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ラーメン店A

Web上では…

ステーキ店 カレー店 チキン店

実店舗では…

シェアリングブランドとは

実店舗を持たず、web（デリバリー）上のみで展開する業態のことです。
店舗様のもともとある設備を利用して新しい業態をスタートできる飲食店様の副業的サービスです。

すでに売れている人気ブランドを無料で貴店に“シェア”できます！
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1 既存の売上＋αがつくれる！
貴店の本業売上にシェアリングブランドの売上が上乗せされることによって収益増！

店舗と違うジャンルを導入すれば、今までになかった客層も獲得できます。

２ 初期・月額費用０円で新しい業態が展開できる
少ないコストで新しい事業展開にチャレンジできます！

かかるコストは仕入れの費用だけなので、安心して開始できます。

３ レシピやメニュー構成など、パッケージで導入が出
来るので面倒な新メニュー開発が不要
人気店の構築したメニュー内容や指定食材、マニュアルがそのまま無料で使えちゃいます！



CONFIDENTIALシェアリングブランドの収益構造

30%食材・包材原価

諸経費

5%

10%

イートイン

2%

10%

30%

13%

利益

廃棄率

光熱費

家賃

人件費

デリバリー（代行）

委託費用 35%

2%

30%

3%

5%

25%

利益

廃棄率

光熱費

人件費

食材・包材原価

15%

5%

35%

35%
（30~35%）

10%

委託費用

シェアリングブランド

利益

光熱費

人件費

食材・包材原価

調理済食材により
人件費を圧縮

従来の飲食店モデルに比べ、最小限の調理＋複数運営が可能＋売上構築が容易！
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シェアリングブランド導入によるコスト削減

我々の提供する仕込み済み食材を利用することで、以下のような費用が削減できます！

１

２

３

ロスの削減

人件費削減

水光熱費削減

全商品冷凍真空調理・個食化した仕込済食材の利用により、ロスを極限まで削減可能です。

ほぼ調理工程がなく、あってもシンプルな為、仕込や調理にかかる人件費が削減可能です。

食材を仕込む際の発生する水光熱費が不要となります。
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削減できるコスト試算

※人件費：時給1,100円計算

通常 シェアリングブランド導入後

仕込み人員 ２人×８h = 17,600円 １人 ×２ｈ ＝2,200円

食材仕入れ 平均歩留まり 80％ ＝50,000円 平均歩留まり 100％ ＝40,000円

水光熱費 約3,000円 約750円

産廃 約2,000円 約200円（ほとんど冷凍の袋）

営業中調理人員 ４人×７ｈ ＝30,800円 ２人 × ７ｈ＝ 15,400円

コスト 103,400円 58,440円約57％の削減
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シェアリングブランドの特徴

案内前に出前館などでテスト販売を実施し、ノウハウ・売上の出た業態のみをご案内。

FC運営を主体をしていない出前館だからこその利益還元型モデル

初期費用・ロイヤリティなし、月額費用も0円！
固定費用を抑え、売り上げた分が利益にそのまま還元されるモデルです！

オペレーションコストの徹底廃止
複数ブランド運営の想定でブランドレシピを構築していますので、
冷凍や調理済み食材を活用しオペレーションを簡素化しております。

イートインやテイクアウトでもご提供OK
デリバリーに限らず、貴店のメニューバリュエーションの一つとして売上に貢献できます。

テスト販売にて売上検証・分析済／ノウハウ構築済

１

2

3

4
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ローストビーフ
丼

高級フレンチトースト

焼ビーフン 韓国チキン

豚丼

すたみな丼 二郎系汁なしまぜそば

クレープ

イチオシ イチオシ

ステーキ

New!

フルーツティー・タピオカ

野菜ごろごろスープ

※仮ロゴデザインです

現在募集しておりません

現在募集しておりません

ハワイアン料理

New!!
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売上実績480万以上も！NYスタイルのバターステーキオーバーライス

✓ デリバリーでの月間売上実績480万超の店舗も！

✓ NYスタイルのバターソースが決め手の悪魔的ギルティ飯

✓ 独自のノウハウでしっとりやわらかい肉の食感に仕上げました

必要な機材： フライパン、フライヤー（小でもOK）、ジャカード

調理工程例： ①ジャカードでたたき肉のすじを切る

②フライパンで両面を焼き、カットする

③素揚げしたポテト、ヤングコーンなどを用意する

④盛り付ける

⑤ステーキにソースやブラックペッパーを振り完成

店舗名 グッドバターグッドステーキ
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超人気ジャンル韓国チキンブランド登場！

✓ 月間売上220万超も！超人気ジャンル韓国チキン業態

✓ 有名韓国チキンブランドを月額ロイヤリティ無しで導入可！

✓ 独自開発ソースでリピーター続出のクセになる味付け

必要な機材： フライヤー、電子レンジ（サイドメニュー用）

調理工程例： ①鶏肉をカットして専用粉をまぶす

②揚げる

③素揚げしておいたポテトやサツマイモと合わせる

④ソースやシーズニングで味付けをする

⑤専用の箱に盛り付けて完成

店舗名 Mr.チキン
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新ブランドのパイロット店舗を30店舗限定で募集開始！

✓ 自社農場をもち都内に7店舗レストランを展開して

いる㈱ALLFARMが手掛けたスープ専門ブランド

✓ 1食のスープで2/3日分の野菜が摂れる

✓ 超簡単調理！野菜と個食パックのスープを温めるだけ

✓ 冬にぴったりなスープジャンル

必要な機材： 下ゆで用の鍋、片手鍋、電子レンジ

調理工程例：

【仕込み】冷凍のカット野菜を下茹でして冷蔵保存する

①個食パックのスープベースを湯煎解凍する

②下茹でしたカット野菜と解凍したスープを小鍋に入れて温める

③温めたスープと野菜を容器に移しトッピングをする

店舗名 ALLFARMの野菜を食べるスープ

ミックスビーンズとバジルのミネストローネ
イタリアの家庭料理のミネストローネ。芳醇なトマトスープの香りに相性の

よいハーブを合わせ、深みのある味わいにしました。

たっぷりキノコのクラムチャウダー
あさりの旨味が凝縮されたクラムチャウダー。ほっくり温かくクリーミーで、大

人も子供も大好きな味わいです。

とろーりチーズのオニオングラタンスープ
玉ねぎソテーの甘い香りと、濃厚なとろとろチーズがたまらないオニオングラ

タンスープ。

＋
トッピング各種とのセット（ライス・バケット・チーズ・しめじ等）

コールドプレスジュース
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人気の二郎系メニューをあなたのお店で！ 「二郎系汁なしまぜそば」

店舗名 三度目のラーメン一代

必要な機材：麺茹で用の鍋・器具、電子レンジ、コンロ

調理工程例： ①麺を6分湯がく②野菜を軽くゆでる③ゆであがった麺に具

材を盛り付ける④まぜそばスープを別添し完成

✓ 根強い人気のラーメン・つけ麺ジャンル

✓ 極太麺とパンチのあるタレで本店の味を再現

✓ 麺やタレは個食パック化しており、簡単調理
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✓ SNSなどの各種メディアで人気の店舗

✓ 指定食材が少なく展開しやすい（赤身肉とタレのみ）

✓ 切って盛るだけの簡単調理
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SNSやメディアで話題の！ 「ローストビーフ丼ブランド」

必要な機材：レンジ、炊飯器

調理工程例： ①肉の冷凍ポーションを自然解凍②スライスする③レンジ

アップし、ごはんの上に盛る④卵で周りにを埋める⑤たれを別添し完成

店舗名 至極の牛赤身「肉のヒマラヤ」



CONFIDENTIAL

15

不動の人気ジャンル！ 「すたみな系がっつり丼」

必要な機材：レンジ（湯煎器）、炊飯器

調理工程例： ①具材（個食パック）を湯煎やレンジアップ解凍する

②ご飯を盛り、上に具材をかける③半熟卵をのせ完成

店舗名 圧倒的背徳感！すたみなRUSH！

✓ 辛みとにんにくが効いたインパクトのある味付け

✓ デリバリー初週から週販90食の実績あり。

手堅く売れるジャンルのブランド

✓ 超簡単調理。個食パックの具材を温めてかけるだけ

食肉大手の

メーカー様と

共同開発！
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冷凍個食でロス０！ベースを割るだけでできるドリンク業態

店舗名 茶工廠 CHA-KOUJYOU

▼実店舗の茶工廠自由が丘店

イートイン・

テイクアウト

にも最適！

✓ 夏に人気のドリンク業態

✓ ベースソース（冷凍個食）をティーや水で割ったら完成

✓ 東京自由が丘・大阪日本橋にお店をかまえる人気のドリンク店

✓ 大手外食店にも採用されている高品質食材使用

調理工程例： ①専用のカップに氷を入れる

②ドリンクベースを入れる

③水またはお茶で割って完成
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外さないがっつり系！ 「豚丼ブランド」

必要な機材：レンジ、炊飯器、ガスバーナー等

調理工程例： ①肉の冷凍ポーションを自然解凍②肉をスライスする

③バーナー等で焼き目をつける④たれと絡めてレンジアップ

⑤ご飯に盛る⑥漬物を添えて完成

店舗名 肉のヒマラヤの極豚丼

✓ 人気の底堅いがっつり系ジャンル

✓ 指定食材が少なく展開しやすい（肉2種類のみ）

✓ 切って盛るだけの簡単調理

※焼き豚月見丼や角煮まんもメニューに含まれておりますが、
お店様のご都合に合わせてメニューアウトも可能です。
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生地を焼かずにできる！！ 「クレープ業態」

✓ デリバリーで人気の高いクレープ業態

✓ 冷凍生地を使用しており、生地焼き不要で簡単調理

✓ 大手テーマパークにも導入実績のある、高品質の

冷凍生地を使用

調理工程例： ①冷凍クレープ生地を解凍

②生クリームやフルーツをトッピング

③巻いて完成

店舗名 Sevens Crepe
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サンプルのご用命はこちらから！

ブランド名 内容物 発注ページ

肉のヒマラヤ（赤身牛・豚丼）
【ローストビーフ】赤身牛80g＋タレ30g
【豚丼】焼豚80g＋煮豚80g＋タレ50g
【両方】赤身牛80g＋焼豚80g＋煮豚80g＋タレ

【牛赤身】https://shiire-can.com/g/gHIMA51/
【豚丼】https://shiire-can.com/g/gHIMA55/
【両方】https://shiire-can.com/g/gHIMA50/

三度目のラーメン一代
極太麺1玉（約200ｇ）
汁なしまぜ醤油ダレ1P

https://shiire-can.com/g/g71s036830b/

Sevens Crepe
クレープ生地10枚（冷凍）
ホイップ1本（冷凍）
巻紙10枚

https://shiire-can.com/g/g107s037565b/

圧倒的背徳感！すたみなRUSH！ すたみな丼具材3食分（冷凍） https://shiire-can.com/g/g13s032196b/

Mr.Chicken

味付けもも肉（約300g）
ブレディングパウダー（約250g×2）
ヤンニョムソース・カルビ醤油（各100g）
ハニーバター・BBQ（各50g）

https://shiire-can.com/g/g103s037705b/

https://shiire-can.com/g/gHIMA51/
https://shiire-can.com/g/gHIMA55/
https://shiire-can.com/g/gHIMA50/
https://shiire-can.com/g/g71s036830b/
https://shiire-can.com/g/g107s037565b/
https://shiire-can.com/g/g13s032196b/
https://shiire-can.com/g/g103s037705b/
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加盟申込～オープンまでの流れ

契約関連 研修 仕入れ オープン調整

①出前館出店契約

②ブランド利用にあ
たってのライセンス
契約

30分前後のZOOM
研修がございます。

※マニュアル送付
のみの場合もあり

研修後にお渡しする
マニュアルを元に、
仕入館にて食材・包
材をご購入下さい。

①デモページの確認
メールが来るので
オープン希望日を
調整

②調理や盛り付けの
練習をご実施くださ
い
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条件① 飲食店であること

条件② 調理ルールを守ること

※レシピ、画像、ロゴ、価格、お料理コメントなど、開始に必要なものは全てご用意いたします。
※ご契約のうえ、仕入後すぐに開始頂けます。
※出前館払いはご利用いただけません

条件③ 仕入館で材料等お買い求めいただく
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A. 現在約35％前後となっております。

※送料は除きます

Q. 原価率はどのくらいですか？

Q. 契約したブランドはお店でお客様に提供してもいいですか？

A. 大歓迎です！イートイン、テイクアウト等貴店の売上UPにご活用ください。

Q. 価格設定や店舗名は指定ですか？

A. プリセットで制作してお渡ししておりますが、お好みに合わせて変更可能です！

※店名の変更に関しては必ずご相談ください

Q. 他のデリバリーサービスへの出店は可能ですか？

A. 可能です！販売先を増やし、売上UPに繋げることを推奨しています。
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A. 事前にご相談いただければ可能です

Q. 契約したブランドのメニューに自店の商品は追加出来ますか？

Q. タブレットはブランド数分必要ですか？

A. 既存のタブレット内に追加いたしますので、1台お持ちであれば不要です。

Q. やめる際に費用はかかりますか？

A. かかりません、そのため他のブランドへのチャレンジも容易です

※ブランドによっては違約金が発生するものがございます

Q. アルバイトスタッフでも調理可能ですか？

A. 個食冷凍品を中心としたローオペレーションなので、誰でも調理可能です

※一部ブランドは除きます

※出前館出店の場合に限ります
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✔ お電話でのお問い合わせ
050-5445-5394 内線３番

✔ メールでのお問い合わせ

✔ LINEでのお問い合わせ

dl_demaecan.sharing@demae-can.co.jp

LINEでのご連絡時は、ご自身の店舗名記載の上
お問い合わせをお願い致します。
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