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 はじめに

 第1章　昨年度の研究プロセス

図表1-1　高齢者支援のスキーム

　厚生労働省「国民生活基礎調査」によると、わが国の65歳以上の高齢者のいる世

帯数は、およそ30年間で2倍以上増加している。世帯構成を見ると、1986年時点で

13.1％であった単独世帯（「一人暮らし世帯」のこと）の割合は、その後、一貫し

て上昇し、2015年では全世帯の約4分の1となっており、夫婦のみ世帯と合わせると

半数を超える状況となっている（図表1-2）。

　私たちは、一人暮らしの高齢者及び夫婦のみで暮らす高齢者（以下、「一人暮らし

の高齢者」）が自宅で自立して生活することを支援を行うビジネスモデルについて、

さまざまな角度から検討してきた。現在わが国では、一人暮らしの高齢者に対して、

地域包括支援センターをはじめ民生委員やＮＰＯ法人など、さまざまな支援の仕組み

がある（図表1-1）。この社会の仕組みの中で、何か足りないところはないだろう

第１節　世の中の課題を発見

　私たちＩＴリサーチ部では、２０１５年のディジタルディバイド（情報格差）の研

究をきっかけに、高齢者のタブレット教室や空き店舗を利用したＩＴカフェの運営を

行ってきた。また、２０１７年からは小学生を対象にしたプログラミング教室を始め

るなど、地域と緊密に連携した取り組みを活動の柱としてきた。しかし、これらを運

営するには資金が必要で、継続することは容易でなかった。そこで、商業高校生であ

る強みを生かし、利益を生み出す新たなビジネスを考案することで、持続的に地域や

社会に貢献できる仕組みを模索することにした。

　昨年度、外出が困難になった高齢者の買い物を支援するビジネスモデルを考案し

た。しかし、実証実験の過程で大小の課題に直面したことから、PDCAサイクルに

よってビジネスモデルを継続的に改善してきた。さらに、IoTを使った高齢者見守り

システムの構築にも挑戦した。本年度は、ビジネスモデルの実現に向けて、最大の課

題であった収益性の改善をするため、企業とのアライアンスに取り組んだ。また、地

域の強みを生かした新事業を展開するなど、企業としての成長戦略にも力を入れた。

　なお、この報告書においては、第２章以降が本年度の研究内容である。

か。その隙間（ニッチ）を埋めるビ

ジネスを創り出したい。そこで私た

ちは、一人暮らしの高齢者が社会に

対してどのような手助けを望んでい

るのかを明らかにするため、独自の

アンケートを作成し、調査を行っ

た。



　私たちは、一人暮らし、または夫婦のみで暮らす高齢者が求める支援の項目につい

て明らかにするため、県内に住む高齢世帯の男女にアンケート調査を実施し、105人

から有効な回答を得ることができた。

　アンケート調査の結果によると、生活の中で困っていることは、「家の中の修理・

電球の交換」（90点）、「町内の活動・お付き合い」と「掃除」（82点）の順で

あった。回答を自家用車を運転する人（n=63）と運転しない人（n=42）で比較す

ると、「買い物」と「通院」がそれぞれ23点→56点（2.43倍）、21点→52点

（2.48倍）と、2倍以上の差があることが分かった。また、今後利用してみたいサー

ビス内容について年代別に見ると、60歳代で「緊急時にかけつけるサービス」と

「レクリエーションのサービス」が26.1%と最も高い割合を示す一方、「買い物

サービス」は8.7%と非常に低い割合であった。これは、質問4から分かるように、

定年後の60歳代は87.0%の人が自家用車の運転をしており、まだ体力的にも活発に

活動できる年代であるからだと考えられる。一方、80歳代を見ると、「買い物サー

ビス」と「通院の支援」が57.1%と最も高い結果となっている。これは、体力的に

も衰えがみられ、自家用車を運転しなくなることで、買い物や通院のような外出が困

難になった結果だと推察できる。
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第２節　アンケート調査の分析

図表1-2　65歳以上の者のいる世帯数の構成割合の推移

出典：厚生労働省政策統括官付世帯統計室「国民生活基礎調査」
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　私たちは、「このビジネスモデルは、買物弱者となった高齢者の満足度(CS)が得

られるもので、市場における需要はある」という仮説を立て、実証実験を行った。地

域でこの実証実験を行うにあたっては、市役所の高齢介護課をはじめ、地区の民生委

員や自治会など、様々な人たちとの調整を必要とし、その期間は半年近くを要した。

当初、私たちには、地域の高齢者福祉に関わる組織とのパイプが一切なく、暗中模索

の状態が続いたが、大垣市社会福祉協議会の仲介で、ようやくスタートラインに立つ

ことができた。民生委員の方には、「ハートコンテナビジネス」の理念や仕組みにつ

いて説明し、買い物が困難な一人暮らしの高齢者の紹介を受けることとなった。ま

た、民生委員の紹介だけでなく、部員の親や祖父母の関係から協力者を探し、実証実

験を繰り返した。

第４節　仮説に基づく実証実験

　私たちは独自のアンケート調査の結果から、買い物サービスは年代とともにニーズ

が急速に高まり、自家用車を運転しない人が７割を超える８０代では、全体で最も高

くなるという点に着目した。そこで、高齢者の買い物をいくつかのカテゴリに分け、

比較的ブルーオーシャンな市場であると考えられる日用品について、買い物支援を行

うビジネスを選択した。ビジネスモデルのアイデアは、ゼロベースから考え出したの

ではなく、「家庭用置き薬」という日本に古くからある既存の仕組みを参考にした。

　具体的には、サービスを利用する高齢者（以下、「利用者」）に、商品カタログか

ら家庭に常備したい日用品を選んでもらい、コンテナに入れて家庭に配置する。利用

者は、必要な日用品をコンテナから取り出して使用する。そして、次回の訪問時にコ

ンテナから取り出された商品代金を精算するとともに、取り出された商品の補充を行

う。訪問サイクルは、一人暮らしの高齢者の見守りを兼ねて、週１回とした。なお、

後に行う実証実験の過程で、配置方式はコンテナ内に使用前の在庫が蓄積してしま

い、コストの増大を招くことから、配達した時点で課金する方法に修正した。

　私たちはこのビジネスを、「ハートコンテナビジネス」と命名した。

第３節　ビジネスモデルの考案
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図表1-3 ハートコンテナビジネスの仕組み



○

満足 やや満足

○

普通
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サービス

第５節　検証結果

　実証実験の結果、このビジネスモデルは、利用者に満足していただけるものである

と評価できる。それは、日用品が自宅に届くという便利さに加え、私たちが自宅を訪

問したことで生まれる"人とのふれあい"に起因するものと感じた。このことから、こ

のビジネスは、ただモノを配達すればよいというものではなく、ヒトが大切であると

確信した。また、市場における需要についても、日用品専門の宅配というビジネスが

社会に浸透していけば、必ず潜在的な需要を掘り起こすことができると考える。中に

は、別居する家族の世話になる高齢者もいたが、家族に対する気兼ねのようなものが

感じられた。このビジネスモデルが実現すれば、多くの高齢者が買い物という大きな

課題から解放されるのではないか。

　ただし、当初考えた週１回の訪問サイクルは、高齢者の日用品を消費するペースが

かなり遅いため、月１回で十分であることが分かった。

Q1. ハートコンテナサービスに対する満足度

品揃え

⇒

やや不満 不満

○

◎ ○ ○
接客

○

⇒ ○

◎

⇒

Q2. このサービスが実際にあったら利用するか

○ ○

◎○

利用しないかもしれない 利用しない

利用

○ ◎⇒

図表1-4　ハートコンテナビジネスの総合評価

利用する 利用するかもしれない

○

どちらともいえない

○ ○

○ ○

　　　▲実証実験　契約の様子（大垣市） 　　　▲実証実験　セールスの様子（大垣市）



¥181,460

図表2-1　計算の基礎

1世帯当たりの訪問回数／月

¥360,000¥180,000

¥296,520
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¥181,460

売上総利益／月 ¥60,000

月1回と月4回（週1回）で計算した。

売上高／月 ¥450,000 ¥900,000

 第２章　損益分岐点分析

岐阜県の平均時給(配達・配送)\939で計算した。

※タウンワーク調べ2018/7/29更新

60kmで計算した。

1か月の燃料費

¥90,000

固定費／月 ¥181,460

¥35,320

¥181,460 ¥181,460

売上高／月 ¥300,000 ¥1,200,000

¥240,000

事務所の家賃50,000円と、1人分の人件費とした。

¥900,000

　昨年度の研究においては、このビジネスには需要が見込まれ、サービスに対する顧

客の満足度も高いことが立証できた。本年度の大きな課題の一つは、このビジネスに

は採算性があるのかという点である。そこで、費用の積算をより細かく行い、損益分

岐点の分析を行った。このビジネスの売上高は、一世帯当たりの平均売上高と契約世

帯数から計算できるため、この２つの数字を変えることで、詳細な分析を行った。な

お、前提となる諸条件については図表2-1のとおりとした。

1日の労働時間

1か月の労働日数

¥600,000

変動費／月

300（1200）

純損益／月 ¥380,640

¥120,000 ¥180,000

¥439,180

¥1,800,000

売上総利益／月

¥181,460¥181,460

¥132,660

純損益／月

¥150,000

¥2,000

¥42,660

¥153,860

純損益／月

¥296,520 ¥439,180

¥270,000

¥260,640¥207,980

¥181,460

変動費／月 ¥11,200 ¥153,860

¥297,980¥215,320

¥296,520

¥2,250,000

1日の訪問世帯数

固定費／月

150（600）

¥181,460

¥1,350,000

¥11,200 ¥153,860

¥3,000

契約世帯数（世帯）

450（1800）

固定費／月 ¥181,460

変動費／月 ¥11,200

600（2400）

¥3,000,000

¥155,320¥102,660

売上総利益／月 ¥300,000

売上（高）総利益率 売上高の20%で計算した。

¥5,000

売上高／月 ¥750,000 ¥1,500,000

¥181,460

¥450,000 ¥600,000

一

世

帯

当

た

り

の

平

均

月

売

上

高

(

円

)

1人の配達員が1日に訪問できる世帯数を30世帯で計算し

た。（1か月でのべ600世帯）

7時間で計算した。（1か月で140時間）

20日で計算した。

図表2-2　一世帯あたりの訪問回数が月4回（週1回）の場合

変動費 2人目以降の人件費と、燃料費とした。

固定費

15km/1ℓ、ガソリン価格を140円/1ℓで計算した。

労働単価

1日の運行距離

¥181,460

¥20,640

¥439,180

¥27,980



契約世帯数（世帯）

図表2-3　一世帯あたりの訪問回数が月1回の場合

150（150） 300（300） 450（450） 600（600）
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一

世

帯

当

た

り

の

平

均

月

売

上

高

(

円

)

¥2,000

売上高／月 ¥300,000 ¥600,000

¥3,000

売上高／月 ¥450,000 ¥900,000

純損益／月

¥181,460

¥360,000売上総利益／月

¥67,060

¥181,460

¥180,000 ¥270,000¥90,000

¥1,200,000

売上総利益／月 ¥60,000 ¥120,000 ¥180,000 ¥240,000

¥900,000

¥3,000,000

¥94,260

¥181,460

変動費／月 ¥2,800 ¥5,600 ¥8,400

¥181,460

¥11,200

固定費／月

売上高／月 ¥750,000 ¥1,500,000

¥181,460

変動費／月 ¥2,800

固定費／月

¥7,060

¥124,260 ¥47,340

¥167,340

¥11,200

¥1,800,000

¥5,600

純損益／月

¥181,460

¥8,400

¥80,140

¥181,460

売上総利益／月 ¥150,000 ¥300,000 ¥450,000

¥2,250,000

固定費／月 ¥181,460

¥11,200

¥9,860

¥181,460¥181,460 ¥181,460

¥181,460

変動費／月 ¥8,400¥2,800

純損益／月 ¥34,260

¥1,350,000

¥5,000

¥5,600

¥600,000

注1 契約世帯数の（　　　）は１か月に訪問するのべの世帯数を示している。

注2 純損益／月の赤字は、純損失を示している。

¥407,340¥260,140¥112,940

　図表2-2は、一世帯当たりの訪問回数を週１回（月４回）としてシミュレーション

を行ったものである。一世帯当たりの平均月売上高（以下、「世帯月売上高」）が

2,000円から3,000円では、売上高の増加とともに損失額も増えることが分かる。原

因は、２人目以降の人件費を含む変動費の上昇による。

　図表2-3は、一世帯あたりの訪問回数を月１回としてシミュレーションを行ったも

のである。こちらは、世帯月売上高が3,000円で契約世帯数が450世帯の場合、よう

やく収支が黒字に転じる（年間では961,680円の純利益になる）ことが分かる。つ

まり、損益分岐点売上高は、900,001円から1,350,000円の間にあり、世帯月売上

高が3,000円とした場合、契約世帯数は、およそ350世帯程度は必要となる。しか

し、350世帯の契約は現実的にみてかなり厳しい。

　このシミュレーションから、高齢者一世帯の日用品の売上には限界がある上に、日

用品の粗利益が低いこと、一方で、人件費を始めとする宅配コストが大きいこと、こ

の2つが、採算性を低くする原因だと分かった。しかし、人件費を削減するには、1

日に1人が訪問する世帯数を増やすか、訪問のサイクルを長くする以外に方法はな

い。その場合、訪問先での滞留時間の短縮や、高齢者の見守りができなくなるなど、

サービスの質が著しく低下することになにる。課題は、宅配コストの削減と、一人暮

らしの高齢者の見守りの実現である。



　　▲弁当事業者に同行した事前調査（大垣市）

 第３章　課題解決に向けた取組み

第１節　課題解決のためのアイデア
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　事前調査として、実際に弁当と日用品を高

齢者宅へ配達することは可能なのか確かめる

ため、弁当の宅配事業を展開するまごころ弁

当大垣店（岐阜県大垣市）に依頼し、配達に

同行させてもらうことにした。この取材過程

で次のようなことが分かった。

第２節　事前調査

　実証実験と損益分析の結果から明らかになった課題解決の方法について、一つのア

イデアが生まれた。それは、高齢者向けのお弁当を宅配する事業者（以下、「宅食ビ

ジネス」）とのアライアンスによって、経営資源の共有する方法である。つまり、弁

当を宅配するというルーティンで日用品（ハートコンテナ）も配達することで、人件

費や配達コストを大幅に削減できるのではないかという発想である。この方法なら、

配達員（ヒト）や配達用のトラックなどを共用することが可能となり、課題である宅

配コストを大幅にカットすることが期待できる。さらに、弁当はほぼ毎日配達される

ことから、一人暮らしの高齢者の見守りを行うこともできる。

　

図表3-1 宅食ビジネスとのアライアンスのイメージ

余剰のヒトやモノを利用して、ハートコンテナ（日用品）

も宅配する

従来の弁当に加え、生活に必要な日用品も

家庭へ届くようになる
毎日、弁当の配達と同時に

高齢者の見守りも

新事業としてサービスを一元化



・配達員は30歳代の主婦であった。

・配達には軽自動車を利用していたが、車内

　のスペースには余裕があった。①

・１軒１軒の距離が想像していたより長い。

・宅配弁当を利用している高齢者は、離れて

　暮らしているものの、家族から大切に思わ

　れている方が多い。

・日用品等の買い物は、定期的に家族が買っ

　てきてくれるか、買い物に連れて行ってく

　れる世帯が多い。②

・日用品を専門に宅配するサービスを利用し

　ている高齢者はいない。②

・家族になるべく世話をかけたくないという

　気持ちが高齢者にある。②

・日用品は重量があり、買い物を負担に感じ

　ている高齢者が多い。②

・現在はなんとか歩けるが、動けなくなった

　時の将来不安を抱えている人がいた。

・私たちに、「家へ上がってお茶でも…」と

　誘ってくれる人がいた。人と話すことをと

　ても喜んでいるように見えた。③

・弁当の配達員とは気さくに話をしていた。

・不在の時は、弁当の置き場所が決められて

　いた。④

考　察

図表3-2　事前調査の結果と考察

取材で分かったこと

（注）リノベーションrenovation：既存のシステムの一部を利用したり， それを創造的に破壊することによっ

　　　て新しいシステムを構築すること。

第３節　研究の仮説

　事前調査の結果から、ビジネス化の可能性があると判断して、次のような研究の仮

説を立てた。

　ハートコンテナビジネスは、弁当の宅配事業と経営資源を共有することで、コスト

を削減し、持続可能なビジネスとしてリノベーション（注）できる。
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仮説

①当面は、日用品を詰めたハートコ
ンテナの同時配達も可能である。

②利用者及び家族への適切なプロ
モーションによって、参入するチャン
スがある。

③日曜日を除くほぼ毎日、配達
に訪れることから、利用者と家
族のような関係が築けるとよい。

④再配達のコストは考慮しなく
てよい。



 第４章　仮説の検証

第２節　交渉成立　～産学連携スタート～

　仮説を検証するため、まず高齢者向けの弁当の宅配事業者をインターネットで調

べ、訪問リストを作成するとともに、説明用の資料などの作成を行った。そして、先

方のアポイントメントをとり、私たちのビジネスプランを売り込みに回った。しか

し、実際のビジネスの世界は私たちが考える以上に厳しいものであった。経営を預か

る社長や店長の立場として当然な指摘を受け、断られ続けた。交渉の過程で明らかに

なったことは、以下のとおりである。

第１節　企業との交渉

１．現有のトラックでは、弁当以外に日用品のコンテナを積載することは難しい。

２．日用品の配達は現時点で認知度が低く、受注が少ないと思う。

３．弁当代金の支払いは離れた家族が行っている場合が多く、高齢者自身は支払能

　　力が乏しい。

４．軽度の認知症を発症している高齢者の方からの注文管理は難しい。また、その

　　場合のトラブル対応に労働力がとられてしまう。

５．配達ルート外からの注文に応えることは難しい。

６．新たな費用負担は経営を圧迫する。

▲弁当事業者との交渉（瑞穂市）▲弁当事業者との交渉（養老郡）
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　交渉を始めて５か月が過ぎた頃、私たちのビジネスモデルに関心をもっていただけ

る経営者の方に出会うことができた。この会社（以下、「弁当事業者」）は、岐阜県

養老郡で個人宅への弁当の宅配や、社員食堂の運営、介護施設向けの給食などを手掛

けている。さっそく本社を訪問して、ハートコンテナビジネスについて説明した。結

果、導入していただけることになり、交渉は成立した。

　この弁当事業者は、一人暮らしの高齢者の顧客も多く抱えており、日用品の宅配

ニーズはあると考えられた。私たちは合同でサービスの良さを広く知ってもらうため

交渉メモ



▲作成したお試しキャンペーンのチラシ

に、「初回限定の全品１割引き」というお試

しキャンペーンを企画し、チラシの作成は私

たちが担当した。購入の手順を分かりやすく

チラシに入れることや、注文のトラブルを回

避するため、申込書を添付することなどの指

導を受けた。

　６月、岐阜県不破郡関ケ原町に住む２名の

お客様から注文をいただき、最初の配達が行

われた。この地域は、公共交通機関が少ない

うえに商業施設も町の中心部にしかなく、特

に冬は降雪量が多いため、一人暮らしの高齢

者にとって買い物が困難な地域であるといえ

る。後日、お客様に満足いただけたかどう

か、私たちだけで利用者の自宅を訪ね、聞き

取り調査を行った。結果は、「とても助か

る。これからもお願いしたい。」という声を

聞くことができ、手応えを感じた。

第３節　顧客との良好な関係の構築

　私たちは、お客様と良好な関係が構築できるよう、さらにいくつかの取組みを行っ

た。一つは、「まごころ通信」の発行である。季節の話題や地域のイベント、私たち

の高校生活の様子などをカラー版の新聞にして、週一回、弁当と一緒にお届けした。

また、高齢者の方に何か喜んでいただけるものをと考え、手作りうちわの製作・配布

も行った。作り方は、牛乳パックを３日程度水に浸し、表と裏面のポリエチレンを剥

がしてからミキサーで粉砕する。出来上がったパルプを、すき型枠を使ってすく。こ

こまではインターネットで調べることができた。しかし、ここからうちわの骨組みに

流し込んで固める方法については、どこにも公開されておらず、実験を繰り返した。

うちわの強度を高めるため、ミキサーの粉砕を粗めにすると、見た目が悪くなる。パ

ルプを乾燥させると縮み、うちわの骨組みが湾曲してしまう。これらの課題に対して

試行錯誤を繰り返しながら、ようやく手作りうちわが完成した。最後に絵の具で夏野

菜の絵を入れて、高齢者の方にお届けした。この様子は、地元紙（中日新聞　平成

30年7月31日　朝刊）で紹介された。
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図表4-1　システム要件定義の内容

　（a）機能要件

　（b）非機能要件

受注伝票／納品書を印刷する（→顧客）※図表x参照

発注伝票を印刷する（→仕入先）　※図表x参照

No. システム要件

高

商品コードから受注伝票／納品書が自動作成できること

中

注文履歴が一括管理できること

　〃

iPad対応メモリ内蔵式無線バーコードリーダーを使用す

る　（バーコード規格：CODE39）

運用開始後に機能の追加の可能性があるため、拡張しや

すい構成とする
中

　〃 顧客ごとの注文履歴の管理ができること

帳　票

FUN05

システムの運用時間は原則、営業時間内とする

キーボードからの入力は最低限にする

NFUN01

　〃 NFUN05

NFUN02

高

電源の障害に対してUPSを導入することが望ましい

NFUN03

FUN07

事項

外部インターフェース FUN08

第４節　SFAの開発と提案

優先度事項

　私たちが、宅食ビジネスとサービスを統合する上で最も心配したことは、高齢者か

らの受注についてであった。弁当をトラックに積んでいる以上、時間のロスは大敵で

ある。しかし、高齢者は自分が欲しいモノと、実際の商品名がなかなか一致しないこ

とが多々あり、受注に手間と時間がかかる。また、注文者自身が注文を間違えたり、

注文したことを忘れたりして、配達時のトラブルも発生しやすい。そのようなリスク

を回避するため、私たちは配達員の営業活動を支援するためのシステム（以下、

「SAF」）を開発し、先方の企業に提案することにした。システムの概要は、商品の

バーコードを読み取り、その注文データから受注伝票を作成するとともに、顧客ごと

の注文履歴の管理を行うものである。開発コードは、授業で習ったExcel VBA を使

用することにした。開発にあたり、システム要件定義のプロセスで、機能要件と非機

能要件を以下のように定義した。

　〃 FUN03

FUN04 発注伝票が自動作成できること
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No. システム要件

運　用

優先度

機　能 FUN01

FUN06

　〃

　〃

NFUN07 中

高

拡張性 NFUN06

情報セキュリティ NFUN08
個人情報を含むデータのため、システムの起動時にパス

ワードを要求する

低

高

高

信頼性 NFUN04

HDDの障害に対して１日ごとのフルバックアップファ

イルを作成する

FUN02

性　能

コマンドボタンは１画面３つ以内とし、高齢の配達員や

事務員の操作に配慮する

中画面操作から応答までの時間は3秒以内とする

　　　〃

ユーザビリティ 高

BCRの内蔵メモリに蓄積された商品コード情報を無線で

受信し、PCに取り込めること
高

高

高

中

高
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（図表4-2 DFD）

（図表4-3 sheet名：受注伝票）

クリックすると、受注伝票／納

品書を印刷する。
クリックすると、この注文内容が注文

履歴シートに転記される。

バーコードリーダーのメモリの内容を無線で

転送すると、商品コードを表示。

商品コードをもとに、商品名や単価は商品

シートから検索して自動作成。

（図表4-4 sheet名：注文履歴）

関数で自動表示。

フィルタで、お客様ごとの注文

履歴が表示できる。



第２節　移動スーパー・とくし丸とは

　リサーチを進める中、『高齢の買い物難民を救う移動スーパー・とくし丸の挑戦』

というインターネットの記事が目に留まり、詳しく調べてみると、岐阜県は中津川市

で「とくし丸」が運行していることが分かった。そこで、取材計画を立案し、電話で

交渉を行った結果、先方の快諾をいただいた。４月、株式会社スーパーチェン主婦の

店中津川店を訪問し、とくし丸の密着取材を行った。
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　今期の重点課題の一つは、いかに利用者

（高齢者）に満足していだける商品を取り揃

えることができるかである。私たちのビジネ

スモデルは、カタログから選んでコンテナに

入れる方式のため、店舗販売と比べ、商品を

より精選する必要がある。そこで、高齢者の

買い物を支援する全国のビジネスモデルか

ら、成功事例について取材することにした。 ▲移動スーパー・とくし丸の取材（中津川市）

 第５章　買い物支援ビジネスの取材

　株式会社とくし丸は、徳島県徳島市に本社を置く移動スーパーを運営する企業であ

る。創業は2012年で、創業者が徳島の中山間地域で暮らす母親が買い物困難な状況

にあることに目をつけ、事業を立ち上げた。屋号には、創業地の「徳島」と社会事業

や公共の福祉に貢献する「篤志」の意味が込められている。このビジネスモデルの最

大の特徴は、地域のスーパーマーケットと提携して、その商品をそのまま移動トラッ

クに積んで販売することで、コストの削減を図っていることにある。取り扱う商品

は、野菜、魚、肉などの生鮮食品をはじめ、惣菜やお菓子、日用品など多岐にわた

り、その数は約400品目、1000点に及ぶ。また、移動販売のコストは、販売価格を

店頭価格より一律10円高く設定することで、5円ずつが地域のスーパーマーケットと

ドライバー（個人事業主）へ配分される仕組みになっている。

第１節　移動スーパー・とくし丸との出会い

（図表4-4 sheet名：注文履歴）

図表5-1 とくし丸の事業の仕組み



第３節　この取材から学んだこと

　私たちにとって品揃えが豊富なことは、商品の選択肢が増え、店を選ぶ上でプラス

の判断材料になる。しかし、高齢者にとっては逆に、目的の商品を見つけるのにスト

レスを感じるマイナスの結果となりかねない。

　とくし丸は、ドライバーが、売れ行きの動向や顧客の嗜好、季節感などを考慮した

商品をセレクトしてトラックに積み、１軒１軒訪問している。つまり、何をセレクト

するかが、売上を左右すると言っても過言ではない。このことは、私たちのビジネス

にとって大いに参考になった。今後は、年中売れる定番商品に加え、季節ごとに商品

を変えるなどの工夫をしていくことにした。また、牛乳や卵、惣菜といった食品や、

チョコレートや飴などの甘味類を購入する高齢者も目立った。食品はハートコンテナ

には入らないが、賞味期限の長い菓子類は提供していくことにした。意外なモノで

は、祝儀袋や香典袋、線香なども売れており、これも新たに商品のラインナップへ加

えていきたい。

　とくし丸（株式会社スーパーチェン主婦の店中津川店）は、中津川市と高齢者等の

見守り活動に関する協定も締結している。協定の内容は、業務活動中に、支援を必要

としている高齢者を発見したり、何らかの異変に気付いたときには高齢支援課へ通報

することである。これは、週２回、直接顔を合わせて会話するという、濃密な関係で

あるからこそできることである。取材中、とくし丸のドライバーと会話を楽しむ高齢

者の姿や、トラックを見かけて畑から急いで帰ってくる姿を何度も目にした。高齢者

とドライバーが家族のような存在になっている。私たちがハートコンテナビジネスで

やりたかったことは、まさにこういうことである。ただ商品を届けるだけでない。便

利さを提供するだけではない。一人暮らしの高齢者が社会と繋がっているという安心

とぬくもりを届ける。この取材を通して、改めてこのビジネスを考えた頃の初心に戻

ることができた。
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▲移動スーパー・とくし丸で買い物をする高齢者（中津川市）

図表5-1 とくし丸の事業の仕組み



　　　（注）これは話の内容を私たちが文に要約したもので、発言のニュアンスと異なる記述があります。

　日用品は一般的に粗利益が低く、収益力は低いと考えられる。例えば、ａｍａｚｏ

ｎで販売しているペットボトルの水のように、配達してもらえるメリットの大きい商

品を取り扱うと、粗利益を高めに設定しても売れるのではないか。

　企業との産学連携のテスト運用が開始され

たのを契機に、大垣共立銀行本店（岐阜県大

垣市）を訪ね、調査役　下條様から今後の助

言を受けた。私たちが行った宅配コストの削

減の取組みに対しては評価をいただいたが、

依然として収益力が弱いという指摘を受け

た。その中で、私たちが特に高い関心をもっ

たことは、次の３点である。 ▲大垣共立銀行本店で指導を受ける様子

第１節　銀行から見たハートコンテナビジネス
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　高齢者には貯蓄があり、消費のポテンシャルが高い層もある。高価格でも付加価値

の高い商品を勧めることも一つの方法である。商品をただ届けるだけではなく、生活

の質をより良くできるような商品を提案できるとよい。これにより、消費者である高

齢者は自分たちのニーズに合った商品を選ぶことに加え、新しい商品の良さを知るこ

とができる。

　このビジネスにはCSV（Creating Shared Value）という戦略が最適だと考える。

CSVとは、自社の強みで社会の課題を解決することで、企業の持続的な成長へとつな

げていく差別化戦略のことである。では、このビジネスの強みは何かと考えた時、顧

客とのコミュニケーションではないかと思う。コミュニケーションの質を上げること

で、ビジネスがより良いものになることを期待したい。

　大垣共立銀行でいただいた指導や助言をもとに、今後の成長戦略を、「収益性の高

い新たな事業を展開することで、地域経済に貢献し、持続的な成長へつなげる」と立

てた。具体的には、高齢者に地元産のワンランク上の食を提案する事業を新たに始め

ることにした。一例を示すと、スーパーの安価なお茶を飲んでいる顧客に対して、地

元産の「美濃いび茶」を提案するということである。これは、アップセリングという

マーケテイング手法であるが、儲けの大きな商品を販売して、売上を伸ばしたいとい

 第６章　ビジネスの成長戦略

第２節　今後の成長戦略

1

2

3



120

83

う企業側の論理だけでなく、外出の機会が減った高齢者に、自宅にいながら食を通し

て幸福を実感してもらいたいという真のねらいがある。つまり、顧客の満足度を高め

ながら地域経済にも貢献し、結果として、自社の成長を図るということである。

35.8%

64.2%

１．目的

　本調査の目的は、70歳代以上の高齢者が、柿を好んで食べるかどうかを明らかに

するとともに、2Lサイズの富有柿の価値（価格）をどう捉えているかについて調査

する。

２．調査対象　　岐阜県在住の70歳代以上の男女　120名

３．調査方法　　聞き取り調査

４．調査期間　　2018年9月2日～9月5日

質問2　年代

43 69.2%

28.3%
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▲柿農家での仕入交渉（本巣市）

第３節　新事業の立ち上げ

聞き取り方式によるアンケート調査を実施した（図表6-1）。その結果、120人中82

人（68.3%）が秋に柿を食べる習慣があることが分かった。そこに、あれば食べる

人を含めると106人（88.3%）となり、富有柿の販売が顧客のニーズとマッチして

いることが分かった。

　私たちは、富有柿の産地である岐阜県本巣市の柿農家を訪ね、仕入の交渉を行っ

た。その結果、私たちの理念や取組みに理解をいただき、市場の卸値と同じ格安の値

段で仕入れさせてもらえることになった。収穫の開始時期は１１月上旬のため、この

時点では柿のサイズ（2L：大きさの目安は9cm～10cm）、仕入価格（非公開）、引

渡場所（先方の即売所）、包装の費用負担（売り手負担）について仮契約を行い、仕

入数量については注文数が確定してから連絡することとした。

77

男性

2.5%90歳代 3

80歳代 34

質問1　性別

　成長戦略の柱である「地産商品」の提案を

行うにあたり、岐阜・西濃地域の地産品の中

から、高齢者の食生活を豊かにできるような

モノのリストアップを行った。検討の結果、

第一回目の提案商品は県産のブランド柿であ

る「富有柿」（ふゆうがき）を候補にした。

そこで、柿が高齢者に好まれる商品かどうか

と、販売する際の適正価格を調査するため、

図表6-1　富有柿に関するアンケート調査結果

70歳代

女性



～

～

～

～

～

100円

200円 57

37

399円 14

※平均

食べる 82

6

299円

▲弁当と一緒に配布したチラシ

5

24

あまり食べない

199円

まったく食べない

あれば食べる

ショッピングサイトD

12個

8個

¥334平均

50円 730円 204円最安値 最高値

400円

15個

質問4　富有柿(２Lサイズ)１個の値段はいくらくらいだと思いますか。
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（和歌山県産）

（岐阜県産）

質問3　あなたは秋に柿を食べますか。

ネットショップ 個数（産地）

第４節　宅配事業者への説明

7

300円

8

ショッピングサイトA

ショッピングサイトE

ショッピングサイトC

ショッピングサイトB ¥1,980

8個

（岐阜県産）

（奈良県産）

¥2,400

（奈良県産）

¥3,600

¥3,000

¥300

¥375

¥367

¥330

¥300

1個あたり

¥5,500

99円

6個

　私たちは、弁当の宅配事業者に対して、成長戦略

を踏まえた新事業と仕入交渉の結果について報告を

行った。初回の地産商品については、「富有柿」２

Lサイズ３個セットを５２０円（１個あたり約１７

３円 ）の価格で販売することを提案した。価格設

定にあたり、ネットの市場価格が平均３３４円であ

るのに対して、アンケート調査（質問４）による予

想価格が２０４円と、１００円以上の差がある。本

来なら、市場価格の平均に近い価格にしたいところ

であるが、高齢者が考える価格との差が大きいこと

とから、利幅は小さくても、２０４円を下回る価格

にしたいと考えた。先方は、６００円（１個あたり

２００円）以上で販売することを主張されたため、

話し合いの結果、最終的には５８０円に決定した。

売価（送料除く）

※平均は、区間Aと区間Eを除いた数値である。

図表6-2　富有柿のネット価格比較

※区間A

※区間E



　８月に開催された岐阜県高等学校生徒商業研究発表大会において、一人の審査員か

ら次のような講評をいただいた。（以下、原文のまま）

第５節　ターゲット層の拡大戦略

　高齢者の生きる喜びにつながるハートコンテナ、素晴らしいと思います。見守りと

ビジネスが融合していました。話は変わりますが、高齢者だけでなく、乳幼児を抱え

る子育てママさんも重いペットボトルや米、ティッシュ、オムツなど買い物が大変だ

と聞きます。意外と需要があるかもしれませんね。

　インターネットで注文する宅配クリーニングが人気だ。提携する運送業者が注文客

の自宅で衣類を引き取って工場に運び、仕上がり後に届けてくれる。夫婦共働きなど

忙しい世帯の利用が多く、クリーニング業界は市場拡大のチャンスとみて力を入れて

いる。（岐阜新聞2018.8.16朝刊より引用）

就労している

専業主婦である

60 76.9%

　実は昨年度、このビジネスモデルを考える過程で、高齢者だけでなく、子育てをし

ながら働く主婦層にも需要があるのではないかという意見があった。しかし、その時

はターゲットを絞ることで、マーケテイングの諸活動をより効率的かつ効果的に行え

るのではないかという理由から、あえて除外した経緯がある。現在、ビジネス化の第

一歩を踏み出し、当時とは状況も変わった。何より、収益力を高めることは私たちの

喫緊の課題でもある。そこで、日用品専門の宅配というサービスが子育て中の主婦層

に需要があるのかどうか調査することにした。質問項目は、調査対象者が多忙なこと

を考慮して、必要最低限の3つに絞った。

図表6-3　主婦層に対するアンケート調査結果

質問1　現在、就労していますか。
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　また同じ時期、地元の新聞に「宅配クリーニング人気」「利用多い共働き世帯」と

いう見出しを見つけた。（一部抜粋）

１．目的

　本調査の目的は、子育て中の主婦層に、日用品専門の宅配サービスに対する需要が

あるかどうか調査する。

２．調査対象

　保育園または幼稚園から小学生までの子どもをもつ主婦　78名

３．調査方法　　アンケート調査

４．調査期間　　2018年9月8日～9月14日

18 23.1%



※　https://bizhint.jp/keyword/113927「事業ドメイン」

2.6%生協を利用して購入している

質問2　主に日用品をどのような方法で購入していますか。

21

32

0.0%

0 0.0%

第６節　事業ドメインの再定義

76

利用しないと思う

その他 0

18 30.0%

スーパーやドラッグストアで購入している

0

0 0.0%

質問3　日用品専門の宅配サービスを利用したいと思いますか。

是非利用したい

関心がある

10

その他

インターネットで購入している

5

3 16.7%

10 55.6%53.3%

16.7%

就労している 専業主婦である

　企業が継続的に売上・利益を上げるには、経営資源を有効活用し、結果が出る経営

戦略の策定が不可欠である。そのためには自社（このビジネス）のコア・コンピタン

スを理解し、競争優位性を確立させなければならない。そこで重要となるのが、事業

ドメインの設定である※。ここで、改善を繰り返した最終的なビジネスモデル（以

下、「改ビジネスモデル」）の事業ドメインについて整理する。

　昨年度のビジネスモデル（以下、「旧ビジネスモデル」）の事業ドメインは、日用

品専門の宅配であり、提供価値は、高齢者が自宅にいながら日用品を手に入れること

ができ、代金も使用した分だけ支払えばよいということであった。それに対して、改

ビジネスモデルの事業ドメインは、①弁当の宅配、②日用品の宅配、③地産商品の宅

配にまで拡大された。提供価値も、高齢者が自宅にいながら生活に必要な食事と日用

品、さらには季節ごとの地産食品を手に入れることができるようになった。加えて、

見守りという安心も付加される。

　アンケート調査の結果、78人中76人（97.4%）が日用品をスーパーやドラッグス

トアで購入していることが分かった。生協（グループ購入）やインターネットを利用

している場合は宅配が基本となるが、スーパーやドラッグストアの場合は、自ら買い

物に出かけなければならない。質問項目にはないが、アンケートをお願いした方と話

したところ、「買い物はたいへんである」という切実な声が多く聞かれた。次に、

「日用品専門の宅配サービスを利用したいか」という問いには、78人中13人

（16.7%）の人が是非利用したいと回答しており、関心があるを含めると、55人

（70.5%）まで増える。調査前の予想では、専業主婦に比べ、働きながら子育てを

している人に需要があると考えていたが、両者にほぼ差は見られなかった。この調査

から、主婦層向けに効果的な販促を行えば、新規顧客の獲得が可能であるという結果

が得られた。

0.0%

2

97.4%

27.8%



　家庭用置き薬のビジネスモデルを参考に考えた旧ビジネスモデルは、採算性が極め

て低いという結論を得た。あくまで推論であるが、医薬品の配置ビジネスは、製薬

メーカーが粗利益率の非常に大きい自社品を中心に取り扱うことで、成り立ってきた

と考えられる。商品単価も粗利益率も低い日用品に、このビジネスモデルを応用する

ことには無理があった。しかし、この点も研究によって明らかにすることができた。

　本年度は、採算性という課題に真正面から取り組んだ結果、宅食ビジネスの経営資

源を活用することで、宅配コストを最小化することに成功することができた。仮説は

立証できたことになる。少なくとも、弁当事業で黒字経営の企業が、新たな投資をせ

ず、余剰のヒトやモノを活用してハートコンテナ事業を行えば、現状より利益は増大

するはずである。そればかりか、競争の激しい弁当業界の中で、差別化したビジネス

モデルとして生まれ変われる可能性すらある。

　この改ビジネスモデルの外的・内的強みは、弁当と日用品をセットで宅配する企業

が他にない点、競合する大手スーパーが運営する宅配ネットスーパーと比較して、配

達エリアが圧倒的に広い点、弁当の宅配を利用している顧客を既に多く抱えている点

などが挙げられる。そして、今後さらに高齢化が進むことから、市場の拡大が期待で

きる点も大きい。

 第７章　結論

第１節　この研究の考察

強み

～考察と外部評価～

・弁当の配達員に対し、新たな

オペレーションを教育する必要

がある。

・弁当の配達員に高齢者が多数

いる。

・今後も高齢化は進み、一人暮らしの高

齢者は増加することから、市場の拡大が

見込まれる。

S W
弱み

・弁当の宅配を利用している客を抱えている。

・エリアごとに配達担当を置いているため、広い範

囲をカバーできる。

・高齢者宅への配達のノウハウを蓄積している。

・弁当と日用品をセットで宅配

する事業は他にない。 機会 脅威

・大手の参入など外部環境の変化によっ

て弁当部門の収益が低下すると、経営が

悪化する可能性がある。

T

・顧客との対面販売を基本としており、

高齢者に優しい。

O
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図表7-1　改・ハートコンテナビジネスのSWOT分析

内

部

環

境

外

部

環

境

プラス要因 マイナス要因



評価の観点

新規性

社会貢献性

成長性

収益力

・高齢化率の上昇や単身高齢者の増加等、高齢化社会はますます進行していく中で、

ビジネスの手法を用いて高齢者支援に取り組む本プランの社会貢献性は極めて高いで

す。地域の高齢者の生活の向上や自立支援など地域社会に貢献しながら、地域社会の

一員として自社の成長も目指すという本プランの理念には、とても感心しました。

第２節　有識者による評価

A

社会貢献性

B

B

S

A

・日本独自の配置薬のビジネスモデルを日用品に転用したもので、配置販売というビ

ジネスモデル自体に新規性はありませんが、見守りサービスと組み合わせるなどオリ

ジナリティは認められます。

競争力

評価

新規性（独創性）

　私たちは愛知県名古屋市にある日本政策金

融公庫　名古屋創業支援センターを訪ね、所

長の江原明彦様から、改良したビジネスモデ

ルの最終評価とコメントをいただいた。評価

の観点は、新規性（独創性）、競争力、収益

力、成長性、社会貢献性の５項目で、基準

は、Sたいへん優れている、A優れている、B

普通、C課題がある、D劣っているの５段階で

ある。

　評価結果は、図表7-2のとおりである。社会

貢献性は高評価であるが、競争力と収益性に

ついては、今後のさらなる改善が必要である

と考えられる。
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▲有識者による評価（名古屋市）

図表7-2 改・ハートコンテナビジネスの評価



・まったく同じビジネスモデルを展開する、同業他社は見当たらないかも知れない

が、日用品を取り扱う多種多様な小売店やEC事業者が間接的には競合相手になりま

す。

・すでに世の中に普及している日用品の定期配送サービスや、宅配型の見守りサービ

スなど類似サービスとの違い、優位性が必ずしも明確ではありませんので、既存事業

者では提供できない強みを掘り下げて検討し、プラン内容に盛り込んでみてはいかが

でしょう。

競争力

収益力

・宅食ビジネス事業者と提携し、コスト削減を図るとのことですが、実際にどのよう

な収益モデルとなるのか明確ではありません（委託販売？卸売？）。

・定期的な見守りを前提とすると、契約世帯の対象エリアは限定されます。対象エリ

ア内の高齢者人口はどのくらいでどの程度のシェア獲得を目指すのか積算しましょ

う。また、１人当たりの売上単価については、実証実験の実績をベースに、積算が可

能なはずです。これらを踏まえて、実現可能な金額を積算すると、より実態にあった

収支計画になりますので是非チャレンジしてみてください。

成長性

・高齢化率は今後ますます高まっていく中で、高齢者向けサービスの市場全体は拡大

しています。一方で、ビジネスチャンスととらえる事業者も多く、見守りサービスや

宅配ビジネスは年々サービスが多様化するなど競争は激化しています。ボタン一つで

日用品が届くサービスを提供する事業者も登場するなど、これまでの常識では思いも

つかないような新たなサービスも生まれています。

・貴校のビジネスモデルの強みは、既存の事業者と提携し、効率的に顧客基盤を獲得

するとともに、低コストでサービスを提供できることですので、大手事業者が簡単に

まねできないビジネスモデルやきめ細かい対応等のサービスの特徴や差別化の要因に

さらに磨きをかけ、自社の強みとして明確に訴求していくことが必要だと思います。
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▲事業者による弁当とハートコンテナの同時宅配の様子（岐阜県不破郡関ケ原町）



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

大垣市社会福祉協議会　佐々木翼　様

 おわりに ～未来への提言～

株式会社スーパーチェン主婦の店中津川店　様

株式会社三栄フード　様

大垣共立銀行　下條崇　様

養老町教育委員会　様

名古屋創業支援センター所長　江原明彦　様

まるかね農園　様
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　わが国の高齢化は今後さらに進み、2036年には3人に1人が高齢者となる。さら

に、2065年には国民の約2.6人に1人が65歳以上の高齢者となり、約4人に1人が75

歳以上の高齢者となる社会が到来すると推計されている
※
。果たして、このような状

況においても、若者（ここでは15歳以上65歳未満の生産年齢人口を指す）が高齢者

を支えていく社会を持続することが可能であろうか。

　この研究において高齢者は、一貫して「サービスの受け手」の側で捉えてきた。確

かに、体力が衰え、外出が困難になった高齢者が多くいることは事実である。しかし

一方で、元気で「誰かの役に立ちたい」と考える高齢者も多くいる。ならば、元気な

高齢者がもつ能力を最大限活かすことで、社会の労働力不足を補うとともに、高齢者

自身も健康で充実した生活が送れるのではないだろうか。このビジネスモデルも、町

内単位で商品の分配を元気な高齢者が担うなど、時代とともに変化していくことが望

ましいと考える。

地域の民生委員・自治会の皆様

まごころ弁当大垣店　様

朝日大学　様

この研究にあたり、ご多忙の中、多くの皆様にご理解とご指導をいただきました。

心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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