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１．フランチャイザー専門コンサルティング１．フランチャイザー専門コンサルティング

３．フランチャイズ倶楽部３．フランチャイズ倶楽部

４．フランチャイズベンチャー育成ファンド４．フランチャイズベンチャー育成ファンド

２．チェーン向け「K.I.S.S.」の開発販売２．チェーン向け「K.I.S.S.」の開発販売

フランチャイズアドバンテージの事業概要フランチャイズアドバンテージの事業概要
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ＦＣの定義

FC本部FC本部 加盟店加盟店

独自開発した
ブランド
運営ノウハウ
教育、指導

その他
・商品卸
・設計施工 など

対価
・ロイヤリティ
・加盟金
・研修費
・商品仕入れ など
資金投下
・設備
・スタッフ他

事業許諾事業許諾

対価対価

顧客へのサービス提供ブランド・経営ノウハウの提供

契約
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トレードネーム＆プロダクツ型（商標＆製品）トレードネーム＆プロダクツ型（商標＆製品）

コンバージョン型コンバージョン型

ビジネスパッケージ型ビジネスパッケージ型

フランチャイズタイプフランチャイズタイプ
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ネ タ

目

的

Ａ ＢＢ

ＣＣ

自社ネタ 他社ネタ

Ｂｉｇ Ｃ
（市場形成型）

Ｇｏｏｄ Ｃ
（のれん分け型） ＤＤ

スタートアップタイプ
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①大手フランチャイズの
ジー反乱

①大手フランチャイズの
ジー反乱

②フランチャイズ
べンチャーのIPO

②フランチャイズ
べンチャーのIPO

＊大きな市場を形成し、神話化された業界･企業
→法改正への動き・雇用創造政策として認知

＊ザーの短期公開／投資ファンドの増加
→ミニコングロマリット化／海外進出
→サポートビジネスモデルの物議

フランチャイズパラダイムシフト

③メガフランチャイジーの
台頭

③メガフランチャイジーの
台頭

＊マルチフランチャイズ化／公開／ ザー展開／
新規事業進出／Ｍ＆Ａ
→業態パラダイムシフトで勝ち組になる
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平成７年（１９９５年）：ＴＳＵＴＡＹＡ加盟
（ビデオ・ＣＤレンタル）

（株）ゴトー紳士服のケース

創業：昭和２３年
（１９４８年）

平成１０年（１９９８年）：ブックオフ加盟
（中古書籍）

メディアポリス加盟
（ゲームソフト）

平成１１年（１９９９年）：メガトン加盟

（カラオケ、ビリヤード）

平成１２年（２０００年）：ゆう遊空間加盟
（マンガ、インターネットカフェ）

出所：週刊ダイヤモンド２００１年５月号

［（株）ゴトー紳士服の事業別売上高推移］

売上高：２００億円（２００１年）
従業員：１７５０名（ 同 上 ）

会社・雇用維持
中国からの安価な輸入品
による本業の経営圧迫
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アパレル

ＦＣ

アパレル製造 フランチャイズ

（本社：静岡県沼津市）

業
態
シ
フ
ト

地方企業の再生策としてのＦＣ活用

９



8

ゆう遊空間ゆう遊空間施設・商品構成

リクライニングシートリクライニングシート （テレビ・ビデオ・ゲームなど・・）

マッサージチェアマッサージチェア （テレビ・ビデオ・ゲームなど・・）

ペア席ペア席 （テレビ・ビデオ・ゲームなど・・）
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１．本業 or 新規事業１．本業 or 新規事業

２．一業態 or 多業態２．一業態 or 多業態

３．青田買い or ブランド買い３．青田買い or ブランド買い

４．無店舗 or 有店舗４．無店舗 or 有店舗

メガフランチャイジーの本部選択パターンメガフランチャイジーの本部選択パターン
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１．個人独立型（脱サラ、アントレプレナー）１．個人独立型（脱サラ、アントレプレナー）

２．中小零細業種店の業種転換２．中小零細業種店の業種転換

３．地方優良企業の新規事業（流通チェーン等）３．地方優良企業の新規事業（流通チェーン等）

４．大企業の新規事業４．大企業の新規事業

５．ＦＣ関与者（既存ザー、ジー、サプライヤー等）５．ＦＣ関与者（既存ザー、ジー、サプライヤー等）

フランチャイジー分類フランチャイジー分類
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①大手フランチャイズの
ジー反乱

①大手フランチャイズの
ジー反乱

②フランチャイズ
べンチャーのIPO

②フランチャイズ
べンチャーのIPO

１．個々の企業の１．個々の企業の
FCFC戦略が重要戦略が重要
→→大手大手FCFCの構造改革の構造改革
→→FCVFCV展開戦略展開戦略のの

ダイナミズムダイナミズム

＊大きな市場を形成し、神話化された業界･企業
→法改正への動き・雇用創造政策として認知

＊ザーの短期公開／投資ファンドの増加
→ミニコングロマリット化／海外進出
→サポートビジネスモデルの物議

フランチャイズパラダイムシフト

③メガフランチャイジーの
台頭

③メガフランチャイジーの
台頭

＊マルチフランチャイズ化／公開／ ザー展開／
新規事業進出／Ｍ＆Ａ
→業態パラダイムシフトで勝ち組になる
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今の学校

未来の学校

子どもは主体的に学び

授業はもっとわかり易く

教育技術のパラダイムシフト
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１．複合戦略１．複合戦略

２．多角化戦略２．多角化戦略

３．国際戦略３．国際戦略

４．M&A戦略４．M&A戦略

５．財務、資本戦略５．財務、資本戦略

スタートアップは出店戦略と商品戦略がメインスタートアップは出店戦略と商品戦略がメイン

フランチャイズ成長戦略（例）

６．組織戦略６．組織戦略
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①大手フランチャイズの
ジー反乱

①大手フランチャイズの
ジー反乱

②フランチャイズ
べンチャーのIPO

②フランチャイズ
べンチャーのIPO

１．個々の企業の１．個々の企業の
FCFC戦略が重要戦略が重要
→→大手大手FCFCの構造改革の構造改革
→→FCVFCV展開戦略展開戦略のの

ダイナミズムダイナミズム

＊大きな市場を形成し、神話化された業界･企業
→法改正への動き・雇用創造政策として認知

＊ザーの短期公開／投資ファンドの増加
→ミニコングロマリット化／海外進出
→サポートビジネスモデルの物議

フランチャイズパラダイムシフト

③メガフランチャイジーの
台頭

③メガフランチャイジーの
台頭

＊マルチフランチャイズ化／公開／ ザー展開／
新規事業進出／Ｍ＆Ａ
→業態パラダイムシフトで勝ち組になる

２．情報開示や投資には２．情報開示や投資には
評価眼が不可欠評価眼が不可欠
→→FCFC研究と教育研究と教育
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①大手フランチャイズの
ジー反乱

①大手フランチャイズの
ジー反乱

②フランチャイズ
べンチャーのIPO

②フランチャイズ
べンチャーのIPO

１．個々の企業の１．個々の企業の
FCFC戦略が重要戦略が重要
→→大手大手FCFCの構造改革の構造改革
→→FCVFCV展開戦略展開戦略のの

ダイナミズムダイナミズム

＊大きな市場を形成し、神話化された業界･企業
→法改正への動き・雇用創造政策として認知

＊ザーの短期公開／投資ファンドの増加
→ミニコングロマリット化／海外進出
→サポートビジネスモデルの物議

フランチャイズパラダイムシフト

③メガフランチャイジーの
台頭

③メガフランチャイジーの
台頭

＊マルチフランチャイズ化／公開／ ザー展開／
新規事業進出／Ｍ＆Ａ
→業態パラダイムシフトで勝ち組になる

２．情報開示や投資には２．情報開示や投資には
評価眼が不可欠評価眼が不可欠
→→FCFC研究と教育研究と教育

33．．FCFC発展への導きと発展への導きと
インフラ整備が必要インフラ整備が必要
→→法的整備・啓蒙活動法的整備・啓蒙活動
→→海外進出サポート海外進出サポート
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ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞの
事業ドメイン

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞを核としたﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞを核としたﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ
ﾋﾞｼﾞﾈｽの総合サポート事業ﾋﾞｼﾞﾈｽの総合サポート事業

○ 備品・消耗品調達

○ 食材調達

○ 保険

○ 福利厚生

コンサルティング事業

○ FCファンド
○ 公開支援
○ リース・ファイナンス

○ 商品開発支援

○ マーケティング
○ CI・サイン・ロゴ設計

○ 人事評価システム

○ ステージ別組織図

○ イベント広告代理
○ 加盟店開発代行

○ 契約書作成
○ 募集ツール作成

○ 企業研修

○ 教材開発・作成
○ WBT

○ 顧客管理システム

○ ナレッジシェアシステム

○ 売上管理システム

○ 提携先調査・
コーディネート

○ 異業種交流

○ ビジネスマッチング

広告代理店

FCビジネス
スクール

モバイル会員

販促ASP

設計・施工・設

備営業代行

FCV育成
ファンド

リース事業

FC倶楽部

保険代理

仕入・物流・コー
ディネート

KISS販売

○ 設計・施工

○ 立地診断・物件調査
○ 設備・什器

○ 販促システム

○ キャンペーン企画

○ 販促ツール製作
○ モバイル会員化

○ 戦略プラン
○ 各種システム製作

FCシステムパッケージ

販促

業態・ｺﾝｾﾌﾟﾄ開発

組織・人事

情報

教育

FC戦略

多角化・ｱﾗｲｱﾝｽ

MD・ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ

財務・資金調達

加盟店開発
店舗開発
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POSなどの基幹システムから取り込ん
だデータについて、課題となる項目を
アラートで表示しその課題を解決する

ナレッジへと導くナレッジナビゲーショ
ン機能の他、店舗スケジュール管理な
どのグループウェア機能を提供します。
コンサルティングサービスとシステムイ
ンテグレーションをパッケージした新し
いビジネスモデルです。

（特許申請中）

※画面は開発中のものであり、実際の仕様
とは異なる可能性があります。


