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1. まえがき 

ドコモ九州支社では，ドコモポータルサイト
「iメニュー」「dメニュー」掲載サイトの新規開拓お
よびサポートを行っており，昨今のスマートフォン市
場拡大に伴って主にdメニューコンテンツの充実に注
力している．2011年11月のdメニュー開始以降，九
州支社では100サイト以上のdメニューサイト新規掲
載を支援し，その結果壁紙などのデジタルコンテンツ
やニュース，交通，タウン情報などさまざまなジャン
ルのコンテンツ掲載に結び付けることができた． 
こういったスマートフォンコンテンツ市場の拡大
が進む中で，特に注目されているのがeコマース事
業である．国内eコマース市場においてスマート
フォンを経由したものは2013年度で1.3兆円で
あったのに対して，2015年度では2.6兆円[1]にま
で成長すると予測されている．これはPCとは異な
り，スマートフォンでは外出中などにおいてもその
場で簡単に注文が可能であることや，フィーチャー
フォンに比べて商品の詳細情報や写真が大きく表示
されていることから，利用者の利用障壁が下がった
ことが要因として挙げられる． 
また，健康食品や化粧品などの有力通販事業者が
多い九州，特に福岡は通販王国と呼ばれており，ス
マートフォンeコマースの素地が出来上がっている．
中でもクレジットカードを持たない利用者にアプ
ローチできるキャリア決済「ドコモケータイ払い」
は新規利用者獲得の手段として関心が高く，開拓活

動を広げる糸口とすることができた．結果として複
数の通販サイトにおけるドコモケータイ払い導入お
よびdメニュー掲載につなげることができた． 
一方で，事業者がクレジットカードやドコモケー

タイ払いなどのオンライン決済手段を新規導入する
際には課題がある．主に決済システムを構築する開
発のイニシャルコストや，決済代行手数料およびシ
ステム利用料といったランニングコストが挙げられ
る．そのためオンライン決済は，平均決済金額が比
較的高額（1,000円以上）で，各種コストを新規利
用者獲得費用として回収できる業種・企業規模の事
業者にしか普及していない．そこで我々は，規模の
小さな店舗や少額決済（100～1,000円）を中心に
扱う事業者でもeコマースを活用できるようなビジ
ネスモデルを検証することとした． 
本稿では，上記課題を解決するビジネスモデルの

検証と，少額商品を扱う事業の選定，「べんとうが
かり」の導入効果とシステム概要について解説する． 

2. ビジネスモデル 
少額商品を扱う事業者がeコマースに参入できる

ようになるためには，先に挙げたように導入コスト
を削減できるかが大きな課題といえる．この課題を
解決するために，イニシャルコストおよびランニン
グコストの削減方法を検討した．例えばイニシャル
コストについては，スクラッチ開発＊1ではなく既存
のサービス・システムをリファレンスとしてカスタ
マイズする構築方法でコストを削減することができ
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事業者A 事業者B 事業者C

決済プラットフォーム提供

注文者

③

④-1

⑤-1

④-2

⑤-2

事業者D

ＡＳＰ
提供システム
（共用サーバ）

同業種eコマース事業者

リファレンス
モデルから構築

① システム利用（商品
登録）

② 利用者注文
③ ドコモ ケータイ払い

による代金支払
④-1 売上代金支払
④-2 ドコモ ケータイ払

い手数料
⑤-1 売上代金支払
⑤-2 決済代行手数料／

システム利用料支払
①

②

フローの詳細

 
図1 少額決済事業者ケータイ払い導入ビジネスモデル 

る．またランニングコストについては，同種事業者
間でサーバを共同で利用することにより，システム
利用料を低く抑えることができる．さらにシステム
を利用することによる利便性向上や稼動削減といっ
た付加価値を向上させることで，参入しやすくなる．
このように検討した結果，図1のような少額商品を
扱う事業者がeコマースに参入しやすいビジネスモ
デルを立案した．これにより，どのような少額商品
を扱う事業者もドコモケータイ払いを導入しやすく，
かつASP（Application Service Provider），ドコモ
も収益を得ることができ，注文者は各事業者の同種
商品を比較しながら気に入った商品を簡単に注文で
きるため，4者ともにメリットがあるビジネスモデ
ルといえる． 

3. べんとうがかり 
3.1 事業の選定 
こうした検討経緯を踏まえて今回参入できる少額
商品を扱う事業の選定を進めたところ，我々はドコ
モ九州支社内の多くの従業員が利用している身近な
弁当注文にフィットするのではないかと着想した．
そこでASPとビジネスの可能性について協議した
結果，ASPがサービス提供の主体となる，オフィ
ス従業員向け弁当注文サービス「べんとうがかり」

のサービス商用化をサポートすることになった． 
本事業を選定した理由としては2点ある．1点め

として，ケータイから簡単に注文でき，かつ毎日利
用する弁当注文サービスがまだ普及していない点で
ある．ケータイから注文できるドコモのフード宅配
サービスとしては，「dデリバリー」が挙げられる．
「dデリバリー」は比較的大規模なデリバリー事業
者から地域の小規模店舗までをラインナップし，時
間場所を問わずいつでもどこでも利用できることを
想定したサービスである．対して「べんとうがかり」
では，地域の小～中規模弁当販売会社（以下，弁当
会社）をパートナーとして「オフィス内の自分が働
くフロアなど，特定の場所で昼食弁当を毎日食べる
注文者」向けのサービスに特化することとした．2
点めとして，ビジネスパートナーとして選定した
ASPのビジネスラリアート株式会社が類似のPC版
学校給食注文システムを商用運営しており，それを
カスタマイズすることで，弁当会社が負担するイニ
シャルコストを抑えることができる点である． 

3.2 課題および「べんとうがかり」導入効果 
次に，弁当注文者および弁当会社においての現状

の課題および「べんとうがかり」導入による弁当配
達までのフローの変化を図2に示す． 
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注文記入

■現行フロー

■システム導入後フロー

注文集約 注文電話 弁当到着支払

⇒注文紙に
手書き

⇒スマートフォン
から注文

⇒現金を準備

⇒ケータイ払い
（キャッシュレス）

注文記入 注文集約 注文電話 弁当到着支払

⇒集約および
現金有無確認

⇒弁当会社へ
電話で注文

⒜ 弁当注文者フロー

 
■現行フロー

■システム導入後フロー

⇒電話受付対応 ⇒メモ紙に転記 ⇒メモを別途
集約

⇒集約表から
担当者へ割振

⇒管理画面で
注文確認

⇒メモ紙に転記 ⇒メモを別途集約 ⇒管理画面確認後
担当者へ割振

注文受付 注文集約 注文割振り 配達注文転記

注文受付 注文集約 配達

⒝ 弁当会社フロー

注文転記 注文割振り

 
図2 システム導入による弁当注文者および弁当会社フローの変化 

・弁当注文者 
弁当注文の従来方法は，電話注文および現金
決済である．現行では図2⒜のように，弁当注
文者は注文紙の記入および弁当代金の現金が必
要であった．さらに電話担当者は弁当注文者全
員分の注文状況を集約し金額の過不足を確認後，
各々の弁当会社に電話で注文しなければならず
稼働がかかっていた．そこで，システムを導入
することで，弁当注文者はスマートフォンおよ
びフィーチャーフォンからその場で注文・決済
が可能になり，また電話担当者の稼働はすべて
削減される． 

・弁当会社 
図2⒝のように，弁当会社の従来の注文受付

方法は電話受付であり，注文内容をメモに転記
しメモ内容を別途集約する作業が発生していた．
特に福岡市内の弁当会社では，電話が集中する
朝9～10時の1時間の間に，多い会社で約
1,500コールの電話受付を実施している．さら
には，フリーダイヤルで対応している会社はそ
の分の費用も発生しているため，電話受付の稼
働と費用が課題となっていた． 
そこで，システムを導入することで，電話注

文からシステムによる注文に移行され，電話受
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「べんとうがかり」
サーバ

①オフィスビル名，
配達フロア
情報提供

②マスターデータの
インプット

オフィス オペレータ

④オフィスビル
受注開始

弁当会社

③オフィスビル
情報反映

※「べんとうがかり」のシステム所有およびサービス提供はASP

ASP

 
図3 オフィスビル登録シーケンス 

付でかかる稼働や費用がすべて削減される．ま
た，過去の注文履歴もデータとして蓄積される
ので，どのメニューのときに注文数を伸ばした
のかなどといった解析が可能となり，マーケ
ティング戦略に活用できる． 

4. システム概要 
4.1 オフィスビル登録方法と弁当注文方法 
「べんとうがかり」のシステム概要について，オ
フィスビル登録から受注開始までのシーケンスを図
3に示す．「べんとうがかり」は注文者が勤務して
いるオフィスフロアに弁当を配達するサービスであ
るため，配達を実施するにはオフィス情報の登録を
行う必要がある．まず「べんとうがかり」を利用す
るオフィスが，ASPに希望する弁当会社とオフィ
スビル名および配達フロアの情報を提供する（図3
①）．ASPは，その情報を「べんとうがかり」サー
バにインプットすることで（図3②），弁当会社側
のシステムに当該オフィスの情報が反映され（図3
③），当該オフィスでの受注がシステム上開始可能
となり（図3④），複数の弁当会社のうち少なくと
も1社がメニュー登録時に当該オフィスを選択する
ことで注文可能となる． 

次に，弁当注文方法のシーケンスを図4に示す．
まず弁当会社がメニュー情報を「べんとうがかり」
サーバに投入し，その際に配達希望オフィスを選択
する．配達希望オフィスに所属する注文者は「べん
とうがかり」サーバにログインすることで，トップ
ページにメニュー情報が表示され，現在の注文状況
も確認できる．なお初回利用の際に，利用者登録を
実施し，所属するフロアなどの情報を登録する．注
文者は，注文したいメニューを選択し，以後はドコ
モケータイ払いの決済手続きを実施することで，
「べんとうがかり」サーバから注文完了が送信され，
同時に注文された弁当会社に注文情報が反映される．
注文情報については，配達オフィスのフロアごとに
小計で表示され，弁当会社は各フロアに何個の弁当
を配達する必要があるか瞬時に確認できる仕様に
なっている． 

4.2 「べんとうがかり」の特徴 
「べんとうがかり」は，2つの大きな特徴がある．
1つめは，ユーザインタフェースを考慮した画面設
計である．弁当を注文するというサービスを注文者
に提供するうえで重要なポイントはメニュー表示構
成であり，スマートフォンでの操作を意識し，図5
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「べんとうがかり」
サーバ

ケータイ払い決済
プラットフォーム

1.メニュー情報投入

２.利用者登録（初回のみ）

３.ログイン

４.メニュー情報，
利用者注文状況表示

５.注文
６.決済接続

７.４桁PW入力依頼

８.４桁PW入力

10.決済承認

11.注文完了
メール送信

12.注文情報反映

弁当会社 注文者端末

９.利用限度額を超えて
いないか確認

 
図4 弁当注文シーケンス 

⒜のような弁当メニューの写真配置を設計した．従
来の電話注文では，各弁当会社が配布するメニュー
表を見て，注文する弁当を選択していた．しかし本
サービスの実証実験の際に社内アンケートを実施し
た結果，写真を一覧で見ながら弁当注文したいとい
う声が非常に多かったため，今回の写真配置を採用
した．配達オフィスごとに複数の弁当会社にて登録
されたメニューや写真がまとめられているので，注
文者は自分のオフィスで注文できるメニューや写真
を一覧で見ることができる．また図5⒝のように，
商品の写真を大きく表示しておりスマートフォンな
らではの画面設計となっている． 
2つめは，弁当注文忘れ防止メール機能である．
弁当を注文する時間帯である午前9～10時は，オ
フィス勤務者において始業時間と重なる影響で注文
を忘れてしまうケースが多い．そこで注文していな
い利用者に対して，メールを送信する機能を備える
ことで，注文忘れを防ぐことができる．また本機能
により，注文数が増えることも考えられ，弁当会社
としても売上向上につなげることができる． 

4.3 利用状況 
2014年3月12日にドコモ九州支社のドコモビル
5拠点（薬院ビル，舞鶴ビル，香椎ビル，住吉ビル，
博多ビル）でファーストユーザとして「べんとうが
かり」を利用開始した．利用開始後，九州支社でア
ンケートを実施したところ，図6【満足度調査】で
示すとおり，回答のあった148名のうち96％が不
満なく利用しているという評価であった．これは，
図6【利便性確認調査】に示すように，「場所を問
わず手元のスマートフォンから注文ができる」「ド
コモケータイ払いで弁当代が払える」「写真を見な
がらお弁当が選べる」の3項目について利便性向上
を実感したからだと考えられる．その他にも，電話
注文のとりまとめをする必要がなくなった点や，4
月からの消費税値上げで小銭が必要となるところを
ドコモケータイ払いでその必要がなくなった点で利
便性が向上したという声が多数あった．一方で，画
面遷移が多い点やクレジットカードに対応していな
い点について改善要望があり，現在ASPにて対処
が検討されている． 
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【満足度調査】
n=148 利用者登録したと答えた人

【利便性確認調査】
n= 203 マルチアンサー

27%

28%

41%

3%
1%

とても満足している

やや満足している

普通

やや不満である

とても不満である

0 50 100 150 200

場所を問わず手元のスマートフォンから

注文ができること

ケータイ払い（電話料金合算）で

お弁当代が払えること

写真を見ながらお弁当が選べること

弁当注文忘れ防止メールが届くこと

複数個のお弁当が注文できること

40名

42名

60名

5名
1名

 
図6 アンケート調査結果 

⒝第2階層目⒜TOPページ  
図5 「べんとうがかり」画面 

5. あとがき 

最後に，本事業拡大の展望について説明する．こ
れまでの運用や社内アンケートの結果を踏まえて
ASPと協議したところ，「べんとうがかり」のター
ゲットが「フロアなど特定した場所で昼食弁当を毎
日食べる注文者」であるとすれば，大学の研究室や
寮を利用している学生にも提供できる．弁当会社と
も協議を重ねた結果，ASPによって大学への提案
が着手されたところである． 

また今回は弁当販売会社でビジネス展開を実施し
たが，本ビジネスモデルは汎用性を意識した設計で
あるので，弁当会社に限らず他の少額決済業者にも
展開できる．他事業者へのサービス展開で，本ビジ
ネスモデルが少額決済分野によるドコモの収入拡大
の足掛かりになることを今後期待したい． 
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