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2021 年 5 月 14 日作成 

H&H 合 同 会 社 の目 的  

 

 H&H 合同会社は、honesty（誠実）と harmony（調和）を社名とした、食に関する未来志

向の専門会社です。ニューノーマルになろうとしているウィズコロナ時代の新しい価値観に

立脚した、飲食店展開から流通、生産者提携を視野に入れています。飲食店展開におい

ては、将来的に 100 店舗出店することを念頭に、手作りの料理提供、厳選された一点特

化型のわかりやすいメニュー、デリバリーとテイクアウトを中心とした販売計画、１０坪程度

の昼型の店舗、トレーラーハウス、キッチンカーでの営業を計画しています。手作りの料理

提供によるリピーター獲得は弊社の強みであり喜びとするところです。健康的で美味しいと

いう評価を得て強いファン層をつくり、リピーターに支えられれば、低価格に縛られない客

単価の設定が可能となります。一点特化型のメニューは、作業効率の高さと汎用性のある

オペレーション、スピーディな料理提供時間を実現します。来客数が客単価よりも重視され

る昼の時間帯を中心に、デリバリー、テイクアウトで売り上げを組み立てます。広い客席を

不要としますので固定費は安く抑えられます。これらの特徴から早期の複数出店を可能に

します。流通、生産者提携においては、ネットを用いて生産者のエリアから生産物を直接購

入できる体制の構築、並びに将来的には生産者のエリアに店舗出店することにより、地域

の発展に貢献することを目標にしています。 
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ピコデガヨ  

 

 ピコデガヨは H&H 合同会社が最初にプロデュースするチキンブリトー専門店です。ブリト

ーはトルティーヤの皮で、数種類のチリで味付けした、肉、野菜などの食材を固く巻きあげ

た食べ物です。お寿司の「太巻」と似ています。運搬に強く、形が崩れません。また温かくて

も冷めてもスパイシーで、美味しく召し上がることができます。さらに、片手で、ナイフフォー

クを使わずに手を汚さずに食べることができます。パソコンで手を汚したくないオフィスのデ

スクランチや公園のベンチなど外で食事するのに相性が良いです。ブリトーは、メキシコか

らテキサスに伝わり全米に拡がりました。アメリカでは現在ハンバーガーやピザと並んで高

い人気です。日本でも、都内からメキシコ、アメリカ流の本格的なブリトー店が生まれてい

ます。現在 SNS ではブリトー専門店の地方進出を望む声も多いです。今後、全国にブリト

ー専門店が現れることが予想されます。ピコデガヨは本場の味を持つブリトーチェーン店と

して、その先駆けとなります。また、ピコデガヨはメニューをチキンブリトーに一点特化する

ことによって早いブランディングを目指しています。これからの飲食店の一形態として、一

点特化型の店舗は時代に適合していると考えています。その考えをピコデガヨは実証しま

す。 

ピコデガヨは、スペイン語で Pico de gallo 「雄鶏のクチバシ」という語源です。 

「トマトサルサ」（メキシコ料理の一般的なソース）を指します。 

 

ブリトーの特徴 

 

・温かくても冷めてもスパイシーで美味しく食べられる。 

・肉、野菜、豆、炭水化物がバランスよくはいっている。 

・手を汚さずに食べることができる。 

・テイクアウト・デリバリーと好相性 

 

（１） 本場の味、製法、日本人好みのサイズ、値段 
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ピコデガヨが提供するブリトーは、本場の手作りの製法、材料に基づいています。それをさ

らに日本人が受けいれやすい味、サイズ、値段で提供します。多くの日本人に受け入れら

れることを目標にしています。 

 

（２） ブリトー専門店、早い段階でのブランド確立 

 

ピコデガヨが提供するメニューは、チキンブリトーです。 

チキンブリトー専門店とすることによって、ブランドを早期に確立させます。メニューを定型

化されたチキンブリトーに厳選することにより、オーダーから提供まで早く、ランチピーク時

の需要に応えます。ブリトーにいれる食材は手作りでありながら、具材を厳選しています。

原価・作業費用（人件費＝PL）のコストを抑え、損益分岐点を低くします。開業初期時のデ

リバリー網が整うまでの段階でも、粘り強い運営ができます。 

 

（３） アルミホイルでラップ、手を汚さずに食べやすい 

 

ピコデガヨが提供するブリトーはアルミホイルでラップされています。 

購入したお客様は、自分でアルミホイルを剥いて中身を食べます。その際にナイフ、フォー

クは要りません。職場のデスクで食べる、公園のベンチで食べる、本を読みながら食べる、

少しずつ食べる、お客様のニーズに合わせた食べ方が可能です。 

 

（４） テイクアウト、デリバリーが主力、イートインも工夫 

 

ピコデガヨの売上の大部分は、テイクアウト、デリバリーが占めています。イートインにおけ

る広い客席を必要としません。そのため固定費を抑えた経営が可能となります。一方で少

数のイートイン席は、店内で食事をしたいお客様、スタッフと親密になりたいお客様、写真

撮影して SNS に投稿したいお客様のニーズに応えられます。全席カウンター、２席おきに

パーティションを設置します。一人客でも２席使えるようにします。くつろいだ時間を持てる

ように工夫されています。 
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（５） スマートフォンによる事前注文 

 

ピコデガヨでは、店舗による対面のオーダーのほか、スマートフォンによる事前注文、会計

をします。シンプルなメニューは、スマートフォンのオーダー設計と相性がよいです。商品を

受け取るだけのサービスは、時間が限られたお昼の貴重な時間帯に役立ちます。 

 

コロナの中 で生 きていくということ  

 

世界の人々はコロナと向き合わなくてはならなくなりました。コロナの感染は社会に猛威を

奮っています。このため、多くの業界が変革を余儀なくされています。飲食業もその一つで

す。 

 

（１） 飲食業界とコロナ 

 

飲食業は、人の行き交うところであれば自然発生します。食事の場として、交流の場とし

て、多様な食文化が発展してきました。現在はフードビジネスとして、さまざまな業態の飲

食店があり、付帯する卸業、生産業、食品加工業、それぞれに雇用があり、社会経済の一

部をなす巨大なマーケットになっています。コロナ感染は、残念ながら、そこに入り込む形

となりました。飲食業が倒産すれば関連する卸業も生産業もその影響を受けます。また人

の歴史的産物である食文化も絶えます。これからは、不断の挑戦心を持って、いかにコロ

ナとむきあいながら飲食業を発展継続させるかが大きな課題です。 

 

（２） パーティション 

 

コロナの感染原因は飛沫感染です。無症状者も一定期間感染させ得ます。特に飲食時は

マスクを外しますので飛沫感染の可能性は高まります。飲食店においては、飛沫を防ぐた

めにパーティションが設置されるようになりました。しかし一方で、窮屈な見た目がネックと
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なり入店動機を抑制する作用が否めません。イートインの来客数は、店の雰囲気とパーテ

ィションの設置方法、相性、工夫に依るようになりました。 

法改正により、路上にテーブルを出せるようになりました。パーティション不要で、開放感も

あり、暖かい時期は人気です。 

テイクアウト、デリバリーはパーティション不要です。テレワークや巣ごもり消費と相まって、

一定の売上が期待できます。ただし、注文しやすく移動中に型崩れしないメニューであるこ

とが必要です。 

 

（３） 緊急事態宣言と飲食店 

 

感染率が医療的社会的に看過できない状態まで高まると緊急事態宣言が発令されます。

ウイルスも変異型が現れ、冬場とは限らなくなってきています。緊急事態宣言は、宣言下

の居住者に日中を含めて不要不急の外出を控えさせ、飲食店の営業時間を２０時までに

することを要請します。したがって、夜の飲食業態は特に変容が迫られます。緊急事態宣

言がたびたび発令される前提でも運営できる飲食業態を考え直す必要があります。 

 

（４） コロナ禍と立地条件、家賃 

 

無症状感染可能性という客観的医学的な事実とは別に、社会の一般認識として、コロナは

若年者にとっては無症状、軽症で済むという認識があります。また長期間のコロナに「飽

き、慣れ」が生じていることも事実です。そのため、渋谷、原宿、新宿など、若者が多く集ま

るエリアでは人の交通量が途絶えません。地元繁華街も同様です。コロナ抑制とは反する

ことですが、上記エリアは事実上来客数がそれなりに見込めますので、空き物件があって

も家賃条件はそれほど急には下がらないことが予想されます。 

一方で、オフィス街はテレワークによる影響を強く受けます。オフィス街としての要素が高い

エリアほど来客数は激減します。空き物件を防ぐため、家賃を大幅に下げて提供するか、

既存の区画を分割して提供する、またはテレワーク施設にするなどオフィス街は大規模な

変容が予想されます。 

 



 7 

（５） 総括 

 

以上よりコロナ禍で生き残りやすい飲食店は、若者が集まる交通量の多い立地か、家賃

が大幅に安いオフィス街の立地で、パーティションの有無と相性がよく、デリバリーやテイク

アウトと相性がよく、昼に効率よく売り上げを立てられる店舗であると考えられます。 

特に今後、特に夜営業の店舗から業態変更し、小立地によるデリバリー、テイクアウト店が

林立することが予想されます。デリバリー、テイクアウトはコンビニ食と競合します。コンビ

ニ食に負けないラインナップを用意することが必要です。要素として、１ 独自性があるこ

と、２ 美味しいこと、３ 手作りであること、４ 栄養があること、があげられます。これらの

要素を多く兼ねそろえているほど、コンビニ食では物足りない客層からも支持してもらえる

ことが予想されます。 

 

ピコデガヨは上記４点を兼ねた店です。コロナ禍で生き残る、ニューノーマルになろうとして

いるウィズコロナ時代の新しい価値観に立脚した店舗です。 

 

１ 独自性があること 

２ 美味しいこと 

３ 手作りであること 

４ 栄養があること 

→ ピコデガヨ 

 

なぜ 100 店 舗 か  

 

最初に具体的な目標数を設定することにより、100 店舗に相応しい厳選された出店メニュ

ーと店舗デザイン、オペレーションが決定されます。メニュー数が多く、個性色の強い単一

の店舗が、人気を博した後に支店を出すというのは、味、雰囲気、オペレーションにおい

て、同じクオリティの支店を出すのにさまざまな困難が伴います。当初から複数店舗を企図

していればその困難はありません。 
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H&H 合同会社は、将来的に流通、生産者提携を視野に入れています。これは飲食業ので

きることとしての社会的使命であると考えています。主要都市で 20 から 30 程度の出店規

模感があって、流通、生産者提携ができるようになります。その先に 100 店舗があります。 

ピコデガヨにおいては、チキンブリトー専門店として、チキンブリトーに特化したブランディン

グ、セールスマーケティングを行うことによって、１店舗目から 100 店舗を意識した店舗設

計を行ないます。 

 

わかりやすい外観 、ロゴ  

 

100 店舗を出店するためには、シンプルでわかりやすい外観、ロゴであることが大切です。

ピコデガヨは、シンプルな外観と、トマトサルサをモチーフにした、見て印象に残りやすい、

シンプルなロゴを用いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

手 作 りか、セントラルキッチンか  

 

複数出店計画において、手作りか、セントラルキッチンか、最初に決めておくべき事項で

す。後の変更は、味が変わってしまうために高い可能性で既存の顧客離れを起こします。 

手作り、セントラルキッチン、それぞれメリットとデメリットがあります。 

手作りは、風味の良い味付けを提供することができます。また、隠れたメリットとして、スタッ

フに飽きられにくく、愛着を持たれやすく、低い離職率と繋がることがあげられます。デメリ



 9 

ットとして、作り手によって味が不揃いになるリスク、調理人件費が店舗毎にかかります。

特に調理人件費は店舗数が増えるほどに負担に映り、セントラルキッチンへの切り替えが

魅力的と思うようになります。 

セントラルキッチンは、味が統一されていること、調理人件費コストが一定に抑えられること

がメリットです。デメリットは、調理後冷凍工程を挟むので、解凍加熱時に風味を失い、その

ぶん濃い味付けにする必要があります。また、作業が単調で飽きられやすく、愛社精神を

醸成しにくい、離職率が高く、求人コストが高くつくという隠れたデメリットがあります。 

ピコデガヨは、シンプルなメニューによる手作りのメリットを活かして、味をぶれさせずに手

作りの美味しさによるブランディングを追究します。デメリットは、シンプルなメニュー構成に

よって抑えることが可能です。 

 

教育 ・昇格プログラムの充実  

 

安定した複数出店をするためには、教育、昇格プログラムの整備が必要不可欠です。教育

プログラムは、入社したばかりの無色透明の従業員に、店舗の理念、就業の心得を教える

ものです。昇格プログラムは、何ができれば昇格するか明文化されたものです。教育プロ

グラムがなければ、教育がまちまちに、昇格プログラムがなければ、昇格がまちまちにな

り、スタッフの不満を呼び、店舗各々がまちまちとなって、経営者の目が届く限界といわれ

る 3 店舗目から先の出店はできません。 

ピコデガヨは、初出店時から 100 店舗出店を見越した教育、昇格プログラムを準備しま

す。 

 

就業規則の充実  

 

飲食店の実態に即した就業規則があれば従業員に明確なルールと安心感を与えます。な

ければ労務紛争の火種になります。変形労働時間制の規定、みなし残業代のありなし、ダ

ブルワークを認めるかなど、必要項目は微細に渡ります。 



 10 

ピコデガヨは、シンプルで従業員から受け入れられやすい就業規則を用意します。変形労

働時間を採用します。みなし残業代はありません。ダブルワークを認めます。 

 

直 営 店 型 かフランチャイズ型 か  

 

直営店型を目指すか、フランチャイズ型を目指すかは、本部の運営方針に強い影響を与

えます。 

フランチャイズ型は、資金面において早期に規模を広げやすいですが、諸費用を負担する

フランチャイジーが加盟したときに、フランチャイジーの店舗運営が本部運営とずれてしま

う可能性があるため、フランチャイジーを従わせる厳密なルールを用意する必要がありま

す。しかし、手作り型の店舗では指導者による教育が不可欠で、フランチャイジーにその教

育を期待することはかなり無理があるといってよいです。 

ピコデガヨは、小さい店舗形態であることを活かした直営店型を目指します。 

 

投資効果  

 

投下資本を可能な限り早く回収し、利潤化させなくては次に進めません。 

ピコデガヨは、デリバリー、テイクアウトを主たる売上とします。デリバリーの主軸は UBER 

EATS です。UBER EATS は現在店舗からも人気の状態で、通常申請して実働するまで

に 2,3 ヶ月かかりますが。関係性自体では、スピーディーな取得も可能です。 

家賃が 40万円の場合で試算すると、開業時にデリバリーがゼロのときは若干の黒字程度

ですが、デリバリーの認知が上がれば、月利益 50万円が見込めます。そこから速やかに

投資回収します。このモデルを繰り返していきます。年数とともにブランド化が進みますの

で、黒字は早くなります。 

 

将 来 のビジョン  
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日本の可能な限り広範なエリアに、ピコデガヨのチキンブリトーを届けます。手作りの美味

しさで日本中を元気にすること、それをピコデガヨの至上の価値とします。 

 

可 能 とするメンバー  

 

代表 高橋博久 

飲食店経営経験１５年以上 

 

副社長 清水久壽 

米日料理人経験 25 年以上 

 

この 2人はそれを実現します。 

 

店舗モデル 

 

キッチンカーモデル（駅前 1.5等地型） 

キッチンコンテナをレンタル。厨房関係が揃っているため、初期投資金額が安い。住宅地、

テレワークのビジネスマンがいるエリア。コンビニ食に飽きていて、美味しいデリバリーに対

して値段的抵抗が少ない。 
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人件費のうち、役員 2 名分 36万円が不足する。（役員 2 名が無報酬で働いている。） 
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食材原価の算出においては、売上にデリバリー手数料が 35%含まれている。 

売上からの名目原価は 24%だが、実際は 28%である。 
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H&H 合 同 会 社概要  （ 2021 年 1 月 18 設 立 ）  

 

H&H 合同会社 

資本金 210万円 

代表  高橋博久 

住所  東京都渋谷区本町 1-15-3 日興初台スカイマンション 307 

電話  080-3589-6688 

 

 

 

 

 

代表略歴  

 

飲食業の歩み 

H&H 合同会社 代表 高橋博久  

アルバイト時代 ２０台後半から初めてアルバイトとして飲食業に関わりました。ロイヤルホ

スト若林店です。ホールの仕事を選びました。年下の高校生の先輩から仕事を教えてもら

ったとき、目から鱗が落ちた体験をしました。 

その後、スターバックス溜池山王店、当時個人経営だった三軒茶屋のアメリカンダイナー、

ベーカーバウンスにてホール、キッチン業務のサポートを教わりました。 

監査役に就任 ベーカーバウンスが法人化したタイミングで監査役に就任しました。監査

役といいながらも、仕入れや出店、新人教育なども行い濃い時間を送りました。 

懐かしき仕入れの思い出 

ここで懐かしい仕入れの思い出があります。冬場、どうしても高騰しがちなレタスを安く探さ

ねばなりませんでした。たまたま早朝築地市場で仕入れ後に朝ごはんを食べていたとき、
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野菜を載せた木のリヤカーを引くおじさんを見かけ、あとを追いかけていった先が、築地青

果市場でした。野菜があるのを知りませんでした。そこで飛び込みで交渉した八百屋さん

からよい値段で野菜を卸してもらえるようになりました。その八百屋さんとは豊洲に移転さ

れた今でもお付き合いが続いています。 

 

人事部長兼営業本部長のちに取締役に就任 ベーカーバウンスを退任することになったタ

イミングで、別の手作り系チェーン店に就職しました。ブリトー専門店、フリホーレス株式会

社です。そこでは人事部長兼営業本部長を務めました。 

ここでの初体験は、人事、スタッフ育成でした。相手は人間です。自分は、名目上は上司で

すが、アルバイト含めみな自分より先輩です。どうやってまとめるのか、言葉にすることの

できない苦労があったことと、みんなの気持ちがまとまって、店舗を跨いだ、一つのワンチ

ームになったときの感動があります。その苦労がはじまった入社一年目に取締役に就任し

ました。3 年の任期の間、人事の育成、店舗の出店、会社の成長に力を注ぎました。貴重

な経験をさせてもらえました。 

取締役を退任後は統括マネージャー 退職後を見据えて、統括マネージャーとして後進の

育成と各店のサポートに努めました。 

会社設立 2021 年 1 月 18 日、H&H 合同会社を設立しました。飲食店のご相談事業か

ら、飲食店、流通、生産者提携まで考えています。 

店舗運営 2021 年 2 月 28 日下北沢にて、チキンブリトー専門店ピコデガヨをオープンし

ます。このお店には、上述の「失敗しない飲食店の職場選び」で書かれていることや、これ

までの自分の経験を活かしていこうと思います。 
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＜ホームページ＞ 

失敗しない飲食店の職場選び 

初めて飲食店で働く人の気持ちに立って、どのような飲食店で働くのが本人にとって望まし

いのかの見分け方を書いています。ほか、面接、勤務、店長業務、飲食経営について書い

ています。 

https://fungustic.com 

 

H&H 合同会社 

飲食店のご相談事業として、仕入れのご相談、労務関係のご相談、広報のご相談、幹部

育成のご相談などを、お客様のニーズに合わせてご提案いたします。 

https://honestyharmony.com 

 

ピコデガヨ 

安く美味しく手作りをモットーに多くのお客様に召し上がっていただくことを目指して作られ

たチキンブリトー専門店です。 

https://picodegallo.jp 

 

＜メディア＞ 

N スタ 2021 年 3 月 1 日放映  

 
 昨日下北沢の駐車場にオープンしたコンテナ型店舗施設。テイクアウトとデリバリーの専門店が集ま

っている。東京初進出の天使のわらびもちの商品や、フランス料理のシェフが監修したエビカレーなどを

食べることが出来る。空きスペースを有効利用できる新しい飲食店の形として始まり、コンテナには電子

レンジやコンロなど基本的な設備が整っているため店側も最小限の初期費用で出店できるメリットがあ

る。ピコデガヨはチキンブリトーの専門店。ソースには 5種類の唐辛子が使われている。メニューを一品

に絞ることで調理や仕込みを効率化し、値段を抑えて勝負する方針。飲食店の新しい形の模索が続く。 

 


