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単一製品販売パターンの成功道 

――「玉子屋」を例として 
中国が二十一世紀に入った後、経済が急速に発展し、国が段々海外に向かって開放しつつあり、国民

の生活水準と消費水準が絶えずに向上しつつあり、中国企業は皆こういう巨大な市場で自分の市場シェ

アを奪い、自分の実力でより多くの資源を支配してもっと多様化の製品を生産して、消費者のニーズに

応じることによって、より多くの利益を得ることを望んている。けど、発展の過程でたくさんの中小企

業が流れにされて、業界の垣根を越えて事業を展開することによって発展パターンの転換を実現しよう

とする時、商材の種類が拡大され、業務の垣根が曖昧になり、いい加減な作り方の質の悪い製品がやた

らに数多く作られるなどの現象が頻繁に出現している。目前中国の中小企業から見れば、企業が成立さ

れた初期段階においては単一製品の販売に力を入れる企業が麒麟の角ほど少ないといっても構わなく、

多くの企業は主業業務がまだ本当に強い競争力を持っていない時期に、盲目的に多元化の事業を展開し

て、最後に生き抜く企業が非常に少ない。では、私たちが考えるに値するなのは、時代多元化の発展に

従うために、多様化の製品を販売するパターンは本当に各々の企業の発展にふさわしいなのか、という

ことだ。 

第一章 玉子屋の成功 

1． 玉子屋の簡単紹介 

玉子屋が 1965年に設立されて（株式会社が 1975年に設立される）、普通の会社や役所に向かって弁当

を販売する会社である。設立者は現任社長の菅原勇継氏である。玉子屋は東京大田区を中心として、経

営範囲が東京 23区に拡大されて、主な業務が事務所で働くビジネスマンに昼食の弁当を販売することだ。

平均に毎日提供する弁当の数は七万食だ。弁当業に会社が一日に二千食の弁当を売るなら、大企業と呼

ばれて、七万食という数は、ほかの会社がどう頑張ってもならない規模だ。だから、玉子屋は日本最大

の弁当会社だ。それは「単一メニュー」という商業パターンによって、効率的サービスチェーンで、融

資せず現金消耗もせず、集団全体の一年の売り上げは約 90 億円（5.67 億元）で、社員が約 700 人だ。

では、玉子屋はどのようにお弁当をこんな高い水準に達したのか。 

2.玉子屋の営業戦略 

2.1値段が安い 

会社向けの弁当の値段は統一に 450円に決められ（2011年 430円）、為替レートの推移で人民元 23元

となり、購買力平価を基準として換算するなら、マクドナルドで半時間に客様に皿を持っていく提供の

サビース或いは四本の水に等しい。だから、価格の方面には玉子屋の値段決めが相当な競争力を持って

いる。 

2.2配送区域が広い 

配送区域： 

東京市（大田区、江戸区、品川区、渋谷区など 23つ区） 

川崎市（中原区、幸区など 3つ区） 

横浜市（鶴見区、西区、中区など七つ区） 

玉子屋の値段決めは相当な競争力を持って、しかも配送区域内に頂上を目指して身心を込めて作って

いるので、日本関東地区に絶対的な王者という存在となる。 

2.3会社をターゲットとする 

玉子屋はずっとビジネスマンの「より安く美味しく健康な昼食」というニーズに応じることに力を入

れている。国内の出前は個人的お得意様に向かうのと違い、玉子屋のお得意様はそれぞれの会社で、大

手会社も小さな会社もあり、そして十食以下の注文を受けなく、即ちある程度の出前の共同購入だ。 

2.4毎日一種だけのお弁当セットを提供する 

玉子屋のお弁当は毎日変わり、毎日のお弁当は一種だけある。こんなお弁当は、一日七万食売れ、し
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かも電話或いはネットで注文することだけで、玉子屋はお弁当を客様のところへ届けることができ、客

様にとって、非常に便利な事だ。値段が安く、低カロリーでおいしいお弁当を事務所へ届けるのは、玉

子屋が客様に提供する価値なのである。 

次は玉子屋の一周の具体的メニューを挙げる。 

月曜日 ハンブルクの肉とスパゲッティ 

火曜日 昆布丼と焼き鳥 

水曜日 揚げハムと牛肉煮込み 

木曜日 豚肉生姜焼き 

金曜日 青椒肉絲と炒め玉ねぎ 

ほかに、玉子屋がメニュー予告という形でネット（オフィシャル ウェブサイトも含めて）を通じて

未来二週のメニューをあらかじめに知らせ、客様の予定に役立ち。 

2.5コストを抑え、食材を豊かにする 

玉子屋のお弁当が売れる秘訣はその食材が弁当業におけるほかの会社より豊富ということだ。玉子屋

のコスト率（販売価格と原材料の価格の比率）は 50%ぐらいに設定され、ほかの会社より 10%－15%高い。 

コスト率を高めるために、ほかの方面のコストを抑えなければならない。業界におけるほかの会社よ

り、玉子屋の人工費が占める割合は平均水準より 10%低く、ほかの費用のほうは平均水準より 5%－10%

より低い。 

人工費の割合を比較的低い水準に抑える事ができたのは、アルバイトと臨時工の生産力を増やし、業

界におけるほかの会社の三倍の仕事の量をやり、二倍の給料をもらうというスローガンで社員を励まし

て、労働生産率を高めるようになったからだ。コストを抑えるに考えに練り、食材の質量で勝負を決め、

味の美味しさと値段の安さを求め続けて、客様が増える後収益を社員に返して、このようにしてよい循

環を生み出す。 

他の費用を抑えることができたのはまず購買量が多いからだ。一日七万食を売り出すから、要求する

食材の量が非常に極大だ。しかも、メニュ―が一種だけあるから、同じ食材をまとまった量で注文する

ことができる。最大限でこういう優勢を利用してこそ、仕入先と交渉する際に有利なところに置かせて、

こうしてお弁当の値段を安いところに決めるに成功できる。 

ほかに、玉子屋はお弁当の容器をりサークルしてもう一度利用することによって、ほかの方面のコス

トを減らすようになる。 

玉子屋は金を広告宣伝に使うことが一度もない。創業以来、玉子屋が全然広告をしなく、ただ口から

口へと伝わることだけで、毎日も高い売り上げを取る。 

玉子屋が素材の手作りを重視する同時に、コストを減らす角度から、積極的に自動化の部分を機械化

にしている。玉子屋が先取りにたくさんの先進の設備を取り入れて、例えば、一時間に 15000 食のご飯

を煮る全自動式煮炊きシステム、容器を洗浄回収する全自動式洗浄システムなどだ。 

以上の述べた点を除いて、玉子屋がコストを抑えるに成功したもう一つ原因があり、それはお弁当の

廃棄率が低いということだ。業界の平均廃棄率である 2%と比べて、玉子屋の廃棄率は人に驚かせるほど

低く、約 0.1%だ。こういう水準に達したのは、玉子屋のメニューが一種だけ制限されたからだ。 

2.6人に驚かせるほど低い廃棄率を実現する配送システム 

 玉子屋がコスト率の高いお弁当を作っても損がない原因の一つは、お弁当の廃棄率を最低に設定する

からだ。上述のように、業界の平均廃棄率は 2%だが、玉子屋は 0.1%の廃棄率を実現した。こんな低い廃

棄率を実現した原因は、長時間蓄積する注文数を予測する技とお弁当の配送方法からだ。後者のほうが

もっと効果が出る。徹底的に廃棄率を減少する核心はユニークな配送方法だ。 

玉子屋で、一日すべてのお弁当は、当日午前 9時から 10時まで予定を受け、１１時から１２時までの

間に注文者のところに届ける。玉子屋の客様は皆役所或いは普通会社の正社員で、だから配送先と配送

ルートが変更しなく、配達に使用する車で直接に工場からお弁当を積み込み、そして客様がいる場所へ



届ける。けれど、注文システムが毎日注文を受けるので、毎日配送するお弁当の数量は違う。 

 普通の配送ルートは担当する配送区域によって配達車を利用し、配達車ごとに必要数量の商品を積む。

しかし、玉子屋がそうではない。玉子屋の配送方法はそのように：工場から比較的遠い区域を担当する

配達車は、予測注文数量より少し多いお弁当を積み込んで先取に出発して、先発組（遠距離組）と呼ば

れ、そして担当する区域へお弁当を配送する。配送を完成した後、直接に工場に帰るのではなく、後に

出発する後発組（中距離組）と連絡を取り、お弁当数が足りない（あるいは余りのある）配送組と打ち

合わせて不足分を補充する。これはすべて現場で配送する社員の優秀な協力によって廃棄率を最低限に

抑えることができる。 

例えば、大田区の蒲田にある工場から遠い新宿地区を担当する者が予定より多いお弁当を車内に積み、

午前８時半に出発する。配送過程で全体の注文数を確かめて、本部からの電話を受け、電話からの指示

通りに新宿地区へ届けた後余剰するお弁当を渋谷などのほかの地区へ届ける。もし渋谷地区に余剰或い

は不足のお弁当があったら、最後に出発する大田区の担当者（近距離組）と打ち合わせて調整する。改

めて商品の数量を調整し積み込む過程はあらかじめに決まった中間点に置くビルの地下駐車場に行われ

る。 

 こんな立派な協力を完成できたのは、お弁当の種類が一種だけあるからだ。もしお弁当が様々な種類

あるなら、違う種類のお弁当の不足分に基づき調整しなければならない。こうしたら、調整にはたくさ

んの時間がかかり、配送もうまくできないことになる。この角度から見れば、単一メニューも非常に重

要だ。 

 玉子屋の配達者は約２００人で、それぞれ 160 台の配達車に乗って商品を配達する。ほかに、三つの

配送区域には九組の配達者があり、組によって活動する。玉子屋の毎日の業務流れはその表のように。 

2.7弁当箱を回収し、客様との信頼関係を建てる 

 よく出前を利用する方はそういう体験を持って、それは弁当箱がますます綺麗になり、あるは繰り返

して用いられることもできるが、ごみ箱に捨てられるようになってしまう。玉子屋はそういう点を十分

に考えに入れて、注文数が多いため、玉子屋は毎日客様が食事を終えた後社員に統一的にお弁当箱を回

収させ、しかも客様に一定の手当てをくれる。回収後の弁当箱が自動消毒機で統一的に洗浄消毒をされ

る。この目的はまずコストを節約し、客様にゴミ捨てという面倒な手間を省いてくれる（日本のごみ分

類の要求が厳しい）ことにあり、そして、客様からのフィードバックを取ることにある。 

第二章 「一週に一冊の本だけ売る」森岡書店 

一.森岡書店についての簡単紹介 

 にぎやかな歌舞伎座を通し、高層ビルがぎっしりと並んでいる町を歩いて、シャネルやティファニー

の贅沢品を売る中心街から離れて、目の前に現すのは、ひときわ静かな巷で、銀座でもシンプルで静か

な一面もある。森岡の書店は巷にある鈴木ビルに位置している。森岡書店は 2006年に設立され、「一週

に一冊の本を売る」のを特色として、毎週一度変わり、毎回一種並ぶことで、2015年 569，78億円（役

34.19億元）の売り上げに達し、同時期と比べて 25.68%増やした。森岡書店の設立者である森岡督行氏

の話によると、売り上げが一番よい時森岡書店は 250冊売れるが、売り上げが一番悪い時 10冊も売れる

そうだ。つまり、森岡書店が最高の時毎日 36冊売り出し、最低の時一冊の本も売り出すということだ。 

2． 選択がないのは最高の選択 

自分の趣味に従い、森岡は毎週客様に一冊の本を勧める。大勢の人にとって、一冊だったら本当に少

なく、そして一週に一冊の本だけ売ることでどのように事業を続けるのか。森岡は、彼が創業する前に

かつて東京神保町にある古本市場の書店でバイトしたことがあるといった。客様の多くは彷徨い書店に

入り、大量の書籍に向いて選択できなく、最後気味の悪い本を選ぶ可能性が多いことに気づいて、だか

ら、読者のために一冊の良い本を精選するという考えが浮かぶ。これは彼の創業の原動力となった。客

様に書籍を精選するなら、本を買う時間も省かれ、本を買い違うことも防げると彼は思う。だから、森

岡督行が彼のグループと毎日各種の書籍を大量に読み、書店の販売情報、読者の読書趣味などに基づき、



毎週最も勧めるに値する本を店内に販売し、そしてこの本に関連する主題を作り、この本と関連する展

覧、活動や対話など一連の活動を企画する。これらの体験は、読者がネットで得られないものだ。最後

情報のぴったり合うことで、読者に簡単に自分の好きな本を買わせる。森岡書店の営業戦略は、一つの

選択があってもうまくできるということを証明した。小さな企業として、市場競争で勝利を勝つのは無

限に自分の商品を増やすのではなく、多すぎる選択という状況で、売り上げが高まらないだけではなく、

かえって消費者の買い物体験に影響してしまう。選択がないのは多分最高の選択で、実在店舗が客様に

代わり、正確な選択をする。 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经

被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这

些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时

间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 
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对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同

一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断

版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再

买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目
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论文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某
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复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 



注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

 

三.単一製品の販売パターンの成功道 

 一種だけのお弁当を売る玉子屋と一週一冊の本だけを売る森岡書店は、すべて「単一製品販売」の営

業パターンを実施している。両者の成功要素は以下の三点がある。 

1.真実の需要がわかる 

多品種販売は株を守りて兎を待つやり方で、この商品が売れないなら、ほかの商品に依頼して、結果

は往々して四分の一、三分の一しかも二分の一の商品は 30日一つも売り出さない。これは目標もない多

品種販売による悪い結果だ。単品種販売は、客様に商品を選ばせるのではなく、客様の代わりに商品を

選んで、彼らに効率的に商品を買わせるが、その前提は客様の需要、焦点を知り、明確な営業戦略を決

め、商品の種類を減らし品種の数を確かめて、目標に向かって販売をする。例えば、玉子屋は、弁当箱

を回収し、客様からのフィードバックを取り及び弁当の余りを確かめて、これらの情報に基づき、消費

者の本当な需要がわかることができ、隔日メニュー設定を実現する。森岡書店は、毎週一連の対話活動

を企画し、読者の本当の考えを知り、来週展示する書籍を抜き出す。このように繰り返して、消費者は

毎週森岡書店で自分好きな本が買える。 

単一製品販売パターンの成功遺伝子はユーザー意識を持つことで、客様の真実な需要を知ってこそ、

単一製品販売パターンを実施する自信を持つが、そうでないと多品種販売パターンより速く失敗する。 

２．大胆に革新して、単一だが単調ではない 

 玉子屋と森岡書店は一種の製品を売り続けて、単一だけど、単調ではない。玉子屋を例として、毎日

客様に一種の弁当セットを提供するけど、毎日提供する弁当は違い、月曜日から金曜日まで毎日メニュ

ーを更新し、毎日客様に新鮮感を感じさせる。そして森岡書店は、毎週の本が違い、読者の好奇心を呼

び起こし、読者が毎週更新されるのはどんな本なのかということに好奇心を持って、そうすれば森岡書

店にいらっしゃる。来る人が多いなら、買う人も自然に増える。毎週一冊の本も読者の閲読習慣に合い、

しかも毎週一冊の本を読まなければならないように読者に促す。 

 玉子屋と森岡書店は、定期の「製品更新」に依頼し、消費者の注意力を引き、単一製品が革新でも儲

かりでもある。 

一口に言えば、品種精選、単一多変と品質重視は単一製品販売パターンが成功した三つのポイントと

いうことだ。 

3.品質を重視し、頂上を目指す 

 玉子屋の食材コストが全部費用の 50%を占め、利益の 10倍で、森岡書店の本はすべて精選されたもの

で、営業者は消費者の心の底に潜在する最も原始的気持ちがわかり、それは品質の良い商品が好きだ。

これは、商業が本質に戻す力で、単一製品販売パターンにおいて最大の成功だ。 

 名創優品の設立者である葉国富氏が言ったように、粗製乱造の時代がすでに過ぎて、今後新しい製品

を開発するなら、繰り返して考えなけばならない。この言葉を通して、我々は質の良い製品はいつでも

時代を遅れることがないのがわかる。製品の質量を重きに置きさえ、頂上を目指して、適当な値段を決

めて、こうするなら消費者が商品を買い、会社が市場シェアを占めることができる。 

 玉子屋と森岡書店は消費者の気持ちを分かって、商業の本質に戻し、頂上を目指して製品を作り、品

質で消費者の心を奪い、質量で消費者にほかの選択をしなくてもいいような安心をさせる。単一製品販

売パターンの成功のポイントは、拒否する理由もない高品質の製品を提供するからだ。 

 



  

四.単一経営の三つの優勢 

 1.中途半端なことをしない 

単一経営が直面する市場範囲は限りがあり、企業の有限資源を集中して競争し、ある特許技術を利用し

ある専用製品を生産してある細分市場に出すことができる。この戦略は十分に企業がこの特定領域内の

優勢を利用して、独占市場の形成、販売の拡大や競争力の増強に役立ち、比較的良い利益率を取り、業

界の競争で絶対的優勢な立場に置かせることができる。我々は多元化の経営を「水たまりを掘ること」

に譬えて、それでは、単一経営を「井を掘ること」に譬えることができる。企業が十分な実力を持つと

き「水たまりを掘る」ことができ、「溝を掘り水を引く」能力を必要とする。企業の実力が比較的低い

時、「井を掘ること」をやって、有限資源を同一の経営方向に集中し向かって、一定した深さまで掘っ

たら水が出る。単一経営にとって非常に重要なのは守り抜くことで、井を一定した深さまで掘りぬいた

ら、水が出る。産業の未来発展戦力を見くびるのは、ある中小企業が単一販売パターンを守りぬく自信

を持たず、リスクを持っても多元化販売を試してやる根本的原因だ。中小企業が単一販売もうまくでき

ないなら、かえって多元化を試すのは、痴人夢を説くしか言えない。 

2.鯛の尾よりいわしの頭 

 単一経営戦略は企業が専門化的知識とスキルを通して、客様に満足させる効果的製品とサービスを提

供し、研究できるん条件のもとで、関連する技術、市場、ユーザー、業界競争などの方面の情報に精通

し、企業の実力を高め、競争優勢を取り、細分市場における特製製品の「いわしの頭」となり、専門化

の市場シェアで利益の最大化を求める。現在中小企業が流れにされて多元化と高利益を求めるが、強い

実力を持っていないなら、市場でやはりたくさんの会社より遅れる。 

３．老馬は道を知り、軽い車で慣れた道を行く 

 単一経営の管理パターンは相対的固定して、変化が少なく、はっきりした明確な発展目標の制定や実

現に役立つ。業務の高度は管理の便利をもたらし、経営効果も評判しやすい。企業における中堅管理者

は管理仕事の量を減らし、注意力を集中し該領域の経営知識と有効経験を把握し、企業の経営能力を高

めることができる。 

 

終わり 

 アメリカの社会心理学教授のバリー・シュワルツは彼の著書の『選択のパラドックス』という本で、

幸せは自由と選択を持つことを意味するが、より多くの自由と選択はより多くの幸せをもたらすことが

できなく、逆に選択が多いほど幸せが少ないということを述べる。理性的角度から分析するなら、より

大きい選択権を持つ消費者が大量の商品に直面する時、必ず良いかい物をするためにあちこちの店をみ

しらべその中から一番良く気になる商品を選び、機械コストを最低限にする。玉子屋と森岡書店はただ

一種だけの製品を提供し、消費者に商品を選択するのを助け、製品を選択する手間を省き、各々の消費

者に気楽に製品を買わせる。ただ一種だけの商品を売るのは、この製品が最も質の良く、消費者が他の

と比較する必要はないからだ。消費者が買うのは商品だけではなく、関心のほうがましだ。だから、時

代の多元化発展に従うために、中小企業が流れにされて、盲目的に多様化の製品を販売するのはすべて

の企業の発展にとってふさわしいことではない。逆に、企業は精力を集中し、有限資源を利用し核心製

品に力を入れて、自社製品の質量を高めてこそ企業の競争力を増強し、長期な発展を遂げ、市場競争の

中で生き抜くことができる。 

 

 

 

 

 

 



 

 


