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株式会社 店舗内装
講師

古浦 健一郎

無料セミナー

限られた予算で理想の店舗を作る５つのステップ

ｺｳﾗ ｹﾝｲﾁﾛｳ
古浦 健一郎
設計・ディレクター担当

30歳から建築内装業界に携わる。

一から建築を学ぶ為,学校へ通う。

現在41歳に至るまで,内装業界に携わり今に至る。

飲食店を中心に年間40件近くの店舗を設計。

STEP2 コストを抑えられた3つの事例

STEP1 スケルトン店舗と居抜き店舗

STEP5 自分で出来る事前準備

STEP4 発注先の種類

STEP3 内覧に重要な事と工事見積りについて

限られた予算に近づける方法

理想の店舗をつくるために STEP1 スケルトン店舗と居抜き店舗STEP1 スケルトン店舗と居抜き店舗

スケルトン店舗
前の店舗の造作等の引継ぎがない店舗 スケルトン店舗の特徴

メリット
・一から自由にレイアウトをすることができるため
導線確保がしやすい

・内装費はかかるがプランにあった設備を導入することがで
きます

デメリット
・居抜き店舗と比べ内装費が比較的高い
・工期が⾧くなりやすくオープンまで時間がかかるため
カラ家賃が発生期間が⾧くなりやすい
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居抜き店舗
前の店舗の造作等の引継ぎがある店舗 居抜き店舗の特徴

メリット
・既存の造作物・設備をそのまま引継ぐことができる為
内装費を抑えやすい

デメリット
・レイアウトやデザインに限りが出てしまいます
・物件によっては解体費,設備交換費が多くかかってし
まう為,スケルトンより内装費がかかることがある

スケルトン店舗の内装費の目安

ネットではスケルトンの坪単価は
30～50万と言われていますが

実際のスケルトン工事の坪単価は
最低でも７０万円程度はかかります

＜坪単価の目安＞ １坪＝約3.3㎡

セミナー会場：50㎡＝約15坪
15坪×70万円＝1050万円

居抜き店舗の内装費の目安

居抜き店舗は物件の相性が合えば
坪単価10万～20万で済むこともあります。

しかし,物件の相性が悪いと最悪解体からの
スタートとなり
スケルトン以上の内装費がかかります
既存の造作物を買い取られた場合,実際には
その費用もかかるので合わせた費用を内装費
と考えると良いでしょう。

STEP2 内装費を抑えられた事例STEP2 内装費を抑えられた事例
①工事するポイントを絞る

「内部をメインに施工した例」
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最初の提案 削減後の提案

before after

before after
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内部をメインに施工をした例

効果 半スケルトン6坪で一坪あたり最低70万程度かかる
が,坪38万の一坪あたり22万,計130万の削減ができた。

注意点 ご自身が何をしたいか優先順位を明確に
しておく必要がある。

②家主との設備変更の交渉をする

・「集合住宅一階・カレー店舗の例」

＜家主＞
・臭気が気になるのでダクトは屋上まで延⾧して下さい。

↓
屋上までのダクト距離50Ｍ。
建築足場の組立てが必要。⾧工期。

排気工事費用 500万！

ダクト延⾧の替りに脱臭機の設置

300万減の200万で施工可能に！
交渉後

③自分で施工し内装費の削減できた例

「塗装工事・ぬり壁工事を自分で行った例」

after before
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自身で塗装・塗り壁を施工！

同じ内容でコスト削減となり約50万円の成功！
注意点
・この場合,ご自身で施工して頂く為工期が延びやすく
オープンが何日か遅れてしまうため,
売り上げが立つタイミングが遅れてしまう。

・また,客単価が高い場合に自ら施工する場合は
おすすめしません。

STEP1・2まとめ

・スケルトンは自由なレイアウトができるが
内装費が高い

・居抜きは自身の出店業態によりスケルトンより
内装費が掛かる場合がある

・内装費を抑えられる方法は大きく3つ。
工事のポイントを絞る
家主との交渉を行う
自身で工事を行う

こういうことを知ることで限られた予算で
のお店作りに近づきます！

理想のお店作りに向かうSTEP3・4・5理想のお店作りに向かうSTEP3・4・5 STEP3 発注先の種類STEP3 発注先の種類

発注先の主な3種類

・工務店
・デザイン事務所
・内装業者

工務店

・デザイナー・設計等の担当者がいない
・オーナー自身がどういうようなデザインや
プランをしたいか明確にしておく必要がある

・設計料やデザイン料が掛からない為,価格が
抑えられる

施工あり 設計・デザイン無し
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工務店

メリット
・デザインや監修価格が安い。
・現場対応力が優れている。

デメリット
・提案力・設計力が弱い。

デザイン事務所

・デザイン及び設計業務のみを行う。
・設計会社と施工会社が別となる。
・設計＋施工を一括で依頼した場合と
比べ工事期間がかかる。

・工事とは別に高額な設計・デザイン
費が掛かる。

施工なし 設計・デザインあり

デザイン事務所

メリット
・デザイン性の高い設計ができる。

デメリット
・総工費が高額になりやすい。
・工事完了まで時間がかかる。

内装業者

・自社で設計から施工までを行う。
・設計＋施工を一括して行うため、
工事完了までの期間が比較的短い。

施工あり 設計・デザインあり＋

内装業者
メリット
・設計から施工まで行うため予算に
応じた提案ができる。

・工事完了までの期間が短い。

デメリット
・内装費は工務店より高い。
・施工・予算までを含めた設計を行うので
現実的な提案が多い。

・業者の得意分野を知っておくこと

各業者には得意な業態分野があります。
（飲食・アパレル・美容室・オフィス系など･･･様々）

・特に飲食店は設備に詳しい業者を選ぶこと

飲食店は設備が非常に重要です

厨房機器 給排気

電気容量ガス

給排水
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STEP4 現地調査で重要な事と
工事見積りについて

STEP4 現地調査で重要な事と
工事見積りについて

内覧で重要なこと
・内覧は設計者となるべく同行しましょう。
物件によっては開業が難しい場合があります。

設計者と内覧をすることで開業に適しているのか,
どのようなトラブルが起こりうるかを知ることが
出来ます。

また初回の現地調査時には2～3社に依頼し,
見積りをとると良いでしょう。

構造設備容量 法規

しっかりと見積りの説明を受けましょう

・見積書の内容を理解し工事内容を共有しましょう。
各社見積りの出し方が違うので工事項目が見積もりに
入っていたり,入っていない事があります。

・見積りの説明を受ける時に自分との相性を知りましょう
設計内容や工事内容を内装業者と
自身が内容の共有をすることが大事です。

STEP5 自分で出来る事前準備STEP5 自分で出来る事前準備

①デザインのイメージを決めておく

・どんな雰囲気のお店にしたいのか・・・
・にぎやかなのか？落ち着いてるのか？
・高級感があるのか？大衆感をだすのか？
自分の好きな店舗デザイン・イメージを
具体的にしましょう

目的とするイメージ・雰囲気一つで
デザインは大きく変わります。

②使用設備の把握

・使用する厨房機器や収納容量などを
自身で把握・想定することが大切です。

自身にとっての使いやすさは自分にしか分かりません。

使いやすさを明確にしていくことはお客様への
サービスに直結いたします。
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③発注先に丸投げしない

・お店のイメージ・設備の使いやすさについては
自身で最低限一つは決めておきましょう。

発注先に丸投げしてしまうと想定外のトラブルに
繋がります。

・内装費の高額請求・設備不足・使い勝手が悪い
・デザイン性の問題 などの問題に発展します。

STEP3～5まとめ

・発注先は主に3種類あり、
それぞれ得意不得意がある

・現地調査は設計者と同行することが好ましい

・業者間との見積りの共有をすること

・相性の良い業者と進める事で良い店舗が出来ます。

・できる限りの事前準備は必ずしておくこと
業者に丸投げしない

東銀座 Bar 規模27.15㎡ 約8.3坪

居抜き・半スケルトン
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before after

神谷町 スペイン料理店 規模84.5㎡ 約25.6坪

居抜き店舗

before after
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before after

after
大岡山 焼き鳥店 規模48.4㎡ 約14.6坪

居抜き店舗

before
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after before

after
緑が丘 和食店 規模22.5㎡ 約7坪

居抜き店舗

before
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after before

after
立川 肉寿司 規模47.5㎡ 約14.4坪

スケルトン店舗

before
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after
北習志野 カレー店 規模56.6㎡ 約17坪

スケルトン店舗

before

after
北千住 スペインバル 規模54㎡ 約16坪 1.2階

居抜き店舗
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before

after
池尻大橋 イタリアン 規模28.4㎡ 約8.6坪

居抜き店舗

before
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after
日本橋 サンドイッチ店 規模22.0㎡ 約6.6坪

半スケルトン店舗

before

after

大塚 ラーメン&イタリアン 規模22.0㎡ 約6.6坪

居抜き店舗
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before

after
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