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創業の想い

わたしは学生時代から経営者を目指しました。

大学卒業後、外資銀行とコンサルで厳しい洗礼を浴び、幸い、20代後半から事業会社の経営に携わり始めました。

そして、起業家へ挑戦したいという想いが強くなりました。

それは、オーナーシップを持った経営への渇望と、起業家の方々が持たれている人間的魅力への憧れ、からでした。

なにを起業するか。

自分のこれまでの経験を活かし、社会課題の解決に貢献したい。

たどりついたのが「マネジメント・バイ・イン（MBI）」というコンセプトです。

経営者主導でのM&A。

アメリカのDANAHERは、強みの業界に特化してM&Aを積み上げて成長する世界最強のモデル。

このモデルと日本の社会課題である中小企業の後継者不足とを結べば、日本経済の大きな成長につながる。

優れた中小企業を後世につなぐ（Succession）ための、新しい仕組みを創造（Innovation）したい！

その仕組みを、自分が大好きな食ビジネスの業界に特化して、仲間とともに作り上げていこう。

そう想い、「食に特化した事業承継プラットフォーム」として、まん福ホールディングスを創業致しました。

船出に際して、事業の哲学として、なにを据えるか。

それは、わたしがスシローの企業改革を主導する中で、経験したことです。

「うまい！」を基軸に。

食ビジネスの本質は、ごたく抜きに、「うまい！」かどうか。

日本中に最高の「うまい！」を残し、発展させて、世界まで広げていきたい。

コロナという未曽有の危機を超えて、すべての人々のお腹も心も、ハッピーにしていきたい。

そう願っています。
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代表取締役社長 CEO 加藤 智治

1974年熊本県生まれ。東京大学・東京大学大学院卒業

代表者プロフィール

＜ビジネス歴＞

大学院卒業後、ドイツ銀行グループにてグローバル金融市場を体感し、マッキンゼー&カンパニーで

経営コンサルティングを学ぶ。当時の最短3年9か月でマネージャーに昇進。

2004年フィールズの社長室長に就任、スポーツ・エンターテイメント関連の子会社2社の取締役も兼務。

07年株式会社あきんどスシローにターン・アラウンド・マネージャーとして参画、

専務、取締役COOを歴任。

回転寿司売上日本一、顧客満足度日本一に貢献。

15年ゼビオ株式会社の代表取締役社長に就任、全国展開の「スーパースポーツゼビオ」事業を経営。

21年4月まん福ホールディングス株式会社を設立、社長に就任。

17年から食べログ等を運営する株式会社カカクコムの社外取締役も務めている。

＜スポーツ歴＞

開成中学・高校ではラグビー部に所属し、高校2年時に都大会ベスト16を経験。

開成学園伝統の運動会では、高校2年・3年で2年連続棒倒し優勝に貢献。

大学でアメリカンフットボールを始め、4年時に、同大学初の関東プレーオフ進出を果たす。

3年時に関東オールスター選出、4年時に学生オールジャパン選出(ポジション・タイトエンド)。

卒業後、社会人Xリーグのアサヒビール・シルバースターに入部。

9年間在籍し、社会人決勝4回出場、優勝1回を経験(学生日本一と対戦するライスボウル出場)。

母校東京大学アメリカンフットボール部ウォリアーズのOBOG会副会長、アドバイザーボード座長を経て、

2021年2月より一般社団法人東大ウォリアーズクラブの代表理事に就任し、母校の日本一を目指す。
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経営理念

事業ドメイン

ミッション

ビション

数字目標

行動規範

食に特化した事業承継プラットフォーム（企業承継と文化承継）

「うまい」でこの星をしあわせ一杯に。

日本の事業承継のゲーム・チェンジャーになる

2026年5月期：連結売上200億円以上、EBITDA10億円以上

◼ 常に経営者として考え、行動する
◼ 強みを磨き、強みでチームに貢献する
◼ 「うまい」を愛する
◼ 共に働く仲間をリスペクトする
◼ 仕事を心から楽しむ
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和食は、ユネスコが認めた世界無形文化遺産です。

東京は、世界中でミシェランの星をもっとも獲得している都市。

京都も大阪も、世界トップ５にランクイン。

まさに日本は、和洋中、世界中のグルメをリードしているのです。

この国の「うまい」には世界一の可能性がある。

まん福ホールディングスはその信念をもって、

食の事業承継と文化承継で、

日本全国さらには世界に「うまい」を発信します。

老舗の感動の味を、未来へつなげよう。

中小企業の個性を合わせて、最高のバリューチェーンをつくろう。

究極のレシピに、DXの驚きを掛け合わせよう。

この国が誇るお寿司にも、焼肉にも

唐揚げにも、お弁当にも、おにぎりにも

まだまだノビシロしかない。

うまい未来は、無限です。

「うまい」でこの星をしあわせ一杯に。

ミッション
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ビジョン

世界に誇る日本の食文化を、新しい手法で世界に広げ、次世代に繋げる。

価値ある商品を提供し、信頼の証である歴史を積み重ねられた企業を承継する。

私たちは、企業承継と文化承継を両輪として、日本の食事業を未来に向けて承継する新たな担い手となる。

食の上場企業、中小企業、ゼロイチの起業の経営・執行を経験した「マネジメント人材」を中心に、

ファイナンス、マーケティング、海外、DXに精通した「プロフェッショナル人材」を集め、

日本の食の未来を、ターン・アラウンドしていく「ハイパフォーマンス・チーム」を結成。

伝統を踏襲・改良し、同時に新しい挑戦・創造にも取り組む。

そのためのあらゆる手法を「実践知」として可視化し、活用し、磨き込み続ける。

この「チーム」と「実践知」を磁石に、事業承継をはじめとした様々なビジネスチャンス、

資金提供や事業連携をして頂く応援団、新たな仲間を惹きつけ、独自のエコシステムを形成。

グループ全体のシナジーを追求し、成長することで、更に成長が加速するプラットフォームになる。

そして、まん福モデルが他産業にも飛び火して、成長を続ける日本の事業承継ビジネスの第2章を牽引していく。

まん福誕生前後で事業承継の歴史が変わったと言われるような、社会課題へのインパクトを与えていきたい。

『日本の事業承継のゲーム・チェンジャーになる』

※ゲーム・チェンジャー

従来とは全く異なる視点や価値観

をもって市場に大変革を起こすよ

うな企業や、その製品・サービス

※ターン・アラウンド

変えて、良くする/好転させる
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Buy and Hold

現在6社を事業承継

事業承継プラットフォーム

専業会社がGPで参画するPEファンド

■承継案件ソーシング
■経営人材リクルート
■ファイナンスのスキーム/
ネットワーク

食特化ファンド

日本食文化の中心「おにぎり」の
グローバルチェーンを目指す

日本食文化の最高峰を世界に発信する

日本を代表する米卸を
中心とした食コングロマリット

■ゼロイチの業態開発ケーパビリティ
■グローバル展開
■神明HD様のプラットフォーム
との協業

300人以上のシェフが参画する
唯一無二のプロフェッショナル集団

■DXノウハウ
■グローバル展開
■トップシェフとの協業

人材／ノウハウ／ネットワークを共有

事業ドメイン：企業承継と文化承継

企業承継 文化承継

自己勘定とファンドで、数多くの企業承継に貢献する 「日本の食文化の根幹」と「最高峰」の発展と承継に貢献する
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事象承継の本業を補完・加速させる共同事業、神明HD様とのおにぎり屋チェーン展開プロジェクト
（2022年5月10日虎ノ門に１号店をオープン）

生産

肉

魚

米

加工

２号案件さくらや食産
・売上規模/年：4.6億円
・承継時期 ：2021年10月

国産肉に拘り牛肉、馬肉などを取り
揃える熊本阿蘇の食肉加工会社。
工場直売所を構えオンラインショップ、
ふるさと納税でのD2C販売も行う。

４号案件肉のハッピー
・売上規模/年：1.3億円
・承継時期 ：2021年12月

厳選国産肉と常時30種類以上の
総菜を取り揃える精肉店。
店内調理で出来立てを提供、
淵野辺の方々に愛され69年。

５号案件おぐらの唐揚
・売上規模/年：4.4億円
・承継時期 ：2022年01月

店内仕込みに拘り、揚げたて商品
を提供。地元熊本に愛される味を
追求した唐揚げと焼き鳥を販売。

３号案件山佐食品
・売上規模/年：9.3億円
・承継時期 ：2021年10月

静岡県焼津のB2B向けの水産加工会社。
東海地方を中心に全国的に卸先を保有。
機械が主流の大手企業にはできない、
フルオーダーカットが可能。

６号案件札幌海鮮丸
・売上規模/年：34.2億円
・承継時期 ：2022年07月

寿司デリバリー・大手回転寿司
チェーン店も含めて北海道内での
店舗数は No.1の寿司デリバリー
チェーン。

販売

１号案件濱田屋
・売上規模/年：6.5億円
・承継時期 ：2021年04月

創業60周年を迎える神奈川県
茅ヶ崎の老舗のお弁当屋。
10店舗の運営と仕出し弁当、
惣菜商品の開発/製造。

※売上高は22年度 川上 川中 川下

肉と魚を軸としたバリュー・チェーン
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事業内容 弁当・総菜の製造販売

ハレの日需要のお食い初め膳をはじめ、4,000円台の
お弁当も取り揃える。その他、ご予算・ご用途に
合わせてケータリング・パーティーも。
(コロナの影響を受け、一部展開中止。)

茅ケ崎エリアを網羅しており、主に年配のお客様
中心にご注文いただいている。
単日平均注文数：60件
今後、配達エリアの拡大を目指す。

幕の内弁当はじめ、各世代に親しまれる20種類以上の
お弁当と創業当時から変わらぬ味を受け継いで作る
お惣菜も取り揃えている。また、茅ケ崎南口は唯一の
路面店舗で、レストランスペースも完備。

店舗販売事業

お弁当お届け事業

夕食膳事業

➢ 湘南茅ヶ崎の老舗お弁当屋
➢ 手作りの味にこだわり、地元茅ヶ崎で愛され続けて60年

承継後にオープン

既存店

店舗一覧 （計：11店舗 2023/03 時点）

↑横浜みなとみらい店出店時（承継後 新規出店）

１号案件 濱田屋

弁当商品や惣菜商品のOEM事業を展開し販路拡大。
施策サンプル品を製作し、今後営業活動を拡大する。
商品の拡大に合わせて工場では製造ラインを構築。

OEM事業



© 2023 Manpuku Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved 9

本社工場に隣接する直売所にて、食肉・加工品を圧倒的な低
価格で販売。また、自慢の食肉を使った軽食も販売しており、
直売所のみで販売している「あか牛バーガー」は、地元メ
ディアにも取り上げられ話題に。

商品のポテンシャルが非常に高く、すでに多くの卸先が
あるが、まん福のネットワークと掛け合わせることで、
関東を中心とした飲食店・スーパー、まん福グループ会
社などへの更なる販路拡大が見込める。

「さとふる」で販売してる「もつ鍋」は、惣菜・加工品
部門でも上位ランクイン。すでに差別化されている既存
商品の更なるブラッシュアップ・DXへの注力により、
売上拡大が見込める。

EC事業（主にふるさと納税）

直売所事業

B2B事業

➢ 国産肉にこだわり牛肉、馬肉などを取り揃える熊本阿蘇の食肉加工会社
➢ 工場直売所を構え、オンラインショップ・ふるさと納税でのD2C販売も行う

直売所

オンラインショップ

事業内容 食肉の加工販売

阿蘇肉工房（2022/03 リニューアル）

２号案件 さくらや食産
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➢ 静岡県焼津にある創業70年のB2B向けの水産加工会社で、東海地方を中心に全国的に卸先を保有
➢ 機械が主流の大手企業にはできない、中小企業ならではのフルオーダーカットが可能

→ 今後は自社ECサイトの構築による D2C事業の展開を
図っていく予定。

事業内容 水産の加工販売

創業60年を超えて、長年培ってきた信頼とブランド力により、
学校・外食・病院・事業所給食など安定的な販売先を保有。
創業当時から築き上げてきた幅広いネットワークにより、
東海地方を中心に全国の取引様と提携している。

“手切り”のオペレーションに特化しており、機械での対
応が難しいサイズの加工や骨取りを人力で行う。
フルオーダーカットが可能なため、様々なニーズにあっ
た商品の提供、豊富な魚種に対応している。

常時20種類以上の魚種を取り揃え、切り身のみの仕上げ
ではなく、干物やフライの加工も行う。

魚の切り身の加工会社

B2B事業をメインに展開

“手切り”のオペレーションに特化

取扱商材

３号案件 山佐食品

冷凍製造業から水産製造業へ営業許可を変更

水産製造業へ変更し、鮮魚の切り身加工等を図り、
グループシナジーの拡大および取引先への卸商品の拡大に繋げる
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事業内容 精肉・総菜の販売

近隣の小学校、保育園、幼稚園、また神奈川県内の児童相談
所などの施設関係へ給食用として卸している。
飲食店の販売先も保有。

B2B事業

牛肉は90%以上、豚肉・鶏肉は100%国産肉を取り扱って
おり、店舗では精肉だけでなく惣菜も常時約30種類を取
り揃えている。店内調理も行っており、コロッケ、メンチ
カツなど10種類を店内で調理しているため、出来立てを
提供できるのも魅力の一つ。

B2C事業（国産にこだわった精肉店）

取扱商品

まん福のネットワークと掛け合わせることで、
更なる販路拡大が見込めるとともに地域貢献にも繋げていく。

今後の展開

現状）既存商品のブラッシュアップと、グループ会社各社への
展開の整備を実施
→販路拡大かつグループシナジーの追求

➢ コロッケ/メンチカツ/からあげをはじめ
照り焼きなどのひと手間加えた商品も
人気。 日常使いできる商品ラインナップ

➢ 厳選された国産肉
しゃぶしゃぶなどのカット肉や
お客様のご要望に合わせた
オーダーカットも対応

➢ 厳選国産肉と常時30種類もの総菜を取り揃える精肉店
➢ 店内調理で「出来立て」を提供、地域の方々に愛され70年

今後）① 「肉のハッピー」としてのリアル店舗拡大

② 濱田屋店舗拡大のための生産拠点としての活用、
または肉のハッピーでの物流を考慮した濱田屋の
新規出店といった相互のシナジーを追求

③ ECサイト構築による販路拡大を図る

４号案件 肉のハッピー
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➢ 店内仕込みにこだわり、揚げたてを提供
➢ 地元に愛される味を追求した唐揚げを販売

店舗一覧 （計：10店舗 2023/03時点）

事業内容 唐揚げ専門店

唐揚げは店内仕込みにこだわり、揚げたてがウリで、
1個あたり60gの大きくインパクトのある唐揚は、ごはんがす
すむ濃い味付け。
味付けに使用する醤油は、250年の歴史を持つ熊本老舗の
「山内本店」の甘口醤油を使用。
地元に根差し愛される味を追求している。

「おぐらの唐揚」のこだわり

熊本県内に10店舗を構え、唐揚げ各種及び、弁当を店舗
販売。一部の店舗ではイートインスペースあり。
22年5月、熊本県民に聞いた「好きな唐揚げ店ランキン
グ」という消費者アンケートで、1位に輝く。

人気/店舗数ともに熊本No.1の唐揚げ店

大津店
長嶺店

松橋店

江越店

清水新地店

菊陽店

山鹿店

光の森店

人吉店

益城店

承継４か月後の22年5月益城店オープン

５号案件 おぐらの唐揚

グループ内でFC展開

札幌海鮮丸の一部店舗で
おぐらの唐揚げ商品をFC展開。
順次、展開店舗の拡大を検討。
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➢ 寿司デリバリー・大手回転寿司チェーン店も含めて北海道内 での店舗数は No.1の寿司デリバリーチェーン
➢ 北海道51店舗、東日本15店舗 を展開 (内、FC店が5店舗 ※22年6月現在) 。1拠点で最大4ブランドの展開を行う

札幌海鮮丸の構成

事業内容 寿司の宅配販売

北海道だけでなく、東北に13店舗、千葉県に2店舗展開。
寿司デリバリーチェーンの拠点数では、「銀のさら」に
次ぐ2位となっている。
自社配達網を保持。

宅配寿司専門店の拠点数では全国2位

普段の食事以外にも、慶事や集まり、おもてなしにも利用
できる豊富なメニューを用意。
作りたての寿司である事を証明する『 職人名刺 』 、サー
ビスの付け合わせである 『 茶碗蒸し 』 は札幌海鮮丸の
名物となっている。

北海道内での店舗数は No.1の宅配寿司チェーン

全国66店舗 全国65店舗 全国64店舗 札幌市内7店舗

中核事業であるお寿司の
出前専門店

1人前から頼める新ブランド
（100％使い捨て容器）

「キムカツ」の
フランチャイジー

高齢者をメインに展開
する配食サービス

配達だけでなく「職人」を活かした、
出張寿司の展開

会社行事や会合などで、寿司職人を派遣し、
その場で握る出張寿司の展開を行う。
「職人」を活かした競合にはない強みとなっている。

東京進出を視野に入れ、既存ブランドのブラッシュアップ・
新規出店を進め、まずは北海道での盤石の地位を築いていく。

６号案件 札幌海鮮丸
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ブランド／ミッション

➢ 米殻卸売業を祖業とする創業120年以上の国内米卸の最大手＝神明HDとの共同事業
➢ 1号店を22年5月に出店。日本のソウルフード「おにぎり」を世界に広げるべく、今後、国内外での出店拡大を図る

共同事業１ TARO TOKYO ONIGIRI

パートナー企業

企業理念である『私たちはお米を通じて、素晴らしい日本の水田、文化を守り、おいしさと幸せ

を創造して、人々の明るい食生活に貢献します』を実現したいとの想いと、それは業界を長年に

わたって率いてきたグループ役割・使命と考え、米の消費拡大と国内で供給可能な米・野菜を

守る為、日本のお米の素晴らしさ・美味しさを広める事業に取り組む。

おにぎり三種の神器（こだわりの素材）

１号店/虎ノ門店

お米/KOME
宮城県登米産ひとめぼれ
～店内でかまど炊き～

塩/SHIO
宮城県石巻産伊達の旨塩
～素材の味を引き出す～

海苔/NORI
有明産

～パリパリ食感～
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ブランド／ミッション

➢ ミシュランの星を獲得しているシェフが多数会員に、日本の食文化を牽引している唯一無二集団＝全日本・食学会との共同事業
➢ 世界最高の日本の食文化を世界に伝え、グローバルで更に進化させる事業を今後展開

パートナー企業

ローンチに向けた計画事業

メディア事業

共同事業２ 味道／MIDO

日本国内はもとより世界各地で生活する人々に対して、日本の料理の発展を図るため、日本

の食・食文化に関する教育、技術開発並びにその普及活動を行うとともに、日本の食・食文

化を支える食育及び各地域の地産地消を支援し、我が国固有の食文化の一層の発展・振興に

寄与することを目的とするとともに、その目的を達成するため、事業を行う。

アカデミー事業

トップシェフの技術や経営の実践知を動画化して配信

国内外若手シェフ向けのアカデミーを中心とする実践の場を設計
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ファンド概要

➢ 差別化された経営支援力に裏付けられた「規律ある投資」を実践するPEファンド＝JGIAとの共同事業
➢ 日本の「食」産業に属する企業への投資・支援を通じて、「食」産業の再活性化を目指す「食」産業特化型ファンド

パートナー企業

共同事業３ 食特化型PEファンド グルメジャパン

この国には、まだまだ多くの可能性が満ち溢れています。

脈々と受け継がれてきた伝統技術、飛び抜けた発想と努力の結晶としての先端技術、温かい気遣い

がさり気なく行き渡るサービス等の強みを有する優れた企業がたくさんあります。そのような企業

の成長の可能性を見出し、経営陣・従業員と共に育てていくことで、やがて世界を驚かすような企

業を生み出していきます。私たちは、日本の成長に投資していきます。

ーグルメジャパンの特徴と優位性ー

⚫ 食産業のインナーサークルで構築されたエコシステム

⚫ 業界特化故のオペレーショナル、且つハンズオンな経営支援

⚫ 食産業における独自のソーシングネットワーク

⚫ 規律ある投資委員会と盤石なファンド運営体制

⚫ 「コンソーシアム」での連携

• 既存投資案件のEntry Multipleは平均 5.0x 程度（競争的入札には参加せず、
相対取引を原則とする）

• 圧倒的なソーシング力で、直近1年間の紹介案件数は約 400 件

• アライアンスパートナーのJT・博報堂の経営資源を活用した
具体的な提案により提案通過率 (勝率)は 50% を堅持

• 16年に創業以来、累計投資件数 14 件（うち、食品関連 3 件）

• 既に 2 件のエグジット完了、いずれもMOIC 約4.0x を実現

経験豊富な投資チームと差別化された経営支援力に
裏付けされた「規律ある投資」を実践するPEファンド
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まん福メソッド
DDの精度×PMIの精度（可視化→目標再設定→業績改善プラン→SPEED）

DD 現状把握 計画の策定 計画の実行

戦略

ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ

組織

業績
リスク

ビジネスDD

財務/法務DD

■商品
原価率分析

(理論と実績の差異分析)
既存商品の詳細分析

(グラム、食材比、見た目)
ABC分析
（商品別×店舗別）
近隣競合他社との比較

(商品構成・価格)
仕入れ/卸実績の掌握

(取引先別×商品別)
在庫管理の仕組みの調査

■販売（オペレーション）
人件費分析

(人時売上高と労働時間)
生産性の実態把握
（店舗・工場それぞれ）
工程別の作業時間の可視化
（作業別の業務時間を算出）
商品提供時間の他社比較
（調理時間・宅配時間）
品質管理/衛生管理体制の調査

■組織・その他
オーナーと密なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
現状の組織課題の把握

(人員の過不足、営業体制等)
お客様向け告知媒体の把握

(各社HP、EC、SNS等)
労務管理の現状と課題の把握

モノの把握

ヒトの把握

カネ/リスクの把握

向こう１年間の
重要施策

仕入れ/商品開発

店舗/工場オペレーション

広告/宣伝活動

出店/卸拡大活動

Turn Aroundを
実行するチーム

体制

会議体

まん福HDからのサポート体制

１年後に目指すべき
収益改善
目標設定
EBITDA率10％～15％
本部コスト率5％
全社EBITDA率5％～10％

生産性/効率の改善

売上/F率/L率/その他販管費
の各種目標設定

上記目標を実現する業績改善
プラン

上記をまとめた全体方針

仕入れ

販売

在庫

商品構成/商品ごとの原価率

品質

社員全員と個別面談

重要人材と不活性人材の把握

１年後の経営チームの構想

社員以外の関係者の把握
(株主/取引先/地域関係者等)

社内の経理/管理会計

予算/実績をどの程度の単位で
細かく把握できるかの調査と
改善（業績の見える化が重要)

1ヶ月目 2ヶ月目 3ヶ月目

１ヶ月目
→承継後100日プラン設計

２ヶ月目
→経営会議での決断と
実行のSpeedを変える

３カ月目
→100日プランの中で改善
具体的な成果を出す

（Quick in）
→Turn Aroundを更に加速

第2Q 第3Q 第4Q

Turn Around2.0

組織幹部が自ら変わる
そして、幹部が率先して
組織全体を更に変える

決断/実行のSpeed

業績志向カルチャー

勝つためのチームワーク

半年後の振り返り・承継後の現状把握

■主要実績の推移の掌握
(売上、営業利益、EBITDA等)
■取引実態の掌握
(取引条件、商品回転等)
■資金繰り状況の実態掌握
■法務リスク/その他リスクの把握
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＜3号案件＞
静岡焼津の水産加工会社

川下

＜2号案件＞
熊本阿蘇の食肉加工会社

66店舗

＜6号案件＞
北海道の寿司デリバリーチェーン

水産製造業の許可申請済
(シナジー創出の拡大)

企画商品の販売
(都度スポット)

魚食材の卸

お弁当の卸販売(店頭販売)

唐揚げ商品
FC展開

販売加工

肉

魚

米

川中川上

生産

10店舗

＜1号案件＞
湘南の老舗弁当屋

まん福バリュー・チェーン
グループシナジーの創出

惣菜商品の
下準備

魚商材の卸
共同開発/店頭販売

＜4号案件＞
神奈川淵野辺の精肉店

食肉食材の卸販売(店頭販売)

10店舗

＜5号案件＞
熊本のからあげ専門店

唐揚げ商品
FC展開(下準備)

＜新規事業＞JVでのおにぎりチェーン

共同B2B営業
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食の中小企業の経営人材 まん福HDメンバー紹介①

1972年 大阪府生まれ。
1995年 大学卒業後、㈱ゼンショーに
入社。
教育部長、営業企画室室長として様々な
店舗の経営に携わる。

その後、M&A後のグループ各社のター
ンアラウンド及びマネジメントに従事。
08年、㈱華屋与兵衛の社長を務める。

14年、コンサルティング会社へ参画し
PMI業務に従事、UCCフードサービスの
経営にも参画。

17年、全国チェーンの㈱ダイナミクス
COOを歴任。

1966年 神奈川県生まれ。
大学卒業後、新日本証券（現みずほ証
券）に入社、その後26歳で株式会社ゼ
ンショーに転職。
牛丼チェーンのすき家の店長から、ブ
ロックマネジャー、営業本部長、工場
長、人事部長、社長室長等を経験し、
30歳で取締役に就任。
関連企業統括本部長としてM&Aした企
業であるココス、ビッグボーイ、ウエ
ンディーズ、牛庵、大和フーヅ等の取
締役を兼任、PMI業務を行う。
その後38歳で退社し、株式会社TARMS
の前身であるコンサル企業を共同創業
し、ロイヤル関東、不二家フードサー
ビス、西洋レストランシステムズ、か
ごの屋、UCCフードサービス、CCC創
業者の増田氏の資産管理会社のソウ
ツー、びっくり寿司、トリプロ等の経
営に参画。

取締役副社長
Chief Operating Officer

小池 正樹

➡1号案件の会長、および、
4号案件の社長に就任

専務取締役 営業推進部部長
Business Promotion Director

戸倉 大輔

執行役員 MD部部長
Chief Product Officer

九嶋広一

執行役員 グループ経営本部部長
Chief Transformation Officer

福田哲也

監査役
Auditor

芳賀裕二

1980年 東京都生まれ。
1999年、㈱オーイズミに入社。

料理の知識や腕を磨き、2年で店長と
なり、マネジメント業務を学ぶ。

その後、スーパーバイザーを経て本部
の営業推進部にて東北出店を経験し、
新卒研修などの従業員育成にも携わる。

12年、㈱エフアンドビー・プロジェ
クトに入社。商品開発・購買・物流の
責任者を務める。

和洋折衷の様々なジャンルを経験し業
態にマッチした商品を提案し続けてい
る。

1970年 大阪府生まれ。
1989年、㈱天王寺都ホテルに入社。
レストラン業務全般を経験。
その後、㈱千房での勤務を経て、

95年、㈱あきんどスシローに参画。
複数店舗の店長・AM・課長を経てマ
ネージメント業務、新店舗の立ち上げ
を行い回転すし業界売り上げ日本一、
社内リスク管理の整備などに貢献。
09年、執行役員営業部長に就任、
15年、執行役員営業本部長として全
国500店舗を統括管理。

18年、スシロー子会社である㈱スシ
ロークリエイティブダイニングに執行
役員営業部長として参画し、新規事業
の立ち上げ、新規設備の開発・導入を
行う。

1957年 福島県生まれ。

1981年4月に伊藤忠商事㈱入社後、海
外駐在（テヘラン、モスコー、シンガ
ポール、ロンドン）、グループ会社へ
の出向・転籍を含め伊藤忠グループ一
筋で勤務。
主に、鋼管輸出業務に従事。2017年4
月に伊藤忠グループの㈱協成 常務執行
役員を経て、2018年4月に同社 代表取
締役社長に就任。

2022年3月に同社顧問に就任。

➡3号案件の会長に就任 ➡2号案件の副会長に就任
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グループ経営本部部長
Group Management Director

水谷 昌通

1983年 京都府生まれ。
2003年、㈱あきんどスシローに入社。

寿司に関する知識と店舗運営の基礎を
学び、入社1年で店長になる。
9年間、店長として複数店舗を経験。新
店舗立ち上げにも携わり、エリアマ
ネージャーとして複数店舗のマネジメ
ント業務を務める。

その後、営業課長として複数店舗の運
営に従事。

㈱あきんどスシローのプロパー社員と
して18年間勤務。

グループ経営本部部長
Group Management Director

飯塚 隆夫

1976年 神奈川県生まれ。
アメリカ留学時に寿司シェフから
スタートし、26歳で日本に帰国。

帰国後は新店の立ち上げを経験し、
株式会社フォーシーズに転職。
宅配寿司事業において、店長から営業
統括として組織運営を経験。

その後自身での会社設立等の経験を経
て、16年、株式会社ゴンチャジャパン
に参画しスタートアップのマネジメン
トに従事。営業、事業開発、人事総務
と全体のマネジメントを担当。

グループ経営本部部長
Group Management Director

猿渡 弘太

1973年 兵庫県生まれ。
大学卒業後、大和証券㈱に入社。

2001年 会社を設立。首都圏でカフェ
や居酒屋など飲食店を中心にビジネス
を展開。

08年、㈱ジェイグループホールディン
グスの子会社である飲食コンサルタン
ト会社の代表取締役に就任。その後再
編を経て、㈱ジェイグループホール
ディングス執行役員営業本部長、マー
ケティング部門長や新規事業開発、業
態開発、出店戦略（リーシング業務）
に携わる。

18年、㈱TBIホールディングスに入社。
グループ子会社数社のマネジメント及
び労務改善、オペレーション改善に従
事。

➡5号案件の社長に就任 ➡6号案件の社長に就任 ➡7号案件以降の社長に就任予定

食の中小企業の経営人材 まん福HDメンバー紹介②

1969年 福岡県生まれ。
1993年 大学卒業後、(株）西洋フー
ドシステムズに入社。店舗へ配属後、
店長、SV、本部の営業管理担当、レス
トラン業態のマネージャー、ディレク
ターを務める。

07年、西洋レストランシステムズへ転
籍、営業部長、営業推進部長を経て執
行役員営業推進部長に就任。その後、
店舗開発業務にも従事。
12年、居酒屋・和洋中レストランを展
開する全国チェーンで、事業企画部長
として、M＆A、業務提携などアライア
ンス担当、商品購買部長を歴任する。
20年、中華ラーメンチェーンにて、店
舗開発部門長として、新規店舗の出店、
新規事業の立ち上げに従事する。

グループ経営本部部長
Group Management Director

下田 彰彦

➡1号案件の社長に就任

1973年 千葉県生まれ。

1996年 大学卒業後（株）西洋フード
システムズ入社。その後ナショナル
チェーン飲食企業及びリージョナル
チェーン飲食企業に勤務。

株式会社ゼンショーホールディングス
子会社在籍時はディストリクトマネ
ジャー、スーパー バイザー等マネジメ
ント業務に携わる一方、品質管理室に
も所属し、お客様へ 提供する食につい
ての安全安心を担保すべく、現場現物
にて従業員への指導教育を行うほか、
食に係る科学的根拠に基づいた検査業
務にも携わる。

グループ経営本部部長
Group Management Director

渡邉 聡

➡3号案件の社長に就任
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事業開発部部長
Business Development Director

川原田 美雪

1996年 青森県生まれ。
2020年 大学院卒業後、LINE(株)に入
社。

中小企業向けのLINEマーケティングソ
リューションの営業提案、運用コンサ
ルティング業務に従事した後、営業業
務を離れ、社内のインサイドセールス
組織の立ち上げとデータの可視化・分
析を担当。
その後、大企業向けの広告商品を中心
とした広告媒体の企画業務に携わる。
広告事業本部2021年度Best Rookie賞
を社内で唯一受賞。

KPIマネジメント部部長
KPI Management Director

北川 雄造

1982年 兵庫県生まれ。
2004年 大学卒業後、UCCグループに
入社。

店長、エリアマネージャー、製造工場
マネージャーを経て、12年、珈琲館FC
店のスーパーバイザーとして経営指
導・新規開拓を行う。
その後、営業企画部にて、販促・商品
企画・開発・FCシステム構築を行い、
マネージャーとして上島珈琲店のフー
ド商品の開発に携わる。

18年、㈱ダイナミクスでヒューマンリ
ソースの責任者に着任。

財務経理部部長
Finance & Accounting Director

髙原 一政

1982年 鹿児島県生まれ。
2006年 大学院卒業後、㈱アイ・エ
ム・ジェイに入社。

エンタテインメント領域グループ各社
の経理業務全般を担当した後、㈱IMJ
エンタテインメントに出向し経営企画
業務に従事。
12年、グループ再編を機に㈱マクニカ
へ転職し、主計・単体開示及びマネジ
メント業務に従事。

18年、ロボット開発・販売を目指す
GROOVE X㈱に参画し、事業立ち上げ
から販売拡大まで、会計を軸にコーポ
レート業務や物流・顧客契約管理等の
業務オペレーションの構築や運用に幅
広く尽力。

➡TARO TOKYOを運営する
RICE REPUBLIC（株）の
取締役社長

➡承継した会社の経理、人事・
労務、人材育成をサポート

➡まん福HDの財務及び
経理業務全般のPMIを担当

食の中小企業の経営人材 まん福HDメンバー紹介③

1980年 岐阜県生まれ。
服部栄養専門学校卒業後、
老舗和食店「なだ万」にて料理人とし
て修行を積む。

2000年、CCCグループ初の
飲食企業「㈱ぷん楽」の創業メンバー
として入社。

大型店の料理長、店長を務め、顧客管
理など現場マネジメントのリーダーと
して従事。

様々なジャンルの業態責任者を歴任。

業態開発や商品バリューアップの豊富
な経験を持つ。

商品開発部部長
Product Development Director

長瀬 功一

➡料理人として承継した
会社の商品開発をサポート

財務アドバイザー
Financial Adviser

堀川 里志

1978年 鳥取県生まれ。
2001年 大学卒業後、㈱山陰合同銀行
にUターン就職。

07年、公認会計士の資格を取得、あず
さ監査法人に入所。

監査事業部にて、法定監査、

任意監査、IPO支援、IFRS導入支援業
務等に従事。20年、事業会社へ転職し
経理部ゼネラルマネジャーとして経理
業務全般、IPOプロジェクト業務等に
従事。

21年3月、「堀川公認会計士事務所」
を設立し独立開業。

➡まん福創業に参画してCFOに就任
23年5月よりアドバイザーに
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1987年 大阪府生まれ。
2010年 大学卒業後、ゼビオ㈱に入社。

13年 政府系金融機関へ業務出向し、
スポーツ施設マネジメント・スポーツ
産業に関する市場調査・企画業務に従
事。

15年 出向先から帰任後、店長経験を
得てSVとして複数店舗の業績改善・人
材教育業務を務める。その後、業務秘
書として経営企画に参画し、

営業対策、業務改善プロジェクト等に
尽力。アシスタントバイヤーとして仕
入れ、商品戦略の業務も歴任。

経営企画部課長
Corporate Planning Department Manager

加賀 瑛司櫻井 悠矢

1990年 神奈川県生まれ。
2013年 大学卒業後、㈱エフアンド
ビープロジェクトに入社。

海鮮居酒屋業態および、もつ焼き業態
の店長を経験後FF業態である唐揚げ専
門店のエリアマネジャーを務める。

15年、食の事業承継を行うベンチャー
に参画。

M&Aの際には、各業態グループのマ
ネージャー、営業本部次長として、個
店別改善からグループ全体の中長期経
営計画策定まで携わる。

事業開発部課長
Business Development Manager

田野倉 慶

1994年 東京都生まれ。
2013年 東京農業大学に入学。

食を取り巻く農業生産者や食品企業の
仕組み、課題を学ぶ。

17年、東京農業大学卒業後、

(株)SMBC信託銀行へ入行。

支店にて窓口業務を経験後、リテール
営業を担当。主に富裕層に対するコン
サルティング提案業務を務める。

その後同社事業開発部にて、法人顧客
の価値向上に向けたビジネスマッチン
グの提案、業務提携の新規開拓を行う。

販売促進部課長
Sales Promotion Manager

中村 周平

1989年 東京都生まれ。
2012年 大学卒業後、㈱エフアンド
ビープロジェクトに入社。

レストランの店長、唐揚げ業態のSVと
して直営店9店舗の数値管理に加え、直
営店・FC店の改善及び加盟店への教
育・研修を行う。

17年、食の事業承継を行うベンチャー
に参画後は、マーケティングの責任者
として、フレンチ・割烹・ラーメン・
ピザデリバリーの新業態開発・商品計
画立案・販売促進・媒体の作成まで自
ら行う。

➡経営企画部リーダー
➡承継した会社のPMI業務を担当

人事総務部課長
Personnel & General Affairs Manager

平井 諄美

1993年 千葉県生まれ。
2016年 大学卒業後、㈱千葉銀行へ入
行。支店勤務にて個人営業、窓口業務
に従事。

18年、投資系ファンド企業に参画。

社長秘書業務、総務・事務・経理アシ
スタントとして会社の大枠に触れる。

20年、ベンチャー企業にて、社長室メ
ンバーの一員に加わり、役員の補助、
営業アシスタント、会社広報業務に尽
力する。

営業推進部課長
Business Promotion Manager

食の中小企業の経営人材 まん福HDメンバー紹介④

➡案件ソーシング及び
投資プロセス全般を担当

➡事業承継対象会社のデューデリ
ジェンス/コンサルティングを
担当

➡まん福HD及び承継した会社の
PR・ブランディングを統括
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