
販売方法の工夫による食品ロス削減の取組事例（ヤマダストアー㈱）

・2018２０１８年２2月に、海産資源を大切にする気持ちから、恵方巻きなどを広告した折込チラシ
に「もうやめにしよう」というメッセージと共に、「今年は全店、昨年実績で作ります」、
「欠品の場合はご容赦くださいませ」という文章を添えて発信。昨年実績より多く作るという
商慣習に対し、あえて売り方の見直しを行い、事前にお客様に向けてお知らせ。
・結果、兵庫県内８店舗中５店舗で完売。前年に比べ、廃棄量は減少。

※2018年２月折込チラシ
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「食べ残し」対策の取組事例①

 地方公共団体の食品ロス削減への動きと合わせて、各地の外食事業者等においても、小盛り・小分けメ
ニューの提供やお客への食べきりのインセンティブ付与等の様々な「食べ残し」対策を行っている。

小盛り、小分けメニューの展開
持ち帰り容器の提供

インセンティブの付与

食べきりへの声かけ

各種パーティーにおいて
幹事や司会者と相談し、
食べ残しを減らすための
「3010運動」を実践。

【岩手県：ホテルメトロポリタン盛岡】

「食べきり」に成功した客・グルー
プに対して、特典（飲食代割
引や地産品プレゼント）を付け、
食べきりに対してのインセンティブ
を付与。

【静岡県：ふじのくに食べきりやったねキャンペーン】
協力店舗数 329（R2.4）

小盛り、小分けメニューの展開
持ち帰り容器の提供

【大珍楼】
（神奈川県横浜市 食べきり協力店）

食べ放題のメニューの最小単位
を小さくして、例えば北京ダック
やエビの揚げ物など、1枚・1個か
ら注文を可能とすることで、お客
様の食べ残しを削減。
また、コース料理について、おい
しく食べきって頂くことを前提にし
つつ、持ち帰りを希望されるお
客様へは持ち帰り容器を提供。
なお、傷みやすい料理は持ち帰
り不可とする等、衛生面にも配
慮。
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「食べ残し」対策の取組事例②

 大津市では、食品ロス削減に取り組む飲食店等を「三方よしフードエコ推進店」としてＰＲすることとあわせ、
「正しいドギーバッグ使用を推進する運動」を推進。

 「飲食店等における「食べ残し」対策に取り組むに当たっての留意事項」に基づき、飲食店等における注意
点をまとめた「ドギーバッグ使用ガイド」を独自で作成。

・持ち帰りは、刺身などの生ものや半生
など加熱が不十分なものは避け、帰宅
後に加熱が可能なものにし、食べきれる
量を考えておこなうこと
・持ち帰った料理は帰宅後できるだけ速
やかに食べること
・中心部まで十分に再加熱してから食べ
ること

など、お店から客への説明事項や
注意書きを具体的に掲載。

【三方よしフードエコ推奨店】
食品ロス削減につながる取組を行う飲
食店等を推奨店として登録する制度。
登録された店舗をＨＰで公開。

（「三方よし!!でフードエコ・プロジェクト」
キャラクター・よっしーくん）

ドギーバッグ使用ガイド

ドギーバッグ使用ガイド(大津市)紹介サイト↓

http://www.city.otsu.lg.jp/machi/gomi/ji
gyo/1517474154810.html 92



牛肉の小ロット化

天かす搾油機による廃棄量削減

食べ残し対策として、ハーフサイズのメニューやミ
ニサイズの丼・麺などを提供

外食事業者の取組事例（和食さと（サトフードサービス㈱））

・サトフードサービス(株)では、食品の「小ロット化」、加工済み食材の導入、天かす搾油機の導入、食べ
残し対策として、少量メニューやサイズが選べるメニューの導入により、食品ロスを削減。

・過去の食材使用実績と計画客数から食材の使用量予測を行い、最適な仕込み数を算出。また、1週間ごと
に棚卸しを実施し、食材ロスを見える化することで食品ロスの改善に努めている。

売上予測に応じて適正量の仕込みを実施 93



・ 参列当日に席につ
いてから、和食・
洋食を選択できる
仕組みを開発。

・ 当日に、好みのも
のを選べるため、
食べ残しが減少、
顧客満足度も上昇。

＜披露宴料理の当日選択制の導入＞ ＜ワンテーブル・ワンシェフの導入＞

・テーブルごとに、
サービススタッフ
が１名つき、料理
の切り分け、仕上
げなどを行うサー
ビス。

・１人１人に、好み
や大きさを伺って、
料理を提供するた
め、食べ残しが減
少

星野リゾート軽井沢ブレストンコートにおいて、顧客1人1人に対応して給仕する取組を行い、
食品ロスを削減。

外食事業者の取組事例（㈱星野リゾート）

94



外食事業者の取組事例（㈱星野リゾート）

ビュッフェレストランでの取組

・ビュッフェ台上の料理量をコントロール
し、食品ロス量を最適化。

・料理のディスプレイ方法のトレーニング
や食品ロスの計測と記録を実施。

＜ロスGメンによるチェック＞

＜タパススタイルの導入＞

・少量ずつ様々な種類の料理を楽しむタパスス
タイルを平成23年から朝食に導入。現在80%
の料理がタパス仕様で、廃棄量を極限まで減
少させることに成功。
（現在 食べ残し約3%、ビュッフェ廃棄約6%）
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外食事業者の取組事例（㈱エーピーカンパニー（塚田農場等を運営） ）

えのきの石づきを利用した料理の開発
捨てられてしまうことの多いえのきの「石づき」の
部分を有効活用し、石づきの上につくね、卵黄をの
せた「加藤えのき月見ステーキ」として2014年か
ら販売を開始。毎年秋のおすすめメニューのひとつ
として、9月から期間限定で販売している。※商品
名の加藤は生産者の名前から取っている。
実施効果
2017年はシーズンで約6.9万食を売り上げるヒッ
ト商品となっている。

未利用魚「豆アジ」の商品化
図らずも定置網にかかる豆アジは、値が付かない
うえ手数や費用が嵩み、漁師にとって流通させづ
らい食材。この豆アジに正当な値付けをし買い取
り商品化することで、通常廃棄されるものを食材
として活用している。

通常であれば捨てられてしまいがちな食材を有効活用し、お客様に提供。加藤えのき月見ス
テーキはシーズンで6.9万食売り上げる人気商品。
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