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日本のフランチャイズ支援ビジネスの概況
１．加盟店開発代行
日本でフランチャイズ支援ビジネスと名乗ったのは、ベンチャーリンク社が最初である。
ベンチャーリンク社は日本の加盟店開発代行ビジネスの先駆者であり、幅広くフランチ
ャイズ支援ビジネスを実践した会社である。本稿では、加盟店開発代行を主体として、そ
の他の支援ビジネス（ＳＶ代行）にも触れる。過去の話であるが、未だにその傷跡は癒え
ていない。
「ベンチャーリンク商法」という言葉も含めて、ヒストリカルレコードとして記
録する。
（１）ベンチャーリンク（株）の歴史
小林忠嗣氏（１９４７年生まれ）は、京都大学工学部を卒業後、島津製作所を経て日本
生産技術研究所を設立し、１９７３年に日本エル・シーエーに改称し、総合コンサルティ
ングファームへの道をタートした。
１９８６年に東京都日本橋小伝馬町に（株）ベンチャーリンクを資本金１億円で設立した。
平成１６年版有価証券報告書が手元にあるので、設立の趣旨を記してみる。
「当社グループは、創業以来「中小企業の活性化こそが日本の自由主義社会の発展に繋が
る」という信念の下、全国の中堅中小企業にとって真に役立つ経営情報の提供を志し、金
融機関（都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、生命保険、損害保険等）を通じて会
員となる中小企業を募り、情報提供していくという、他に類のないビジネススタイルで事
業を展開してまいりました。
単なる情報提供に止まらず、将来性のあるビジネスを発掘し、フランチャイズ化して中
堅中小企業に事業機会を提案する活動を行っております。
数多くの中堅中小企業の経営者がＦＣビジネスに参加されることによって、様々な経営
ノウハウに接し、企業成長を実現するとともに、店舗出店を通じて新たな雇用を創出して
いくことが日本経済の発展に繋がると信じており、そのための様々な支援を行っていくこ
とを経営の基本方針としております。」（以下略）
（当社の事業活動を通じて、これまでに１，９００社以上の企業が当社の支援するＦＣビ
ジネスに取り組まれ、３，０００店舗以上が世の中に誕生しております。店舗で働くスタ
ッフやアルバイトも正社員換算で２０，０００人を超えております。
）
具体的な活動として会費事業として会員数が１０万社を超え、中でも新規事業進出に意
欲的な会員組織である「ビジネス・リンク・パートナー（ＢＬＰ）制度では、従来サービ
スはもちろん、優良なフランチャイズ情報を優先的に提供していきます。
（会費月額５万円）
ＢＬＰ会員は１，６００社程度であった。
また、Ｃ＆Ｉ

ＨＯＬＤＩＮＧＳ（ベンチャーリンクより社名変更）のホームページに

は、次のように記されている。
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１９８６年０３月

株式会社ベンチャーリンクを設立

１９９１年０５月

サンマルクと業務提携

１９９５年０３月

株式を店頭公開

１９９５年１２月

ガリバーインターナショナルと業務提携

１９９７年０１月

タスコシステムと業務提携

１９９７年１２月

レインズインターナショナルと業務提携

２００１年０３月

東京証券取引所１部上場

２００１年１２月

株式会社プライム・リンクがナスダックに株式上場

２００５年０７月
２０１０年０９月

アイディーユーと業務提携
持ち株会社制に移行。社名を株式会社Ｃ＆ＩＨｏｌｄｉｎｇｓに変更

２０１１年０５月
２０１１年１０月

債務超過により、東京証券取引所第２部に指定替え
上場廃止（この項は書き加えた）

また、平成１６年有価証券報告書に支援本部企業の概要（Ｐ８）が記されている。上記の
沿革と重なる部分もあるが、参考までに記載する。
ＦＣ本部企業

ブランド名

（株）シー・シー・ビー

インプレッセ
セールスプロモーション・コンサルティング

（株）ＦＣエデュケーション

７つの習慣

（株）三代目茂蔵

三代目

（株）ゴルフパートナー

ゴルフパートナー

（株）ネクストジャパン

ＪＪＣＬＵＢ

茂蔵

１００

まいどおおきに食堂
（株）フジオフードシステム

神楽坂串家物語
手作り居酒屋

かっぽうぎ

北前そば高田屋
（株）タスコシステム

とり鉄
升屋
暖中

（株）レインズインターナショナル

炭火焼肉酒家

牛角

しゃぶしゃぶ

温野菜

釜飯と串焼

鳥でん

土間土間
アークランドサービス（株）

かつや

（株）ワイ・アリーバ

とりあえず吾平

（株）レストラン・エクスプレス

銀のさら
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ふらんす亭

（株）ふらんす亭

熱烈拉麺酒彩じゃんけん
（株）ジー・カルチャークリエイター

浪速ひとくち餃子

（株）ベストブライダルインターナショナル

アートグレイス

Ａｎｎｙ

Ａｎｎｙのお気に入り

Ｇｒｏｕｐ

チャオチャオ

石の癒
（株）エフアンドエフフドサービス

てんぷら家揚好人

一休

サンマルクから業務提携（加盟店開発代行）した会社の数は１８社に登り、ブランド数
は３０に及ぶ。
これは、あくまでも平成１６年（２００４年度までの実績）であり、株式上場廃止に至
るまで、まだ多数の本部と加盟店開発契約を結び加盟店開発を実行していた。
更に、平成１６年度有価証券報告書によれば、次の記載も見られる。
① フランチャイズ加盟店契約数
契約件数（件）
業態

平成１２年５月期

外食

５６１

物販

平成１４年５月期

平成１５年５月期

８６１

１，７６６

７１１

３４２

４１２

１３

８８

１２９

２０７

２３

５４

１７

０

―

ｉｍｐｒｅｓｓ

―

６８６

１７７

１７６

２１２

その他

―

２６７

―

―

―

２，０４８

１，０１６

７６１

住宅・建築

合計

平成１３年５月期

９９６

１，８８１

平成１６年５月期

② フランチャイズ店舗数
平成１４年５月期

平成１５年５月期

平成１６年５月期

１，６４６

２、０２４

２，４９３

外食

８７１

１，５２３

１，９３７

物販

２０１

１９９

２３７

７５

１

―

ｉｍｐｒｅｓｓ・ｓｐｃｎ

３８９

２９０

３１９

その他

１１０

１２

―

期末営業店舗数
内

住宅・建築
訳

③ 連結経営指標
第１５期
決算年月
売上高（千円）
経常損益（千円）
当期純損益（千円）

２０００年５月期

第１６期

第１７期

２００１年５月期

２００２年５月期

第１８期
２００３年５月期

第１９期
２００４年５月期

17,447,965

28,267,847

46,508,730

60,956,834

45,824,769

3,335,194

6,193,551

10,093,658

△3,479,486

△3,221,197

3,509,529

5,274,077

1,715,183
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△6,021,694

△15,802,404

自己資本比率(%)
自己資本利益率(%)

55.5
24.1

45.6

28.1

33.1

34.8

16.6

3.0

△43.2

△307.7

平成１４年５月期までに契約した店舗数は、（平成１２年５月期から計算しても）4925
店舗であったが、実際に稼働している店舗は 1,646 店舗に終わっている。約 3,000 店舗以
上が未開店であることを示している。平成 15 年 5 月期までに契約した店舗数は、
（平成 12
年 5 月期から計算しても）5,941 店舗であったが、実際に稼働している店舗数は 2042 店
舗に終わっている。約 3,900 店舗が未開店であった。平成 16 年 5 月期までに契約した店
舗数は 6,702 店舗であった。実際に稼働している店舗数は 2,493 店舗に終わっている。約
4,200 店舗が未開店であった。（但し、期中の閉鎖店は計算に入れていない）
平成 14 年 5 月期には、売上高 465 億円、経常利益 100 億円を出したが、平成 15 月 5
月期には、売上高 610 億円になったが、経常損失は 35 億円となり、平成 16 年 5 月期には、
売上高 458 億円、経常損失 32 億円、当期純損失 158 億円となり、その後売上高、利益と
も回復することなく、2011 年 10 月には、株価 1 円で、上場廃止となった。
（２）ベンチャーリンクのビジネスモデル
ベンチャー・リンクのビジネスモデルは次のようなものであった。
① ベンチャヤー・リンクは約 20 本部、ブランド数にして４０ブランド程度と業務提携を
結び、ＢＬＰ会員を中心に中堅中小企業に加盟店開発を代行した。
② 開発代行手数料は加盟金の半額と定め、1995 年頃の加盟金の平均額 300 万円を上回る
500 万円程度の加盟金にし、その半額 250 万円を開発手数料として受領した。
更に、加盟店開発が順調に進むと、
（以下牛角の事例による）加盟金を 800 万円、更に
1 千万円にまで引き上げて、その半額を手数料として受領した。この手数料収入が先
ほどの売上高の大きな構成要素となり、売上高は急進した。
③ エリアエントリー契約と称し、あるエリアを店舗が決定する前に加盟希望者に売却し、
店舗未定のまま、売上高に計上した。契約店舗数×500 万円が 1 店舗を契約すると、
開店前にも関わらずベンチャー・リンクの売上高に計上された。
④

エリアエントリー契約の条件は、契約後１１ケ月は有効であり、それを過ぎると無
効になるという内容であった。しかし、現実にはすべての契約者に約束通りの無効を
迫った訳ではなく、実力のある加盟店希望者（資金力のある加盟店希望者）には、数
年の延期を認めていた事例がある。
しかし、不動産バブル終了後とは言え、あるエリアに立地可能な物件が簡単に見つか
る訳がない。店舗に適した立地を探すことは困難であり、ベンチャーリンクに対する
非難の声が上がり始めたので、２００１年（平成１３）に、全国の不動産業者を都内
のホテルに集め、
「物件情報を提供してもらいたい。良い物件であれば、不動産紹介手
数料を、名目を変えて２倍まで支払う」とまで述べたそうである。

➄開発代行契約を締結すると同時に、当該会社の株式を第三者割当の形で子会社のベンチ
ャー・キャピタル社に引き受けさせ、契約後３~５年後に株式公開をする時に、その株式
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を売却して、キャピタルゲインを得るという商法であった。
➅更に、東証では所詮、加盟金収入は一時金であり、事業の継続性を求めるようになった。
そこで、開発した店舗に対するスーパーバイザー活動を行う契約を定め、自社の社員及び
パート社員を用いてＳＶ活動を代行することによりロイヤルティの半額（ロイヤルティは
５％に定めていたので、ＳＶ代行として２．５％）を契約会社から受領するビジネスモデ
ルに転換し、継続的な収益が上がる方策を模索した。
２００３年頃に筆者のＳＶ代行を受ける加盟店の評価を調べた記録がある。それによれ
ば、大森の加盟店は「極めて不満足である。ベンチャーリンクのＳＶはまるでオペレーシ
ョンを知らない。これでは全く役に立たない」と不満をぶちまけた。しかし、大宮の加盟
店は「オペレーションの指導が出来ないことは大きな問題では無い。当社ではオペレーシ
ョンならば、社内の力で十分できる。むしろ、ベンチャヤーリンクが持っている計数管理
能力等が本当に欲しいＳＶ能力である」との回答であった。

（3）

ベンチャーリンクのビジネスモデルの転換

①フランチャイズ本部の設立を意図した
先ほど上げた平成１６年版有価証券報告書では、当期純損失１７６億円を計上する惨憺
たる経営内容であり、「対処すべき課題」として、次のように述べている。
「当社は、１９９９年より，ＦＣビジネスの創出・育成事業に注力してまいりました。こ
れは当社の「中小企業の活性化こそが日本の自由主義社会の発展に繋がる」という経営理
念に合致した展開であり、中小企業の活性化策としてフランチャイズシステムが最も有効
であるとの考えに基づいたものです。
その考えに基づいて５年間経営をしてまいりました結果、当社の顧客企業並びに中堅中
小企業が取り組むに相応しいビジネスの創出や業態開発こそが最重要課題であり、それを
実現するためには当社自身がＦＣ本部として展開することが最善の策である、という結論
に至りました。
当社の利益成長を実現していくための経営戦略として、以下の３つの方針を掲げており
ます。
➊当社自らがＦＣ本部を経営する
➋毎期１業態のスタートに向け経営資源を集中する
➌持続性のある収益体制の構築
②

大手フランチャイズ本部の離脱
「飲食店経営」２００６年３月号に「ベンチャーリンクが描く次世代への展望」という
記事がある（黒川孝雄対談）。それは、松本信彦社長に、「非常に有力な外食ＦＣ企業を
支援してきたが、その後、かなりのＦＣ本部が貴社を離脱している。例えば、レインズ
インターナショナル、タスコシステム、ふらんす亭、ゼクー、レストランエクスプレス
等が挙げられる。これらの本部には、現在加盟店開発や店舗経営指導を続行しているか」
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と質問している。
それに対し、松本社長は「各本部の成長段階に応じて、卒業年度を決めていくことにし
た。現在、当社で加盟店募集をやっているのは、フジーフードシステムとアークランド
サービスの一部である」「当社では９１年にサンマルクの支援を開始してから、通算
して３，６００店を出店してきている。未出店の３，０００店は、その半分以下である。
われわれは今回、大きく方針を転換して、自らが本部となり、加盟金をぐっと下げて、
しかも事業がスタートしてから加盟金を頂くように全部切り替えた」と説明している。
これは自らのビジネスモデルを放棄し、自分自身がＦＣ本部を立ち上げ、加盟金も安く
し、かつ加盟金計上も開店後に頂くというものである。
この回答に対し、質問者は次のように述べている。「物件が決まらないうちに支払われ
るお金は、日本フランチャイズ協会では申込金と定義しており、それを加盟金として売
上高に計上することは、すでに３０年ほど前に禁止している。もともと加盟金としては
大きな金額を徴収されて、それを売上高に計上することについては違和感があると一貫
して感じていた」（新版フランチャイズ・ハンドブック４５５Ｐに詳しく乗っている）
更に、松本社長はＦＣ本部を自社展開すると言いながら、一方でライセンス販売をした
いと述べている。ライセンス販売の具体的内容については、次のようなブランドを上げ
た。炭火焼の「火の音

水の音」
（ひのねみずのね）、イタリアンの「ピソリーノ」
「三代

目茂蔵」「陳麻屋（ちんまーや）」「カーブス」である。
自社ＦＣ本部の設立は「カーブス」のみで、これは１００店舗を超える実績を上げた。
しかし、ライセンス販売はさほど大きな成果とならず、結局、退勢の挽回はならず、２
０１１年に株式市場から退場することとなり、更に２０１２年３月１２日に東京地裁に
民事再生法の適用を申請、保全命令を受けた。負債総額は約５２億６，０００万円との
ことであった。
（４）加盟店開発代行会社の叢生
ベンチャーリンクの一時の成功が、東証一部に押し上げた影響は大きかった。2005
年頃より、ベンチャーリンクの出身者、ＬＣＡの出身者、ベンチャーリンクの支援した
本部の社員が多数、加盟店加発代行会社を起こし、ブームとなった時代があった。しかし、
ベンチャーリンクの残した傷跡があまりにも大きく、外食フランチャイズに対する不信感
が続出し、いずれの加盟店開発代行会社も業績不振が続き、事業閉鎖をした企業も多い。
（５）

現在の加盟店代行会社の状況

ＦＣ支援ビジネスを研究したわれわれは、ネットで加盟店開発代行等の文言で、調
査したところ、全国で１２社がヒットした。驚くべき減少である。その中で３社を選び
ヒヤリング調査を行った。結果として、比較的良心的な開発代行２社、あまり推薦でき
ない開発代行会社１社となった。
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わずか３社で、加盟店開発代行会社の原状を断定することには危険があるが、凡その推
定は付くと判断し、次のように状況判断した。
① 比較的資本金は小さく、７００万円～１億円程度であり、会社が小型化している。
売上高（年商）が聞き出せたのが２社で、２．５億円～７．４億円で、推定通り小型
である。
② 開発依頼を受けている本部は１０~１５本部（過去の実績を含む）で、開発依頼が多い
ことは推測できる。
③ しかし、開発依頼本部は介護、学習塾、美容、レンタカー、シルバー弁当、外食（低
額投資）等低額投資のＦＣ本部が圧倒的に多い。
また、聞き取り調査に対しても「学習塾、デイサービス、保育園等投資額１千万円程
度の規模を選好する個人・法人が７０％であり、飲食業等投資額の大きいフランチャ
イズの加盟希望者は激減している」と証言している。
④

開発依頼は多いが、開発代行会社が本部のビジネスモデルを検討して、投下資本回
収期間が２年以内でないと引き受けないとする回答もあった。凡そ、サービス業を除
いて２年以内に投資金額を回収できるモデルは日本に存在しない。多分、
「居抜き物件
活用」等の案件のみを引きうける開発代行会社であろうと思われる。

➄代行手数料は、加盟金の半額とする代行会社が多い。これはベンチャーリンクが確立し
たビジネスモデルであろう。中には、毎月の行動費として月間２０~３０万円を条件に
する代行会社もあった。事実７年以上長期にわたり生き残った代行会社は、活動費の支
払いを承諾しない本部とは契約しないと断言している。この意見は妥当であると思う。
➅１年間の加発店舗数は、ある開発代行会社では年間１００店未満と答えた。ベンチャー
リンク社の年間最高２０００店舗と比較すると、妥当な店舗数であると思う。
➆開発代行のみでは、業績が安定しないため、自ら小型のＦＣ本部を経営したり、ライセ
ンス販売をしたりして、経営の安定化を図っているケースもある。
中には雑誌発行が主体の事業であり、開発代行は仕事の一部に過ぎないとの発言も聞か
れ、加盟店開発代行一本で事業を安定的に運営出来ているケースは無かった。
➇結論として、加盟店開発代行会社はベンチャーリンクの大失敗以降は、著しく勢力を失
い、専業で事業運営している会社は、ネット調査の結果でも１社もなかった。

２．フランチャイズ比較サイト
加盟店開発代行業が、ベンチャーリンクの敗退後、著しくＦＣ支援ビジエンスとしての
存在感を薄めた。これに対して、「フランチャイズ比較サイト」は、現在絶好調である。
われわれの調査では、ヤフー、グーグルの検索エンジンで「フランチャイズ」で検索す
ると上位２ページは、フランチャイズ比較サイト運営会社に占められていると言っても
過言ではない。我々の調査では、比較的ヒットが高い１１社を調査したが、それ以外に
も数十社のフランチャイズ比較サイトがある。
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比較サイト運営は、ほぼ東京に集中しており、わずかに京都１社、大坂１社、福岡１社
である。ネットの特性から、必ずしも東京に集中する必要はないが、本部が東京に集中
している関係から、営業をしたり、情報を的確に把握するために、本社を東京に置いた
方が仕事はやり易いのであろう。情報の東京１局集中は、決して好ましいことではない
が、ビジネスとしては止むを得ない事かも知れない。
（１）フランチャイズ比較サイトの費用について
フランチャイズ比較サイトの利用料金は、様々であるが、概ね次のような料金体系を
取る会社が多い。
① （株）ベーシックの事例
わが国の比較サイトで最もアクセス数の多いサイトである。その利用料金体系は次の
通りである。
初期申込費用

１００，０００円

月額使用料

１０，０００円

資料請求１件当たり

５，０００円

説明会申込１件当たり１０，０００円
② （株）大出版社の事例
初期費用
月額使用料
資料請求１件当たり

３０，０００円
０円
５，０００円

概ね、この２社の料金体系が大半であると思われる。若干の初期費用（登録料）と成功
報酬１件につき５，０００円である。この料金体系は、比較サイトのネット上の順序に
より、１件５，０００円の成功報酬は１部崩れつつある。利用社（フランチャイズ本部）
を取材してみると、月額固定型（何件資料請求があっても月額支払額は例えば３万円等）、
１件当たり３，０００円程度までディスカウントする事例も現れており、必ずしも定価
通り徴収できる訳ではない。むしろ、競争激化の結果、１件当たりの成功報酬は低下し
ていると見た方が正しいようである。
（２）フランチャイズ比較サイトの集客力
①（株）ベーシック
フランチャイズという言葉で検索してみると、多数のフランチャイズ比較サイトが上位
を占めている。中でも一番を占める（株）ベーシック（フランチャイズ比較.ＮＥＴ）は、
検索ワード（「独立」
「フランチャイズ」
「ＦＣ」
「起業」等でユーザーの本気度を見極め、
それらの検索ワードでは、常に検索エンジンのトップのトップに出現するようにＳＥＯ
対策を徹底している。そのように検索ユーザーの質を担保した上で、集客の絶対数にも
こだわっている。露出度を上げるためのノウハウとして、同一データベースを使用した
8

複数ブランドの検索サイトを運営している（４種類）。資料請求数だけでなく、その後の
契約率の高さを目指している。
③ （株）大出版社
「フランチャイズＷＥＢリポート」は、単に本部情報、加盟情報を記載しているだけ
ではなく、広くフランチャイズ業界について最新ニュースや加盟に際しての注意点や
ノウハウ的コンテンツの充実に力を入れている。
また、映像資料が多いのも特徴で、特にフランチャイズ本部代表者がチェーンの命運
に大きく左右していること、またトラブルの解決やスムーズな運営には本部代表者の
果たす役割が大きいと判断してのことである。こういった本部代表者の人間性などは
加盟募集要項や概要で表現することは難しいため、積極的に映像資料を提供している。
事実、大出版の社長は、フランチャイズ・ショー、日本フランチャイズチェーン協会
の集会に出席して、積極的に情報を収集している姿を見ることが多い。
ネットの内容充実に熱心である。
④ ビジネスゲート（株）
ビジネスゲート（株）は加盟店開発代行会社である。しかし、
「これからはＷＥＢの時
代になる」と考えて、２００７年に「探す‼フランチャイズ」を立ち上げ、このＷＥＢ
を加盟店開発ツールとして活用している。これは、ＷＥＢが目的ではなく、加盟店開
発代行に必要な「ツール」として利用しているものである。
料金体系も２系列であり、加盟店開発代行を依頼した先には、料金は無料で、開発成
果に応じた利用料金を請求するパターンである。（加盟金の半額）
一方、ＷＥＢ利用のみの本部に対しては

初期費用

３万円、資料請求１件当たり５

千円を請求している。
ＷＥＢ利用は副次的目的であり、あくまでも加盟店開発代行の有力な手段と位置付け
ている。
（３）フランチャイズ比較サイトの利用をした本部の意見
フランチャイズ比較サイトを利用している本部の意見を聞いてみた。但し、データ数
が少ないため、今後の研究に俟つ部分が多い。
① 資料請求１件当たり５，０００円は高すぎる。当社では月額固定料金でお願いして
いる。メールで資料請求する人は、他社を含めて一括資料請求をするのではないか
と思う。ＷＥＢサイトからの資料請求者の契約率は、非常に低いように思う。むし
ろ、本部のホームページから資料請求する場合は、内容をかなり精査しているので、
メールの資料請求よりも、電話での問い合わせが多い。電話問い合わせは、来社に
繋がり、契約に至るケースはＷＥＢに比較すれば圧倒的に高い。今後は、本部のウ
エブサイトを充実して、ＳＥＯ対策を行い、本部のホームページに誘導できるよう
にしたい。（Ａ社）
② メールでの資料請求は、資料請求の７割であり、圧倒的にメールが多い。フランチ
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ャイズＷＥＢに頼らざるを得ない。資料請求があれば、個別に訪問して見込み客に
格上げしていく。フランチャイズ比較サイトは、名簿作りの一環であり、比較サイ
トのみに頼っては、まるで加盟店開発は出来ない。一手段と割り切っている。そう
割り切れば、比較サイトは利用し易いツールである。（Ｂ社）
③ メール請求は約９５％を占める。電話請求は５％程度である。ホームページからの
資料請求は５０％、ＷＥＢサイト経由の資料請求は５０％の比率である。ホームペ
ージ経由の資料請求の方が、成約の確立は高い。ＷＥＢ経由の資料請求に対しては、
直ちに資料を送り、１週間後に電話でフォローするか、訪問して意志を確認する。
この手間を省けば、ＷＥＢサイトを利用する意味がない。
（Ｃ社）
（４）フランチャイズ比較サイトを利用する本部の特徴
ビネスゲート（株）の代表者の発言通り、比較サイトの上位５社の利用本部を調べて
みたが、比較的投資額の低い（１千万円以下）フランチャイズ本部が多数掲載されて
いる。例えば、高齢者向けの宅配弁当、ラーメン店、うどん店、焼鳥屋、七輪焼肉、
コンビニ、学習塾、デイサービス、お宝買取り、美容、リラクゼーション等が大半を
占めている。
大型フランチャイズ本部は、必ずしも比較サイトを利用していない。但し、バナー広
告を利用しているＦＣ本部は、かなりの数になり、概して大型投資が必要な業態であ
る。このバナー広告を、クリックすると当該本部のホームページに飛ぶようになって
いる。やはり利用社の言葉通り、比較サイトの利用者は、資料を一括請求するタイプ
が多く、加盟店開発に必ずしも向く訳ではない。従って、大型投資を必要とする本部
の比較サイト利用は「名簿獲得」を目的として、比較サイトで加盟店が開発出来ると
は思っていないのである。
ある大型投資の飲食フランチャイズ本部の開発担当者に聞いたところ、
「フランチャイ
ズ」で検索すると、自社ホームページの順位が低いため、個別業種、例えばコンビニ、
焼肉店、１００円ショップ、ラーメンという単語とフランチャイズを組み合わせて検
索する加盟希望者に向けて、グーグル、ヤフーでリスティング広告を出すと、１回の
検索費用が１０円程度で済み、かつ一位を占めることも易しいため、個別業態でリス
ティング広告を出すと効果が高いとの意見であった。
簡略化するならば、投資額の低い業態は、比較サイト、投資額の大きい業態は個別業
態でのリスティング広告が一番向いていると言えそうである。

３．フランチャイズ専門雑誌社
フランチャイズ専門の雑誌は少ない。ＦＣ業界に特化した雑誌（隔月刊）は、断然フ
ランジャの評価が高い。読者層は法人が８割（役職別では会長、社長が５割）、男性が８
割である。雑誌社では明言していないが、筆者の意見としてはフランチャイジー（それ
も複数出店社）が一番大きな読者層であり、フランチャイズ本部は仮に全本部が１部ず
10

つ取っても１２００部に過ぎない。ジーならば、何万店とあるので、当然ジー向けの誌
面作りに専念すべきであろう。フランジャの読者層は加盟者が大半であり、かつ多店舗
化を目指す優良フランチャイジーの読者が多いと推察する。それにしては、裁判の記事
が多すぎるように感ずる。フランチャイズはトラブル産業ではない。裁判で争うのはご
く一部であり、大半は本部と加盟店の話し合いで解決しているのが実態である。あまり
裁判をトップ記事にすることには賛成できない。
アントレ（季刊）はフランチャイズ専門誌と呼ぶよりは起業、独立、脱サラ、開業専門
誌と呼ぶべきであり、フランチャイズのことも掲載している程度に理解した方が良い。
リクルートの一部門であり、
「不安解消型の独立」と特徴を説明している。事例の多さが
特徴であろう。アントレレフェアーを中止していたが、２０１３年１月より再開した。
読者層は次の通り。
年齢：３０~４０代（６~７割）
性別：男性（８～９割）
職業：会社員（６~７割）営業職が多い。
明らかに、フランジャとは読者層が違う。

５．スーパーバイザー代行
スーパーバイザー代行をホームページで明確化しているのは、１２社に登る。しかし、
現実に調査をしてみると、スーパーバイザー代行を実施している事業社は１社もなかった。
これは、スーパーバイザーに対する加盟店の意識が、ロイヤルティの対価と考えているた
めであると思われる。５年も１０年も加盟店指導の対価としてロイヤルティを徴収するだ
けのフランチャイズパッケージが何社日本にあるだろうか。ＳＶ指導の対価としては、筆
者はロイヤティの半額程度と見ている。後の半額は、本部としての業態のブラッシュアッ
プ、新商品開発、システム開発等のフランチャイズ本部自体の魅力作りにあると理解して
いる。 オペレーションも満足に出来ない外部のＳＶに加盟店はついてこないものである。

６．フランチャイズ・ショーの開催
（１）日経フランチャイズ・ショー
フランチャイズ・ショーは圧倒的に日本経済新聞社が主催する３月の「日経フランチャ
イズ・ショー」が有力である。３日間の入場者数は約３万人である。参加するフランチャ
イズ本部は、１１年度で１１４社であり、フードサービス業３７社、小売業１３社、サー
ビス業６４社であり，年々サービス業が増加している。
新規出展社が半数に達するほど入れ替えの激しいショーである。恐らく、出展しても加盟
店が１店も獲得できなかったため、次年度の出展をあきらめるのであろう。
３~４年に亘って出展して、初めて加盟店確保に至るものであり、１回の出展で可否を決
めるのは、あまりにも短絡的であり過ぎると思う。
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（２）トレードショーオーガナイズ（株）
２００６年にラーメン産業展、居酒屋産業展としてスタートしたが、来場者よりサー
ビス産業も見たいとの要望を受けて、２０１０年から独立開業支援展をスタートさせた。
来場者は３万６千人と多いが、飲食業に対する食材、設備備品類、厨房機器売り込みの
ための来場者が多いのが特徴である。全体としてフードサービスに特化した支援展であ
ることが大きな特徴である。
主催者の意見として、「低額な投資を希望する人が多い」「低価格化で安易に加盟する人
が増えている」との指摘は的を得ている。

７．管理・マーケティング業務代行業
フランチャイズ・ビジネスに関連する管理・マーケティング代行の会社１２社を選んだ。
結果として、ＮＴＴデータスミスとか経理代行（税理士）等が多かった。取材した２社
について簡単に触れる。
（１）アテイン（株）
ｅラーニングの教材作成をメインとする会社であり、大手フランチャイズ本部にｅラー
ニングの教材を納入している実績がある。フランチャイズ・ビジネスは多数のパート・
アルバイトを採用するため、それらを短期間に戦力化するツールとしてｅラーニングは
有力な手法であることを強調していた。特にＩＰＡＤやスマートフォンで利用できるの
で、従来のＰＣで受講するのと違い、利用範囲が広がり、今後も拡大するビジネスであ
ろう。
（２）（株）大日広告
代表者の浅野一郎氏は、外食フランチャイズの加盟店募集方法として、新聞・雑誌広告
を利用して、成長期の外食フランチャイズの加盟店募集に大いに貢献した人物であり、
今でも外食フランチャイズには大きな力を持っている。日経流通新聞で「花開くフラン
チャイズ」という全面広告で、外食フランチャイズ本部を募って、比較的低額で広告で
きる方式を開拓した。
現在は外食産業、流通経済、店舗建築設計分野の業界誌に特化した総合広告代理業を営
んでいる。フランチャイズ関連事業は２０％程度と答えており、日本の外食のフランチ
ャイズの成長の鈍化を気にしている。

８．店舗管理
フランチャイズ・ショーに参加する店舗建設関連の事業をまとめて調べてみた。これら
の会社は、必ずしもフランチャイズにこだわっている訳ではなく、たまたまフランチャ
イズ企業と自社の事業がマッチしたものである。７社をピックアップして、２社を取材
した。
（１）（株）テスコ
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元来すかいらーくグループの建築内装業社であったが、２００８年に乃村工藝社の完全
子会社となり、商空間作りの専門集団として、
「価値ある商空間の創造」をテーマにしてい
る。現在は建築内装業、メンテナンスサービス、環境管理事業と事業領域を広げている。
（２）棚橋工業（株）
主として店舗用什器、販促什器の製造販売をしている会社である。コンンビニエンスス
トアの什器類の製造販売が多く、フランチャイズの占める比率は５０％である。日本の
コンビニの売上を影で支える企業である。

９．ミステリーショッパー
（店舗に顔を知られていない）調査員が、店舗（直営店、加盟店を問わない）を訪問し
て買上げたり、食事をしたりして、店舗のサービス、商品の品質、清潔さ等を所定のチ
ェックシートで調査をして、点数化して本部に報告するサービスである。アメリカでは
古くから行われており、近年日本でも採用するチェーンが増加している。
店舗のチェックそのものが目的ではなく、ＭＳを利用して、店舗のサービスや商品の質
を上げて、お客様満足度を高める仕組みである。１６社のうち、３社を聞き取り調査し
た。
（１）（株）ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
日本ＬＣＡ（株）より分離独立した会社である。ミステリーショッピングリサーチをき
っかけとして、顧客ロイヤルティを高めるための現場改善につなげることを支援する会
社である。勿論、フランチャイズ企業に限定するものではなく、直営のチェーンも多い。
（２）マーケッテイング

クリエイティブ（株）

１９７８年の設立であり、古い歴史を持つ会社である。設立当初よりファストフードチ
ェーンの全店調査を毎月実施し、その後拡充した調査員組織をもとに、ガソリンスタン
ド

や金融機関の調査等を手掛けてきた。０７年にＷｅｂサイト「ミステリーショッパ

ー．ＮＥＴ」を立ち上げた。
「早く」
「正確に」
「低コスト」でしかも「誠実に」をモット
－にとしている。
（３）（株）ギャップマスター・ジャパン
ＩＴを活用して、クライアントのニーズに合った評価項目の設計を丁寧に行い、システ
ムとして構築する。これにより、評価結果を短期間で分析し、５日以内に改善可能な
現場レポートを送信する。大手チェーンを手掛けている。

１０．アメリカフランチャイズ業界の現況
アメリカのフランチャイズ業界では、支援ビジネスが非常に利用されているとの話を聞
く機会が多い。
たまたま、２００６年５月に「フランチャイズ・バイブルー先進アメリカＦＣビジネス
の心髄」という訳本が、ダイヤモンド社より刊行された。筆者はアーウイン・Ｊ・コイプ
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氏である。筆者の略歴は「弁護士、この４５年間、フランチャイズ法、フランチャイズ・
コンサルティング、商法、一般会社法の分野に従事」とある。
この訳書の「あとがき」に在米の藤田一郎氏が「最新のトレンド」を書いている。
（１）アメリカのフランチャイザーの経営事情
①

（１ドル８０円換算）

年間平均売上高（加盟金＋ロイヤルティ） ３，９４０万ドル（３１５，２００万円）

②平均本部スタッフ

７名

③スタッフ１人当たり売上高

２５万７０９８ドル（２，０５７万円）

④ スタッフ１人当たり年間給与

７万３５００ドル（５８８万円）

➄平均加盟者数

１５２軒

➅平均加盟金

２万５千ドル（２００万円）

➆平均ロイヤルティ

５％（４％から６％）

➇広告負担費

総売上高の１％

（２）フランチャイズ・ブローカーへの依存
藤田氏は次のように述べている。
「いわゆる本部スタッフによる加盟希望者開拓、拡大の方法には自社スタッフへの依存
度は低く抑えて、アメリカ国内に数多く存在するフランチャイズ専門仲介・販売会社（フ
ランチャイズ・ブローカー）を最大限に活用する傾向が、この数年間一段とたかまってき
ていることにある。
煩雑な関連法に適応したフランチャイズ契約締結関与やフランチャイズ・ビジネスモデ
ルの多彩な開発に伴い、加盟希望者のニーズに見合ったフランチャイズ本部の仲介・斡旋
（販売）を一手に引き受けるもの。
大手のフランチャイズ・ブローカーのなかには５０以上のフランチャイズ本部から委託
されて、年間１０００軒の加盟者数を“販売”している実績を有するところも出てきた。
ある意味でのフランチャイズ・ビジネスの専門化・分担化現象とも言えるが、フランチ
ャイズ・ブローカーの存在には、より一層注視していきたいと思う」
２００５，６年頃のアメリカのフランチャイズ本部の実態が明らかにされたが、残念な
ことにデータの出所が明らかでない。
藤田一郎氏略歴
１９４８年東京生まれ。１９９０年アメリカ市民権取得、在ロスアンゼルス。
上智大学国際学部、南カリフォルニア大学国際関係部卒。現 I international. IncＣＥＯ
アメリカＦＣ、ライセンスビジネスを日本企業に仲介する専門コンサルタントとして、２
０年間の経験を有する。
（３）今後の課題
アメリカのフランチャイズ支援ビジネス（フランチャイズ・ブローカー等）の調査が必
要であり、取りあえず文献調査を行いたい。
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