
世界を救うカレー家+ 　９

飲食店が [ウイズコロナ] を生き抜くためのご提案です！！

　 既存店あり



飲食店の課題
アフターコロナの売上アップ策という課題

 コロナ禍の影響もあり売り 上げ
 が低迷。ニューノーマ ルに対応

 した売り上げ確保 に自信がな
い。

店舗での売上の低迷

コロナ後の適当な売上確保策  が な
かなか見つからない。自前  主 義の
限界を感じている。

　画期的な売上アップ
策が無い

多額な投資余力が無い
　個売り上げ低迷の中、新たに大 きな投資に

　向ける余力がない。 大きな投資なく、

上拡大につなげたい。



解決策  デリバリーの魅力

現在営業中の店舗の厨房
を活用

実績のあるブランド
を展開

売上げをアドオン

新規のコンセプトを立ち上げるのと同じインパクトが簡単に得られる

現在営業中のコンセプトはそのままに
厨房と人員を効率的に活用することが
できる。
生産性の向上、効率化の切り札とも言える

デリバリーに特化したビジネスモデル
名古屋地区で30年に渡り人気を博している
ブランドで商売が出来る

最小限の投資で既存店に
売り上げをアドオンさせる
家賃効率がアップします。



飲食業支援型デリバリービジネス
のFC展開の事業化を目指す背景
FC化事業の魅力度

エビデンス

デリバリービジネスの発展性

4
最終的には3兆円になるとも

言われております



　　 SDGｓ代替ミート世界を救うカレー家

宅配だから出来る事

地球温暖化により世界中で被害が増えています。
畜産による温室効果ガスは全体の約15%と言われており
肉に替わる植物性由来の [代替ミート] を普及させ
「地球に優しい食文化発展」を目指しております。

現状では代替ミートのマーケットは小さくレストランでは採算が
取れない為に開業する事はできませんでした。
  しかし、宅配なら既存店にプラスオンするだけ！
コロナ禍で被害を受けた飲食店に対しフランチャイズを提案し
「地球に優しい食文化」を全国に広げていきたいと考えております

SDGｓ



テレビや雑誌でも話題沸騰

★217　近代食堂 2022.7近代食堂 2022.7　16他店ブランド（FC）のデリバリーを導入デリバリー収支モデルショップインショップ型デリバリーFCの利点2ブランドでの開業資金モデル他にも、選べる・組み合わせできる実績ある9ブランドが!居酒屋カフェ・レストラン和食店急成長するフードデリバリービジネス市場を見据え、現在営業中の飲食店舗を活用し、設備や人員を増やさないで売上げを確保するのがショップインショップ型デリバリーFC。他社のブランド商品とノウハウを活用し、最小限の投資でデリバリーによる既存店の売上げをオンする注目商法。1/2日緑黄野菜が取れる野菜キーマカレー（ライス別）　980円肉に替わる植物由来の代替ミートの普及の他、いま関心が高いSDGsの一環として地球にやさしい食文化発展も目指す、2022年1月からスタートした新ブランド。直営及び加盟申込み中を含め既に20店舗を超えている。2つのブランドで1日11時間営業。既存の厨房機器利用により新規投資なしの場合。❶現在営業中の店のコンセプトはそのままでよい。❷FCの商材とノウハウを利用するので、現在営業中の店の厨房を利用してデリバリー商品を増やせる。❸現状のスタッフで、デリバリー商品を増やせる。❹すでに販売実績のあるFCブランドのメニューから店に合ったメニューを販売できる。◦注文単価	2500円◦想定月商	160万円◦仕入れコスト	55万円◦労務費	0円◦宅配手数料	55万円◦ロイヤリティー	5％	8万円◦月額会費	2ブランド	2万円　　　　営業利益	40万円◦加盟金	20万円◦保証金	0円　　　　　　　計	20万円（出前館など別途事務登録料が必要）※この収支モデルは売上げ、利益を保証するものではありません。直営店経営株式会社ユニティジャパン愛知県名古屋市中区丸の内3-7-26http:///unityjapan.nagoya/franchise/FC事業問い合わせ先株式会社ウィル愛知県名古屋市北区東味鋺1-722http://willfranchise.cominfo@willfranchise.com電話：052-901-1780◦焼き立てナンとカレー「インド亭」◦はさみカツをメインに、ヒレカツ、唐揚げ、どんぶりの「まこと家」◦角煮を加えた独創性の高い煮込みうどんの「まこと本舗」◦名古屋名物カレーうどんの「真カレーうどん」◦ボリュームあるステーキ、ハンバーグ弁当の「大盛家」◦ステーキと牛肉100％ハンバーグ入り弁当が看板商品の「ステーキよこい」◦かつ、天丼の「どんぶり極」◦食べやすい、親しみあるカレーの「ジパング咖哩」◦5種類のトッピングソース、大きな唐揚げの「大鶏家」　フードデリバリービジネス市場は、２０１８年の利用金額３６３１億円から、２０２３年には約88％増まで予想されている。　ただ、既存に営業する飲食店にとって、デリバリーで売上げを伸ばしている、売上げを補強できている店は、現実は少ない。やはり、デリバリーに向く商品開発、また、デリバリーの注文頻度を維持する工夫は不可欠で、今売っているメニューがデリバリーでも買えるというだけでは、売上げは伸びて行かない。　そうした中で登場してきたのが、「ショップインショップ型のデリバーＦＣ」だ。１９９４年から愛知県名古屋市でインド料理店『インド亭』をオープンした㈱ユニティジャパンは２０２０年11月に愛知県春日井市に宅配専門店の1号店を開業。２０２１年10月よりＦＣ本部となる㈱ウィルを設立し、「ショップインシップ型デリバリー」のＦＣ展開を開始した。 「ショップインショップ型デリバリーＦＣ」とは、ＦＣの商品、ノウハウを利用して、既存の店の厨房と人員をそのまま効率的に活用し、デリバリーによる売上げオンを目指す商法だ。デリバリー用商品開発のための冷凍設備などの新規投資はなしで、最小限の投資で新たなデリバリー商品を追加できるのと、すでに実績のあるデリバリーブランドの中から、店の立地やマーケットに合ったブランドをＳＤＧｓもテーマにした、新登場のデリバリーＦＣも選べるのも魅力になっている。　デリバリーでのリピーターを増やすには、1ブランドだけより、2ブランドを展開するほうが収益性が高く、こうした「選べる・組み合わせできるブランドがある」ことは、㈱ウィルの強みになっている。　さらに、２０２２年1月から、新ブランド『世界を救うカレー家』もスタート。地球温暖化の問題に関与が大きい畜産に替わる植物由来の代替ミートを普及させる狙いと、地球にやさしい食文化発展がテーマの本格カレー店で、ＳＤＧｓに関心の高い客層への親和性が高く、飲食店の最新コンセプトとしても注目できる。　すでに問い合わせが殺到しており、今年７月の大阪フランチャイズショーに出店。20万円の加盟金が無料になるキャンペーンを行っている。エリア権の設定もあるため競合は回避できるが、先着順になるため希望者は早めにお問い合わせを。説明会も随時開催しているのでＱＲコードから予約をしてみよう。メニュー単価低い高い狭い広いマーケット店の立地、マーケットに合わせ、ブランドを組み合わせることでデリバリー収益を上げる!★1★2★1食材は、セントラルキッチンやOEMを活用するので、店舗での仕込みはなく、既存の人員で対応できるので、デリバリー販売での追加労務費はゼロ。★2出前館やUberEatsなどのデリバリーサービスを活用し、自社デリバリーは基本行わないので宅配手数料は発生する。ショップインショップ型デリバリーFC売上げオン店の利用頻度アップいま注目の売上げ増大法!選べるゴーストレストランブランド既存スタッフ活用で生産性を極める【2ブランド収支モデル】｠費 用月間売上｠　　　　　　   160万円 仕入コスト          　　　　55万円｠｠労務費(既存スタッフ)　　    0万円 ｠宅配手数料    　　　　     55万円 ロイヤリティー　　             8万円月会費　　                        2万円店舖利益｠　　　　　　　 40万円 ●加盟金 ： 0円  （登録費用は別途必要です。）●月会費 ： 1ブランド につき1万円●ロイヤリティ ： 5%※このモデルは売上・利益を保証するものではありません。｠Tel. ０５２-９０１-１７８０株式会社ユニティジャパンこのプログラムは「他社が真似できない」 だから「売上が安定する」 つまりあなたにとって「人生の成功を意味する」｠リアル店舗なら「宇奈とと」がおすすめ無人販売所なら「餃子の１龍堂」がおすすめinfo@willfranchise.com愛知県名古屋市中区丸の内3丁目7番26号http://unityjapan.nagoya/franchise/愛知県名古屋市北区東味鋺1丁目722番地http://willfranchise.com株式会社ウィル フランチャイズ事業部事業説明会ご予約はこちらからその他 ブランドご案内いたします。お問い合わせ先

近代食堂７月号



　　 実績の２ブランド　
「インド亭・ステーキよこい」は
出前館中部地方１万店舗以上の中から弊社の
２ブランドが選ばれ表彰された実績もあります

売上優秀店８位（インド亭春日井店）

新人賞店　４位（インド亭春日井店）
新人賞店　９位（ステーキよこい）
新人賞店１０位（インド亭千種店）

売上順位
新人賞



世界を救うカレー家＋９の魅力
　　組み合わせは自由です



メニュー
大盛家メニュー

世界を救うカレー家
メディア率も高く
一度聞いたら忘れない

 配送単価：2000円 
 ﾘﾋﾟｰﾄ率 ：35%
 平均出数：5～10件

 配送単価：2500円 
 ﾘﾋﾟｰﾄ率 ：35%
 平均出数：5～10件



メニュー オーブンがあれば出来る
簡単オペレーション

地元で30年に渡りお客様から愛され
続ける魅力の本格インド料理店『イン
ド亭』を活用できる

ゴーストキッチン
の為の急ごしらえの
コンセプトとは
その底力が違います。

 配送単価：2500円 
 ﾘﾋﾟｰﾄ率 ：35%
 平均出数：10～15件

 配送単価：2500円 
 ﾘﾋﾟｰﾄ率 ：４０%
 平均出数：１5～２0件



メニュー
競争がないオンリーワン業態

コンロがあれば出来る
超簡単オペレーション

 配送単価： 2500円 
 ﾘﾋﾟｰﾄ率 ：　５０%
 平均出数：１０～15件

 配送単価： 1800円 
 ﾘﾋﾟｰﾄ率 ：　５０%
 平均出数：　5～10件



メニュー
客単価が高く生産効率
売上に貢献してくれる
ブランド

 配送単価： 3000円 
 ﾘﾋﾟｰﾄ率 ：　４０%
 平均出数：１5～20件

 配送単価：2500円 
 ﾘﾋﾟｰﾄ率 ：　35%
 平均出数：5～10件



メニュー
超簡単オペレーション
ワンパックずつなので
クオリティー維持もしやすい

定番商品

 配送単価： 2000円 
 ﾘﾋﾟｰﾄ率 ：　  30%
 平均出数：5～10件

 配送単価： 2000円 
 ﾘﾋﾟｰﾄ率 ：　 35%
 平均出数：5～10件



メニュー
チラシイメージ

競争がないオンリーワン業態

単価・売上がとれる業態

家庭では調理しにくい業態



超簡単オペレーションだから、本業の邪魔をしない　
　だから　複数ブランド展開が可能に！　



各ブランドで必要なコスト

保　証　金　　       0万円
加　盟　金　　　　20万円
月額会費２ブランド２万円
（＋１ブランドに月1万円）

ロイヤリティ　      ５％

飲食店をお持ちの方用プラン

ブランド入替無料！
（事務手数料は必要）　



世界を救うカレー家　  

保　証　金　　    0万
加　盟　金　　  20万
初期費用合計　  20万

月会費３ブランド３万
（＋１ブランドに月１万円）
ﾛｲﾔﾘﾃｨ　５％　　８万
月額合計      　１１万

　他社に比べてもローリスク 費用比較表（売上160万円想定）

　

　　　A　社　  

保　証　金        25万
加　盟　金　　  50万
初期費用合計　  75万

月会費　　　　　 0万

ﾛｲﾔﾘﾃｨ　10％　  16万
月額合計      　１６万

　　　Ｂ　社　  

保　証　金　　   0万
加　盟　金　　150万
初期費用合計　150万

月会費               0万

ﾛｲﾔﾘﾃｨ　８％ 12.8万
月額     合計  12.8万



首都圏を中心に既にゴーストレストランは競合が多く存在します
8つの強みから、他社に比べ非常に優位な立場に立てます。

①当社では世界を救うカレー家、味噌煮込みうどん、インドカレー、かれーうどんなど
　 他社にないブランドを保有しております。
　 既に導入している飲食店様でもバッティングすることない。
②スタートアップしたばかりのブランドの為、他社との競合がほとんどない

③全部で10ブランドと多くの商品があるため各地域店舗に合った良いご提案が可能
④出前館中部地方１万店舗以上の中から表彰された実績
⑤世界を救うカレー家など広告効果の高いブランドを保有
⑥30年以上評価を頂いている人気ブランドがある

⑦売上立たなかった場合、無料でブランド変更が可能
⑧ 　稼ぎ易い！ ロイヤリティ



収支モデル 投資モデル

  ・ インド亭 インド料理専門店
        オーブン :    設置は条件 15万円

    ・ ステーキよこい
        鉄板グリラー ：設置は条件 12万円

自社デリバリー導入の場合は別途相談

売上

仕入コスト

店舗利益

労務費(既存スタッフ）

宅配手数料

 ・ 既存厨房機器使用の為基本新規投資無し

      ・ まこと家 カツ専門店を選択した場合
      フライヤー ：設置は条件 15万円
     分子調理器 ：設置推奨（70万円）

160万円

55万円
   
 
  0  万円
   55  万円
  ロイヤリティ

２つのブランド11   時間営業想定
  

40  万円
   ＊このモデルは売上・利益を保証するものではありません。

＊業態によっても変化します

 ８万円
   月額会費  ２万円
   



加盟へのロードマップ
業績アップの目標に向けて進みます
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消費税増税に加えコロナウイルスの影響により
外食産業は過去に例をみない大きなダメージを受け
ています。

この影響により働き方、ライフスタイルや価値観そのものが大きく
変化しデリバリー業界は急成長を続けています。

コロナウイルス終息後も需要が高まることは確実で
私たちの生活様式が変化すればするほどデリバリー業界は
「社会にとって必要不可欠な存在」になっていくと考えております。

私たちはデリバリー業態を新たに開発し「誠実でうそ偽りのないこと」
「新鮮・安全・おいしい」食事を提供できるよう心掛けていきます。

わが社の経営理念

     「事業に関わる全ての人の物心両面の幸せを追求する
             合わせて食文化発展に貢献する」



【沿 革】
1992   年４月 株式会社ユニティジャパン 輸出入商社として設立
1994年11  月 名古屋市にてインド亭１号店オープン
1996年10    月 インド料理を含むアジア料理専門オープン
2002  年 3    月 インド亭 リトルワールド店オープン
2005  年 3    月 インド亭 愛・地球博万博第6コモン委託にてインド料理提供
2007  年 3    月 インド亭 アピタ長久手店オープン
2008年12      月 まこと家 オアシス２１店 1号店オープン
2010年10     月 まこと家 リーフウォーク稲沢店オープン
2013  年 7      月 まこと家 日本モンキーパーク店オープン
2015  年 9      月 インド亭 桑名店オープン
2015年11     月 インド亭 イオンタウン千種店オープン
2018  年 6      月 ステーキよこい 小牧店1  号店オープン
2020年10    月 名古屋市東区東桜から名古屋市中区丸の内に本社移転
2020年11    月 インド亭・まこと家 春日井市に宅配専門店1号店オープン
2021  年 5      月 インド亭・まこと家 千種区に宅配専門店オープン
2021年10   月 フランチャイズ本社として株式会社ウィル独立
2022   年 1   月 世界を救うカレー家をブランドに追加
2022   年 3   月 東京フランチャイズショーに出店
2022   年 6   月 加盟店及び直営店全国で20店舗
2022   年 6   月 出前館中部地方１万店舗以上の中からブランドが選ばれ表彰
                   売上優秀店舗８位（インド亭）新人優賞店舗４位（インド亭）９位ステーキよこい）

 世界を救うカレー家 デリバリーの歩 　み



連絡先
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
株式会社ユニティジャパン
 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目7番26号
 事業内容：飲食店経営
 http://unityjapan.nagoya/franchise/

株式会社ウィル
名古屋市北区東味鋺1丁目722番地
http://willfranchise.com
事業内容：フランチャイズ事業

  お問い合わせ先 ： TEL：052-901-1780   info@willfranchise.com

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

http://unityjapan.nagoya/franchise/
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