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経営者よ、町へ出よう。
「孤高のフレンチシェフ」
の意識改革
─ 地元住民とのコミュニティづくりが成長のカギ ─
ハートフルダイニングおんふらんす オーナーシェフ 田中季次さん
せいろく

地元の食材である「箱根西麓三島野菜」をふんだんに使った三島フレンチを提唱する「ハートフルダイ
ニング おんふらんす」。おいしいフランス料理を、気軽に、安心して、食べられることもあって、地域の
方々に、絶大な人気を誇ります。
オーナーシェフである田中さんは、お店を構えた当初、珍しい食材を輸入し、東京やパリにも負けないフ
ランス料理の店舗を目指しました。
しかし、1年が経った頃、お客さんから「味は良いが、三島は東京から
40分。フランス料理は東京で食べるよ」といわれ、コンセプトの転換を決断します。どのようにして地元
の方に愛される名店となったのでしょうか。オーナーシェフの田中さんに、経緯や具体的な取組みにつ
いて伺いました。

企業について
企 業 名／ ハートフルダイニング
おんふらんす
所 在 地／ 静岡県三島市
創

業／ 2006年

事 業 内 容／ フレンチ
従 業 員 数／ 19名（アルバイト含む）

オーナーシェフ 田中季次さん

インタビュー
について

1967年生まれ。三島市生まれ。1986年「東京赤坂 カフェドニース」
にて修行を
始める。その後、静岡に戻り
「沼津 淡島ホテル」
メインダイニング副料理長をは
じめ、県内のレストラン、ホテルで料理長を務める。2006年「ハートフルダイニ
ングおんふらんす」
を開業。2010年「ふじのくに食の都づくり仕事人」
を受賞。
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取組みによって起きた変化
ざっくり
言うと･･･

●ハートフルダイニングおんふらんすは、2006年設立。当初、食材を輸入し、
三島の人が食べたことのないフランス料理を伝えようと意気込んでいたが、
地元のお客さんの一言で、地元の方が来たいと思えるお店作りを目指す。
●まずは、異業種の集まりやまちづくり、地元農家の手伝いにも積極的に参
加。地域のネットワークを拡充するとともに、お客様のファン化、地産地消
のお店というブランド化を実現。
●さらに、質・サービスのクオリティが高いお店づくりを進め、
ファンのリピー
ト化、
ファンの拡大を実現。同時に、従業員の自発性を育む活動も実施。

●その結果、地元の食材をふんだんに使ったおいしいフランス料理を、気軽
に、安心して食べられることもあって、地域の方々に、絶大な人気を誇る。

ファンづくりの経緯

01

コンセプト

三島の人が食べた
ことのない
フレンチレストラン

02
三島らしい
フレンチが味わえる
レストランづくり

主な活動内容

田中さん の 役割

珍しい食材の調達
（輸入等）
料理へのこだわり

孤高の
フレンチシェフ

三島フレンチ
としての
ブランド確立
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地元のお客様
元々の知り合い

異業種勉強会
地元経営者

まちづくり
農家支援

2006
〜
2008
年

2008
〜
2016
年

商工会議所
三島フレンチ
のオーナー

情報発信活動

03

外部との 繋がり

まちづくり関係者
農家・お客様
域外・他分野の方

売上 対前年比

160% 達成

料理の質・サービス
の追求
従業員がチャレンジ
できる仕組みづくり

三島フレンチの
オーナーシェフ

お客様（ファン）
域外の食通

2016
年〜

取組みの内容とすすめ方
地方都市で本格的なフランス料理を始め
るも、わずか1年で壁に直面
イ お店を立ち上げた経緯を教えてください。
田 料理人としてのキャリアを積んだ38歳の時、

フランスの食文化を故郷の三島で伝えたい という

フランス料理なのにシェフが常に不在の
お店・・・コンセプトづくりの必要性
イ ファンが増えて以降はトントン拍子で進んだの

でしょうか。
田 すぐにうまくいった訳ではありません。当時は、

想いから、独立し、店を構えました。
しかし、1年経っ

カジュアルフレンチというコンセプトで、60席のお

た頃、地元のお客様から「確かに味は良いけど、三島

店を運営していました。60席を埋めることは決して

は東京まで40分。本格フレンチは東京で食べるよ」

容易ではありません。日によっては20席しか埋まら

と言われました。観光客も旅先の地元店を楽しみに

ないことも多々ありました。そのため、当時は結婚

します。わざわざ三島でフランス料理店を訪れるこ

式も盛んでしたので、二次会を多く取っていました。

とはありません。そこで、一念発起し、三島らしいお

でも、フランス料理を提供するお店であるにも関わ

店作りに変えようと考え、様々な活動を始めました。

らず、アルコールが中心となり、二次会ということも

レストランとは 直 接 関 係 の な い 活 動 が
ファンを生み出すきっかけに

あり、店内も荒れていました。正直、我慢しながら
やっていましたね。 まちづくりの活動も行っていま

イ 具体的にどのような活動を行ったのですか。

したので、不在にすることも多く、
コース料理を食べ

田 当時、
会計士の方から「もっと外に出て、いろん

に来たお客様から
「この店はシェフがいない」
と言わ

なことを学び、ネットワークを作ってはどうか」
という

れたこともありました。料理を作りたいのにできな

アドバイスを頂きました。独立したからには、シェフ

いことに葛藤し、悔しさもありました。

だけでなく、経営者という一面もあります。異業種の

（ 次のページへ

）

集まりや地元のまちづくりに積極的に関わりまし
た。また、地元の小規模農家は人手不足であり、多く
の野菜が収穫できずに廃棄されているという現状
を知りました。従業員やお客様と一緒に畑に行き、
農家のお手伝いをしました。畑で農作業し、お昼に
は、私が準備したお弁当をみんなで食べます。畑で
美味しいお弁当に舌鼓を打つ。
これだけでお客様は
さらにお店のファンになってくれます。また、畑で収
穫した野菜やそれを使った料理をブログにアップす
ると、徐々に、 地産地消のお店 という認知度も高
まってきました。この活動は2年ほど実施しました。
本業の傍らということもあり、苦労したことも多々
ありましたが、お客様との関係はより深いものにな
りました。また、さほどお金をかけることもなく、メ
ディアへの露出も高まりました。次のファンになって
くださる方とも新たに繋がることができました。そ

こだわりの地元食材を
使用したフランス料理

の他、従業員とのコミュニケーションもスムーズに
なるなどの効果もありましたね。
イ →インタビュアー
田 →田中シェフ
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取組みの内容とすすめ方
新天地への移転を契機に、新しいコンセプ
ト作りに着手
イ 今の店舗はいつからスタートしたのですか。
田 先程のカジュアルフレンチをコンセプトとしたお

店が、10年の契約満了を迎えたタイミングで、今の
お店に移転しました。2年前のことです。移転により、
席数は60席から20席となりました。席数が減ったた
め、
これまでとは異なるコンセプトにする必要があり
ました。まず、20席に減ったことを活かし、料理、接客
の質を高めました。席数が減っても、客単価を3,000
円から6,480円に上げたことで、売上も上がりまし
た。さらに、今年からは隣接するホテルの朝食事業も
始まり、売上は昨年比160％の見込みです。
イ 客単価UPに対する不安はありましたか？
田 正直、悪い反応があるかもしれないとも思いま

した。でも、お客様は、料理の質とサービス、値段の
バランスを考え、納得してくださっています。
リピー
トも増え、本当のファンになってくださったと思いま
す。8、9割は地元のお客様ですが、最近では、東京や
名古屋からもお客様がいらっしゃるようになりまし
た。また、接客も細かい点まで行き届くようになりま

例えば、イベントを行う際、アイデアの発案者には必
ず実行してもらいます。イベントは最長3日ですの
で、たとえ失敗しても、1ヶ月の売上に大差はありま
せん。ただ、イベントのレビューは全員で行います。
このような経験が、従業員の自発性を育み、売上や
お客様の満足度向上に繋がります。実際、離職率も
低く、多くは勤続7,8年の従業員なんです。

関係人口を増やすことがファンづくりの第
一歩
イ 最後に、
アドバイスをお願いします。
田 街なかを歩き、何人と挨拶ができるか、それは

ひとつの目安かもしれません。地域は保守的な面が
あり、最初は友達が来店者となり、お店のファンに
なってくれます。そして、
ファンが応援団の役割を担
い、口コミでいろんな人にお店のことを伝えてくれ
ます。知っている人から伝えられる情報は信頼性が
高く、大切なものとなります。そして、その人たちが
何度も足を運びたくなる、そんなコンセプトのお店
はずっと愛されるでしょうね。
イ →インタビュアー
田 →田中シェフ

した。カジュアルフレンチの頃は、満席になると対応
の遅れが目立ちました。値段が安いから勘弁してほ
しいという逃げがあったのかもしれません。今では
料理とサービスの両方を良いクオリティにしていく
ことに注力しています。

従業員を育てる環境づくりにも新たに着手
イ 売上以外の成果としてどのようなものがありま

すか？
田 現在、従業員はアルバイトも含めて19名、全員

が良いお店にするためにアイデアを出します。自分
自身がそうであったように、1人1人の経験値を高め
ていくことが大切です。

編集コメント
コンセプトを作り、試行錯誤しながら実践し、そして、ファンを作ることの必要性を理解できるケースでした。
理想と現実の狭間に葛藤しつつも、活動量を高めることによって、三島フレンチというブランドを確立してきた
といえます。将来はカウンター5席のお店を目指すという田中さん。今後の活動にも注目が集まりそうです。
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