•子ども連れのお母さんが来れることやレンタルスペースとして利用できることを想定して作っている畳の部屋、「座敷」 

構造資産 

•3か月先、直近の業務計画、報告を兼ねたMTGを月に1度は開催 

•固定の仕入れ先との良好な関係、創業からの付き合いである八百屋には旬の野菜や気候、災害による価格変動の情報も 

教えてもらっている。八百屋との取引で購入するものは、主に朝一の市場で仕入れた野菜や果物、魚。その鮮度と味は 

一般のスーパーでは買えない品質。八百屋の亭主の40年以上の目利きは、野菜や果物、魚を見て手にとれば美味しいか 

美味しくないかわかるという。 

関係資産 
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•保育園、高齢者施設、仕出し弁当屋、小料理屋で培ったおかんの調理

歴30年。おかんの調理師歴は28年。その中で習得した食材の切り方、

調理の方法は一般の料理本には載っていないことも多い。その絶妙な

センスと味付けが顧客の心を掴んでいる。 

•毎日違う献立を30年以上調理してきたおふくろの味（家庭で慣れ親

しんだ素朴な味） 

①調理技術力 

•楽膳のオーナーは、整体業の経営者兼スポーツトレーナー、医療コーディネイ

ターとして患者様ひとりひとりにあった治療法を10年間培い、東京・千葉・山

梨・長野・大阪・奈良・岡山で提供している。患者数は1000人を超える。 

その中で各地域間の人、食材、物、情報を結び合わせ価値のあるモノやコトを

人々の力でつくるプロデューサー的なこともしている。例）東京で奈良の食材を

使い、山形のシェフとコラボした「あおにめし」を不定期で開催している。山梨

のワインを仕入れ、奈良の食材を使い楽膳で月に一度「ワイン会」を開催し奈良

への移住者との出会いの場を設けている 

•オーナーが仕入れた奈良ではなかな手に入らない貴重な食材（野菜、果物）を楽

膳で使われることもある。 

②経営者の 

プロデュース力 

•開店当初から今日まで作ってきた日替わり献立

は約950食。毎日違う献立メニューは、週初め

にはFacebookへupし主婦たちの毎日の献立に

も役立っているというお声もある。メイン、副

菜３種全て手作り。献立と製造システムをこの

3年でルーチン化している。 

③献立作成力と 

 製造力 
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事業機会 

◆2013年に「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録され 

日本人自身が日本食文化を次世代に向けて守り伝えていく動き

や和食の価値が再認識される機会が増えてきている。 

◆当店利用者年齢、性別は、40代~70代 女性が多く、 

その年代は橿原人口（122,322人）の約3万人を占める。 

（橿原市ホームページより（H30.10/30現在）） 

◆当店の弁当配達を毎日もしくは時々希望される中に働くお母

さんがいる。働くお母さんの出前実態では 

1位：「ピザ」 2位：「寿司」3位に「弁当」と副菜も取れるよ

うなメニューが求められている。 

 

 

 

 

 

 

◆当店利用者の9割から「野菜がたくさん入っていてバランスの

いい食事ができるので利用している」と言われている。 

◆「食育への関心度」約8割を占めている。 

平成30年度3月「食に関する意識調査報告」（農林水産省） 

リスク 

1. 当店がまだ着手できていないネット受注システムが充実し進化し

ている企業に顧客が流れていく。 

2. 調理師、おかんのスキル、味の継承がおかんレベルまで現時点達

していないのでおかんがいなくなったときに顧客が減る可能性。 

3. 大量生産、低コストで広範囲に配達できる企業に顧客が流れてい

く。 

 

当社の業績を支える強み  

◎おかんの調理技術 

◎経営者のプロデュース力 

◎献立作成力と製造力 

 

 

 

 

「（出前総研」2017年12月調査より） 
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今後の方向性 

『 「野菜たっぷり・栄養バランス」な食×食育で橿原一点集中戦略 』 

1. ターゲット分析と発信。40代~70代の全国、女性向けにインターネット発信、告知（主にFacebook）していた事を 

  橿原市、４０代～70代、 野菜たっぷり・栄養バランスのとれたおふくろの味（家庭で慣れ親しんだ素朴な味）を 

  求めるターゲット顧客への発信へと変える。 

２．橿原商工会議所の宣伝媒体を利用させてもらい例）「かしはらふれあいゼミナール」などで店と顧客との接点を設ける。 

３．記録を残す。味の継承、従業員のスキルアップ。 

  おかんの楽膳料理教室で行っている事をレシピ化し、レシピ本をつくり店の存在を知ってもらう。 
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当社のビジョン 

「健康を追求し、手間と愛情をかける店」 

◆橿原で健康的なごはんを食べるなら「楽膳」、橿原で健康的なお弁当買うなら「楽膳」と思い出してもらえる 

 お客様の身近な存在となる。 

◆料理教室、食育講座、楽膳寺子屋「楽童」など食文化の教育を楽膳で催し「食」を通して自分で自分の心と身体をケアできる人

づくりをしていく 

当社の経営目標 

「 毎日食べたい楽膳ごはん ファンづくりで定期購入30食！  」 

 
2019年中に実施 

1年 
2022年中に実施 

3年 
2024年中に実施 

5年 
2029年中に実施 

10年 

①現在の売上より１２０％増 
②調理師1人追加（調理師免許取得） 
③おかんの楽膳料理教室 年間12回 開催 
③「食と健康セミナー」を年間６回 開催 
④楽膳マンスリー新聞を月に1回紙媒体で
配布 
 

①定期購入30食 
②従業員5名体制（調理師+補佐+配達員、
カフェ担当） 
③スィーツ＆アートカフェ営業 
④「楽膳」のレシピ本 発刊 
⑤「食と健康セミナー」年間12回 
⑦楽童 夕方開始 
⑧リサイクル弁当容器への変換 
⑨生ごみ堆肥の取組 

 

①レシピ本を基にした親
子料理教室 年間12回 
 
②出張料理教室 

①米づくり、野菜づく
り、 
親子の食育講座を年間
12回 開催 
 
②自家栽培（有機）の
ランチ、弁当を販売 
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経営理念 マネジメント 技術・ノウハウ 商品・サービス 提供価値 業績 

 

・橿原で野菜たっぷり
で栄養バランスのとれ
るおふくろの味（家庭
で慣れ親しんだ素朴な
味）を提供する。 
身体がよろこぶお母さ
んが作ってくれるよう
なごはん・弁当を食べ
るなら「楽膳」と思い
出してもらえるお客様
の身近な存在となる。 
 
・料理教室、食育講座、
楽童など食文化の教育
を楽膳で催し「食」を
通して自分で自分の心
と身体をケアできる 
人づくりをしていく。 
 

・顧客データベース 
・献立データベース 
・レシピデータベース 
・在庫管理 

 
・従業員のシフト管理 

 
・月1回MTG（主にこれ
からの計画） 
・仕入れ先との良好な
関係 

 
・業務計画データベー
ス 
・業務分担管理 
・月間、週間業務計画
管理 
・売上分析 
・売上分析MTG 
・食品衛生管理 
・料理教室、食育講座
内容マニュアル化 

・調理技術力 
・製造力 

 
・経営者の 
 プロュース力 
 
・献立作成力  
 
・レシピ作成力 
 
・調理技術の継承 
・食教育力 
（栄養・添加物・衛
生） 
 
・従業員教育力 
・営業力 
・販売促進力 

 

①日替わり弁当 
②日替わりランチ 
③お惣菜 
④季節の行楽弁当 
 
＜年行事の食提供＞ 
⑤生おせち 
⑥恵方巻き 
⑦ひな祭りちらし寿司 
⑧子どもの日オードブル 
⑨土用丑の日うなぎちらし 
⑩お盆オードブル 
⑪クリスマスオードブル 
 
＜その他＞ 
⑫おかんの楽膳料理教室 
 
⑬レンタルスペース 
 
⑭食育講座 

・店の利益だけを追
求せず顧客の健康を
考慮し、安価な食品
添加物や保存料の多
い加工品、調味料の
使用を避け、一般家
庭で食べる母親の手
料理（煮物、酢の物
のような和食）をメ
ニューとし子どもか
らお年寄りまで幅広
い世代の方に 
毎日好んで食べても
らえる 

 
・野菜を豊富に使っ
た手作りのお弁当や
ランチを食べること
ができる 

 
・楽膳で「食」を通
して自分で自分の心
と身体をケアできる 

年間売上：＃＃＃ 
月間売上：＃＃＃ 
1日売上：＃＃＃ 

 
月間 売上商品個数 
ランチ：＃＃ 
弁当：＃＃ 
マンスリー商品：＃＃ 
イレギュラー対応：＃
＃ 

創業して3年、商品は、ランチとお弁当だけからスタートし、お客様からのお声をもとに商品数を増やしてきました。品質の良い商品を提供す

るために、企画・調理技術・製造に力を注いできた3年でした。「食べる物を出す」だけの飲食店ではなく、その背景にある親から子、そして

孫の健康のことを思う愛情、「伝統食」を次世代へ継承していくためにも楽膳の商品を自信をもってお客様へお伝えできる営業力・販売促進

力・食教育力にも力を注いでいきたいと思います。また従来開催してきた料理教室に加え、日々の食事の大切さを伝える食育講座、子どもが学

ぶ場「楽童」など。楽膳の構造資産である畳の部屋を利用し、食文化の教育の場を設けます。「健康的なごはん」というキーワードで「楽膳」

のことを思い出してもらい、外食飲食店としての利用だけでなく、家庭でも「楽膳」のようなご飯を食べてもらい「食」を通して自分で自分の

心と身体をケアできる人づくりをしていきたいと思っています。 
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•おかんの調理補佐として楽膳で3年の実務経験を経た店長が 

年内（2019年）に調理師免許を取得。また店長が 

おかんの楽膳料理教室年12回24種の料理レシピ作成に携わり料理教室参加者と共に調理技術を学ぶ。 

また日々の調理においてもおかん監修のもとメイン、副菜３種の調理、献立の作成に店長が携わる。 

年間約240種と計：９種の春、夏、秋、冬の節句料理、行事料理（おせち含む）の調理補佐、 

調理をしおかんの調理技術を継承する。また、店長の娘におかんの料理を継承していくための「レシピ」本も 

2022年を予定に発刊する予定。 

 

①調理技術の継承 

•楽膳と外部講師（知人の栄養士、福祉関係者、看護師）と 

「食と健康セミナー」実施に向けて企画、会議をし年内（2019年）に6回開催を予定。 

Ex)楽膳のような食事（メイン、副菜3種）から受ける身体への恩恵 

  食材の選び方、使い方、食べ方など。 

楽膳を通して自ら身体のケアをしてもらえるヒント、実践力を顧客に学んでもらう場を設ける。 

②食教育力 

•おかんの楽膳料理教室、食育講座の無料参加や食品衛生講習会参加の援助 

橿原商工会のセミナーへ参加させてもらう。 

•おかん監修、店長調理、従業員調理補佐をしてもらい店長から従業員への 

調理技術継承も同時に行っていく。 

ランチMTG、慰労交流会などで従業員との良好な関係づくりの場を設ける。 

③従業員教育力 



16 11 .数値計画 簡易キャッシュフロー＝経常利益－法人税＋減価償却費 

債務償還年数    ＝借入金残高÷簡易キャッシュフロー 

直近期末 

（   年 月期） 

1年後 

（   年 月期） 

2年後 

（  年 月期） 

3年後 

（   年 月期） 

売上高 

売上原価 

売上総利益 

販売費及び一般管理費 

営業利益 

営業外損益 

経常利益 

法人税 

減価償却費 

簡易キャッシュフロー 

借入金残高 

債務償還年数 

非公開とさせていただきます 
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NO 実施事項 推進担当 実施内容 現状値 目標値 時期・期限 

１ 店内飲食 店長 
 

火曜日、土曜日の予約制ランチ 
日替わり手作りのメイン、副菜3品、漬物、果物が付き 
ごはん（古代米）と味噌汁はおかわり可能。 
40代～60代の女性に人気。 
外観の看板（遠くから見てもわかりやすい表示）にし、店のPR
をする。すでにあるHPも更新し、PRしていく。 

月 
10セット 

月 
30セット 

2020年まで 

２ 店内飲食 
（スイーツ） 

店長 （おからマフィン） 
カロリー控えめで身体にやさしい食後のデザートと有機珈琲 
もしくはをハーブティをセットにしたスィーツセットを販売予定 
おからマフィンのチラシ宣伝を促進。 

＿ 月 
30セット 

2020年まで 

３ テイクアウト 店長 （日替わりランチ）を弁当に入れて火曜日～日曜日まで販売。
（引き取りと配達がある）【予約制】 
当店の弁当ニーズを広げるためのマーケティングを実施。 

定期購入 
3 

定期購入 
30 

2020年まで 

４ マンスリー商品 店長 1月～12月までの季節ごとに打ち出している目玉商品（おせち、恵方
巻、ひなまつりチラシ寿司など） 
マンスリー商品のリピート率を上げるため 
楽膳マンスリー新聞・次の目玉商品の紹介を取り入れたチラシを月に1
回紙媒体で配布。 

年 
5回 

年 
12回 

2020年まで 

5 おかんの 
楽膳料理教室 

店長 リピート率の高い人気の料理教室。次回日程が決まっていないので 
年間通して日程を決めて告知する。 

年 
8回 

年 
12回 

2021年まで 

6 レンタルスペース 店長 1時間単位で食事スペース（畳部屋）を扉で区切り貸し出し可能にして
いる。 
貸し切りで会議も可能。現在3団体が利用している。 
 
いつ使用可能かの月間スケジュールを店に貼ったりHP告知する 

月 
5回 

月 
10回 

2021年まで 

7 食と健康セミナー 店長 楽膳のランチを食べながら普段の生活へ取り入れることを伝えていく
講座を実施。 
企画、チラシ作成、年間スケジュールを決める。 
 

＿ 年 
6回 

2021年まで 

8 楽膳レシピ本 店長 料理教室用にレシピ化したメニューをレシピ本用に編集。 
タイトル（仮称）「おばあちゃんが孫に伝えたい料理」 

＿ ＿ 2025年までに 

12 .アクションプラン・ＫＰＩ 



伝統食カフェ~楽膳~は、主に 

3人体制で運営しています。 

ランチ営業日、行楽時や節句な

どの行事で繁忙となる時には臨時で

パートさんにも来てもらっています。 

左から調理監修、調理担当をし

ている「おかん」 

真ん中：オーナー兼整体師、

右：店長です。 

「おかん」が培ってきた調理技

術を店長が継承し、娘へと継承して

いけるように日々勉強しております。

「楽膳」の「楽」である制服ロゴ

マークには、スタッフが心がけてい

る在り方「楽しく生きる」という意

味もあります。お客様が楽しく食事

ができるようスタッフが笑顔でお迎

えします。 

18 

 
集合写真 

 
 
 

13. スタッフ紹介 



14. 企業概要 19 

企業名 伝統食カフェ~楽膳~ 

代表者 桝岡 智之 

創業 2015年4月 

設立 2015年4月 

資本金 なし 

事業内容 お弁当・ランチの製造・販売、コーヒー提供 

年商 ＜非表示とさせていただきます＞ 

所在地 
 
奈良県橿原市大久保町１０５－２ 
 

電話 ０７４４－２２－２２３３ 

FAX ０７４４－２２－６６６９ 

URL https://lakuzen.jimdo.com/ 

社員数 3名 

登録・免許 
飲食店営業 
菓子製造業 

主要得意先 

 
うめしま（主に野菜） 
中本食品（豆腐製造） 
中尾精肉店（肉） 
 
 
 

沿革 

１９９０年 調理師免許取得（現在の楽膳監修、料理教室講師） 

2015年4月 飲食店営業（仕出し屋を含む）営業許可証取得 

〃 そうざい製造業 営業許可証取得 

〃 ご近所の高齢者向けお惣菜、弁当、ランチを主に販売 

2015年6月 平成26年創業・第二創業促進補助金 

2017年3月 平成28年度第二次補正予算 小規模事業者持続化補助金 

2017年9月 
橿原市商工会議所 平成29年度ステップアップ企業応援事
業補助金 

〃 菓子製造業 営業許可証取得 

2018年11月 
橿原市商工会議所 平成30年度ステップアップ企業応援事
業補助金 



あとがき 20 

 知的資産経営とは 知的資産経営とは、従来バランスシートに記載されている資産以外の無形資産であり、企業における競争力の源泉である人材、技術、 

技能、知的財産(特許、ブランドなど)、組織力、経営理念、顧客とのネットワークなど、財務諸表には現れてこない、目に見えにくい経営資源の総称を意 

味します。 

 よって「知的資産経営報告書」とは目に見えにくい経営資源すなわち非財務情報を債権者、株主、顧客、従業員といったステークホルダー(利害関係者)に 

対し、知的資産を活用した企業価値向上に向けた活動(価値創造戦略)として目に見える形でわかりやすく伝え、企業の将来性に関する認識の共有化を図る 

ことを目的に作成する書類です。経済産業省から平成17 年10 月に知的資産経営の開示ガイドラインが公表されており本報告書は原則としてこれに準拠 

しています。 

 本知的資産経営報告書に掲載しました将来の、経営戦略及び事業計画並びに付帯事業見込みなどは、すべて現在入手可能な情報をもとに、当店の判断に 

て掲載しています。そのため将来にわたり当社の取り巻く経営環境の変化によって、これらの記載内容等を変更すべき必要が生じることもあり、その際に 

は本報告書の内容が将来実施または実現する内容と異なる可能性もあります。 よって本報告書に掲載した内容や数値等を当店が将来に渡って保証するも 

のでは無いことを十分にご了承願います。 

 

作 成 者： 伝統食カフェ～楽膳～（作成担当： 店長 桝岡 未佳） 

作成支援：アクセルコンサルティング(株)岡原慶高先生 石井規雄先生 橿原商工会議所 知的資産ワークショップ 

〒 ６３４－００６１ 

奈良県橿原市大久保町１０５－２  

TEL：０７４４ －２２－２２３３   FAX：０７４４－２２－６６６９  

URL：https://www.facebook.com/lakuzen/ 


