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さまざまなシーンで、お客様においし
いことを提供するCFSの事業。それら
を動かしていく力が、職種の垣根を越
えたチームワークです。経営陣、店舗
スタッフ、プランナーやデザイナー。
全スタッフが綿密に連携し、それぞれ
が専門性を発揮することで、サービス
力の向上を図っています。

Our thoughts, CFS group.

おいしさは、人を幸せにします。どれを食べ
ようかと選ぶ時、待っている時、テーブルに
届けられた時、そして口にする時、気持ちを
あたたかくしてくれることを、私たちは知っ
ています。ただ一途に食と向き合いつづけて
50年。私たちは、おいしいものを届けること
が好きです。おいしいことを考えるのが、大
好きです。お客様の暮らしを満たすために、
食からはじまる新しい｢何か｣を考えて、それ
までになかった感動や満足を生み出してい
く。私たちが本当につくりたいことは、いつ
も、おいしいものの先にあります。お客様の
笑顔や、楽しみや、幸せに変わる、たくさん
のおいしいことを、私たちはつくります。
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CFSでは仙台エリアを中心に8店舗
の直営飲食店を運営しています。
食へのニーズがますます多様化す
るなか、立地やお客様の層に合わ
せ、店舗ごとに異なるコンセプト
を掲げながら、多彩な食事空間
サービスを提供しています。

直営店事業

おいしい笑顔は
ここにあつまる。
CFSが展開するおいしいこと。事業の中心となるの
がカジュアルレストランをはじめとする、多様なス
タイルの直営店です。ある店舗はイタリアンをベー
スに。ある店舗では和洋折衷の創作料理でおもてな
し。料理のジャンルも、空間の大小も、それぞれ異
なる店舗づくりで、お客様が求めるシーンに寄り
添った飲食サービスをお届けするのがCFSのスタイ
ル。ただひとつ、全店に共通しているのが地産地消
へのこだわりです。フードは、風土とも言います。
どの店舗でも食材に東北産を取り入れ、創意工夫を
凝らした料理でお客様に笑顔になっていただくこと
を、私たちは大切にしています。快適な空間、最良
のサービス、そして多彩なおいしさ。すべてを満た
す各店舗に待っているのは、お客様が望むおいしい
時間です。
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数十人は受け入れることができても、100名を超え

山、海、大地。豊かな環境に抱かれ
る東北は、魅力的な食材の宝庫で
す。東北6県それぞれに地元で親しま
れている味があり、｢DUCCA 仙台駅
前｣や｢亜門｣では、伝統的な郷土料理
から創作料理まで、東北ならではの
多彩な料理を堪能いただけます。

るような大人数の団体客にも対応できる飲食店は、
東北にそう多くはありません。そのうえ東北の食材
を使った、地元ならではの料理を楽しもうとする
と、さらに数は限られます。CFSでは、最大220名
までフロア貸切が可能な｢DUCCA 仙台駅前｣や、60
名程度の会議に利用いただける｢亜門｣など、大勢の

うに飯
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のだし

団体客をおもてなしできる大空間の店舗をご用意し
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に、地元の食材を活かした、ここでしか味わえない
おいしさをお届けします。
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｢DUUCA 仙台駅前｣ ｢亜門｣の両店舗は、仙台随一の大規模飲食店。充実
の設備で、ビジネス懇談会や会議などにも対応します。
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宮城の地酒
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合わせ

ケ ー タ リ ン グ事業

レストランをとどける、
という発想。
会社の会議室も、自宅のリビングも、一日限りの特
設レストランに。仙台市内および近郊の｢すべての
場所をお店にする｣という考え方が、CFSのケータ
リングサービスです。私たちにとってのレストラン
とは、特定の空間だけを指すものではありません。
料理やドリンクといっしょに、サービススタッフを
派遣することで、その場所、その時間に、直営店と
変わらない高品質な飲食サービスを提供します。家
族の記念日などのホームパーティーから、企業懇親
会や同窓会といった大人数のパーティーまで。着席
形式も、ビュッフェスタイルも。メニューも和洋中
を問わず、オールジャンルに対応。パーティーと名
のつくあらゆるシーンが、CFSのケータリングサー
ビスでレストランに変身します。

料理は和洋中メニュー、折衷メニュー、コースメニュ
ーのほか、企画するパーティーの予算や希望に合わせ
てカスタマイズも可能です。また、職人による握り寿
司の演出や、ローストビーフのカットサービスなど、
多彩なオプションメニューもご用意しています。
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付加価値サービス事業

くらしに潤いを
添えていく。
2006年に仙台駅1階にオープン
したCFS直営のフラワーショッ
プ。ブライダルシーンだけでな
く、誕生日・記念日のプレゼン
トにも喜んでいただけるブーケ
をメインアイテムに、花本来の
美しさを大切にしたデザイン
で、さまざまなシーンを色鮮や
かに演出します。

CFSはずっと、食にこだわったサービスを展開して
きました。そしていま、事業領域は食から派生した
サービスへと広がっています。レストランウエディ
ングの経験をもとにスタートさせた花卉事業｢878
エルべ｣もそのひとつ。特別な日も、何気ない一日
も、そこに花の彩りがあると、おいしいものを食べ
た時のように気持ちを明るくしてくれます。飾る、
贈る、もらう、すべてのシーンで笑顔が咲きます。
食そのもので満足を生み出すだけでなく、食の周辺
にあるサービスも含めて、お客様を満たしていくの
がCFSの現在と未来。生活に潤いをお届けできる、
プラスアルファのおいしいことも、私たちはカタチ
にします。

ブライダルシーンを彩るブーケやアレンジメントにも対応。
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CF Sグループのプラットフォーム

すべての事業で、お客様に上質なサービスを安定
してお届けするために。そして私たち自身も事業
の可能性を広げていくために。長年あたためてき
たセントラルキッチン計画をはじめ、外部専門家
とも積極的に連携しながら、よりおいしいことを

を

つ

く

新
る、

しい展開 をぞく ぞ

くと

法人向け事業

。

セントラルキッチン

貸会議室会社（ケータリング）
葬祭会館（ケータリング）
旅行代理店（団体客対応）
● 給食（学校）
● 飲食店食材提供
●
●
●

次の

50
年

実現できる基盤を構築していきます。

セントラル
直営店事業

キッチンと

DUCCA
亜門
● Di VERDE

いう考え方

●

●

●

今後のCFSの事業展開において、中核的な拠点になるのがセントラルキッチンです。直営店全店の
商品づくりをここで一元化することで、高品質な料理を、よりスピーディーにお客様に提供できる
ように。また、食材の知識やメニューづくりなど、教育の場としての役割も果たします。

創業から50年。CFSはここを新
しいスタートラインとして、お

中食事業
●

メニュー開発ラボ

人材育成プログラム

ブランド管理・広報

GocchoSun
Date Cafe Oʼrder
● ひげぱんだ
他

●

●

惣菜専門店
宅食（高齢者向け）

いしいことをさらに広げて、よ
り深める、グループ内のプラッ

付加価値サービス事業

トフォームを設計します。私た
ちには、常に新しい食のカタチ
を切り拓いてきた自負と、経験
があります。そのノウハウのす
べてを、次の50年をはじめる

●

外部専門家のアドバイスも取
り入れながら、全店のメニュ
ー開発を手がける専門のセク
ションを配置します。

店舗での実務と各種研修を併
せたプログラムを構築し、食
を中心とした業界の明日を担
える人材を育成します。

これまでの認知資産を残しつ
つも、新しく生まれ変わった
CFSのブランド維持・向上を
図ります。

力に変えて。
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878エルべ
ブライダルコーディネート
● パーティープロデュース
●
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さまざまな業態とのコラボレーションな
ど、これまでの事業領域の枠を越えた新し
い展開をめざします。

とらえ、瞬く間に人気店への仲間入りを果たしたので

2000年代に入ってからも、東北で初めてナポリピッツ

す。多くのメディアにも取り上げられ、より多くのお客

ァを取り入れた、郊外型のイタリアンカジュアルレスト

様に楽しんでいただけるようにと、1979年には｢かいが

ラン｢Di VERDE｣や、個室へのニーズを満たした｢亜門｣な

らてらす｣と店名を変えて拡大移転。そして同年に設立さ

ど、その時代ごとに先駆的な店舗づくりを進めてきまし

れたのが、CFSの前身となる有限会社カリーナです。折

た。また、それまでのCFSの事業は飲食店運営にほぼ特

しもこの頃は、女性の社会進出が目立ちはじめた時代。

化していましたが、食だけにとらわれない満足の提供を

女性も、外でお酒を楽しめる機会を持

めざし、2006年には花卉事業｢フルール エルべ｣をスター

てるようになってきたものの、飲食

ト。さらには、東北の食材を使用した商品による物販事

年。仙台の街の一角に、その店はオープンしました。創

店にはやはり男性客の姿が多く、女

業や、東北のレストラン業態では初となる国際環境規格

業者・赤塚和子がはじめた珈琲館｢カリーナ｣。のちの

性が安心して食事とお酒を楽しめ

｢ISO14001｣を全店舗で取得するなど、常に時代を先読み

CFSへと発展する、原点の店舗です。当時を振り返る

る店舗はごく限られていました。

し、業界の先駆けとなる挑戦を繰り返す。それが、珈琲

時、赤塚は私たちによくこんな話をします。｢私にできる

サラダ専門店｢花キャベツ｣が

館｢カリーナ｣からはじまったCFSの軌跡です。

ことはなんでも取り組んだ。とにかくお客様に来ていた

そうだったように、私たちが掲

だこうと毎日本気だった。私の気持ちを支えてくれたの

げてきたテーマは｢食と女性｣

たちは思います。ようやくたどり着いた50年

は、挑戦への意欲、そしてお客様の笑顔。お客様からの

です。女性が主役になれる飲

ではなく、まだまだ50年なのだと。お客様の

｢ごちそうさま｣｢また来るよ｣そうした何気ない一言が、

食店がないのなら、自分た

生活にさらなる潤いをお届けするために、CFS

直営店

私に力をくれていると改めて感じた｣。すべては、お客様

ちでつくればいい。

という企業を成長させてくれた東北のため

DUCCA 仙台駅前

思いはずっと変わらない、
すべては、お客様のために。
スパゲティがまだ、西洋うどんと呼ばれていた1969

のために。CFSが何よりも大切にしているその姿勢は、

ある種、使命感にも似

創業から50年という節目を迎えたいま、私

に、次は何ができるだろう。きっとこ
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仙台市青葉区中央３-6-10 マックスマクタビル3F

DUCCA エスパル福島

創業当時から50年間、一貫して赤塚が大切にしてきた思

た思いに突き動かされ、

れからも、試行錯誤を重ねていくこ

いでもあります。

1984年に立ち上げたの

とでしょう。私たちはまだまだ成功

がレストランバー｢セ

していません。満足もしていませ

のではなく、時代のニーズを一歩も二歩も先読みした挑

ラ・サヴォイ｣です。

ん。挑戦こそが、CFSに受け継

戦をつづけることになります。成長へのキーワードに掲

どこまでも女性目線に立った空間づくり、

がれてきたDNA。そして、こ

仙台市青葉区中央1-1-1 エスパル仙台B1F

げたのは｢食と女性｣。1974年にオープンしたサラダ専門

メニューづくりは、現在も変わることなく、私たちの店

れからどのような事業を展開

Di VERDE 八幡

店｢花キャベツ｣は、その典型と言えます。サラダを主役

舗づくりのベースになっています。1990年代には、スタ

しようとも、その先にある思

にする店舗。現在ではあたり前の発想ですが、当時はほ

イリッシュな居酒屋をテーマにした｢びすとろ和家｣、レ

いはただひとつです。すべて

とんど前例がなく、飲食業界においてそれは画期的なス

ストランの味をカジュアルに楽しんでいただける飲食空

は、お客様のために。

タイルでした。店内の広さはわずか10坪ほど。しかもサ

間をめざし、現在も場所を変えて運営している｢DUCCA｣

ラダはあくまでもサブメニューでしかなかった時代。ま

など、それまでの仙台にはなかったスタイルの店舗を

さに挑戦と呼べる事業でしたが、これが女性のニーズを

次々とプロデュース。

夜明けを迎えたCFSの歴史は、時代に歩調を合わせる
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福島市栄町1-1 エスパル福島2F

亜門
仙台市青葉区国分町2-1-3 エーラクフレンディアビル2F

Di VERDE エスパル仙台

仙台市青葉区八幡3-1-50

GocchoSun
仙台市青葉区中央3-7-5 仙台パルコ2 1F

Date Cafe Oʼrder
仙台市青葉区中央 1-1-1 JR仙台駅2F

878エルべ
株式会社カリーナフードサービス
代表取締役

仙台市青葉区中央 1-1-1 JR仙台駅1F

長澤 睦彦

仙台市泉区大沢1-5-1 イオンタウン仙台泉大沢1F

Mutsuhiko NAGASAWA

ひげぱんだ

