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研究背景

出前館のCM

新しいフードデリバリーサービスの参入etc...

フードデリバリーサービスは

今後どうなっていくのか



発表の流れ

• フードデリバリーサービスとは

• コロナ禍の食費について

• フードデリバリーサービスの今後を予測



フードデリバリーサービスとは？

• デリバリーサービス運営会社に加盟している飲食店に注文された料理を
契約している配達員がユーザーに届けるサービスのこと

• 例

ウーバーイーツ、出前館、フードパンダ、DDフード、menu

• 直営店

ドミノピザ、ピザハット、ピザーラ
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・デリバリーサービス運営会社に加盟している飲食店に注文された
料理を契約している配達員がユーザーに届けるサービス
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加盟するメリット

• サイトの利用者が多いほど売上が伸びやすい

• 店の知名度を上げることができる

加盟するデメリット

• 月額の売上に応じた手数料がかかる

• 加盟する時にもコストがかかるサイトもある

2021最新版｜飲食店のデリバリー導入を徹底解説（注意点・外部サービス・売上UPのコツ） | レストランスター (res-star.com)

https://res-star.com/archives/column/delivery


UBER EATS・出前館の利用者(2021/1～9月間)

出前館よりUber Eatsの方が

利用率が高い

日本経済新聞.出前館、膨らむ販促費 22年8月期営業赤字500億円超.

出前館、膨らむ販促費 22年8月期営業赤字500億円超: 日本経済新聞
(nikkei.com)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC126J90S1A011C2000000/
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参考文献：フードドア「【稼げるサービスは？】フードデリバリー6社の配達員を徹底比較」
(https://food-door.jp/partner-comparison/)
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・エヌピーディー・ジャパン株式会社.2020年出前市場規模は6264億円で50％増
.（＜外食・中食調査レポート＞2020年計の市場動向、外食・中食売上は18.3％減出前市場規模は50％
増の6264億円 | エヌピーディー・ジャパン / NPD Japan）2021/02/09



加盟店

①注文 ②注文内容通達

②注文内容通達

フードデリバリーサービスの注文の流れ

https://office-matsuba.com/gyoseishosi/column/food/963

配達員

デリバリー会社

利用者

④配達

③ピックアップ



フードデリバリーサービスの手数料

UberEats

配達手数料は、地域やお届けまでの距離、混雑状況
等によって異なる。

また、ウーバーイーツにはサービス料もある。

出前館

店舗によって異なる。最低注文金額の手数料は大体
が1500円以上のも

【出前館vsウーバーイーツ】手数料や違いを比較！結局どっちがメリット多い？｜Uber EATS｜
マーケティング｜デジタルトランスフォーメーションを支援するはじめてのDX (012cloud.jp)

配送手数料 最低注文金額

Uber Eats 50円～
なし

（700円未満の場
合150円の手数料）

出前館 0円～420円
店舗によって異な

る

https://012cloud.jp/hajimetenodx/article/uber-eats-demae-can


ウーバーイーツの配達手数料

ケンタッキー・フライド・チキン
のUber Eatsセット

650円の商品を頼むと結果的に

1223円になる。

商品代金の1.8倍のお金がかかっ
てしまう。

【2021年最新】Uber Eats（ウーバーイーツ）の料金っていくら？改定後の手数料や仕組み | aumo[アウモ]

https://aumo.jp/articles/646619


単身世帯の食料費
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家計調査 家計収支編 単身世帯 年報 年次 2020年 | ファイル | 統計データを探す | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200561&tstat=000000330001&cycle=7&year=20200&month=0&tclass1=000000330001&tclass2=000000330022&tclass3=000000330024&result_back=1&cycle_facet=tclass1:tclass2:tclass3:cycle&tclass4val=0


「コロナ後に減らしたい支出」食費が71.4％で1位 クラシルが「食費に関する意識調査」を実施｜dely株式会
社のプレスリリース (prtimes.jp)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000130.000019382.html


コロナ禍で「食費が増えた」は半数超、料理で最もストレスと感じることは? | マイナビニュース (mynavi.jp)

「コロナ禍における2020年の家庭料理の振り返りおよび2021年の展望調査」

https://news.mynavi.jp/article/20210202-1684034/


感染者数と出前館売上の相関
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2019.9~11 1817 0

2019.12~2020.2 2011 201

2020.3~5 2994 16322

2020.6~8 3484 16523

2020.9~11 4228 79697

2020.12~2021.2 6236 283118

2021.3~5 8029 362815

2021.6~8 10515 746658

決算短信 | 株式会社出前館 (demae-can.com)

【愛知県】新型コロナウイルス感染者数・死者数の推移・累計グラフ：最新ニュース-NHK

https://corporate.demae-can.com/ir_information/library/report01.html
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/pref/aichi.html


フードデリバリーサービスの今後

コロナが終息した場合衰退していく

・コロナ禍の食費の変化のデータを見て

一般的に食費を抑える傾向にある。

・現在の利用率は価格よりもコロナ感染のリスク管理を

優先した結果だと予想。



アンケート

• 独自でフードデリバリーに関するアンケートを実施

• アンケート結果に矛盾がないもののみデータをグラフ化した

• 期間は今年の9月中

• アンケートフォームをインスタグラムなどで拡散して回答してもらった

• 10代から50代が回答

• 質問内容

※円グラフは小数点第一位を四捨五入しています。
よって、合計が100%にならない場合があります。

性別・職業・年齢・フードデリバリーを利用したことがあるか
コロナ禍でのフードデリバリー・コロナ禍後のフードデリバリー
フードデリバリーを利用しない理由



回答者の内訳



フードデリバリーを
利用したことがあるか



コロナ収束後
の使用



国内の感染者数の推移
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出典：日本国内の感染者数（NHKまとめ）10月14日 https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/

緊急事態宣言



フードデリバリーの
利用者数推移

出典：https://realsound.jp/tech/2021/09/post-868916.html/20210928-uber01

約3倍



外資系の参入と規模の拡大

• 2020年にドイツのfoodpanda、フィンランドのWolt

• 今年6月にはアメリカのDoor Dash

• それぞれの企業が配達エリア・配達員・加盟店舗を拡大

企業同士の価格
競争が激化

フードデリバリー
がより使いやすい
コンテンツに

出典:https://www.ssnp.co.jp/news/frozen/2021/06/2021-0610-1037-16.html



今後のフードデリバリー市場

• コロナの感染者の減少に伴い既存ユーザーも減少

• しかし、日本のフードデリバリー市場は発展途上

• 広告の影響で知名度は上昇

• 新規企業の参入で競争が激化

• エリアの拡大により新規ユーザーを獲得



結論

フードデリバリーはコロナ禍で
成長した市場だが、コロナと共に

衰退はしない。
むしろ、知名度を上げたことや

競争が激化することで市場は拡大し

売り上げも増えていくと考えられ
る。


