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ごあいさつ

「アイ・カフェ」は、1号店から10年を経て、信頼される

ブランドとして確かな地位を築いてまいりました。数多くの

お客様に愛されてきたこのブランドの魅力を保ちながら、

弊社が得意とするビジネスリソースとのコラボレーション

によって、より一層競争力のある複合カフェへと進化させる

ことが出来ると確信しております。

このビジネスをともに発展させていただけるビジネス

パートナー様に向けて、フランチャイズシステムの概要を

ご案内申し上げます。

About “i-cafe” フランチャイズ加盟をご検討の皆さまへ

（株）カジ・コーポレーション
長部本業事ェフカ・イア 伊藤 健太

梶 喜代三郎

勝利を互いの手に。

昭和59年の設立以来、カジ・コーポレーションは「映像・音・

空間」を、お客様の心に元気、楽しさ、やすらぎを与える、い

わば夢のあるカタチへと昇華させ提供することにこだわり抜

いてきました。中でもインターネットカフェやカラオケボック

スなどを展開するアイ・カフェについては、その安定化してい

たブランド価値をより効果的にヴァリューアップさせるための

戦略として、新たな基本コンセプト「女性が優雅に過ごせる

癒し空間」を提唱。その清潔で洗練された店舗空間は秀逸

を極め、ニーズを喚起。お蔭さまで、着 と々女性会員の数を

伸ばし、ダイナミックな事業躍進に寄与することとなりました。

さらに今後、韓国を筆頭に世界を席巻しているネットゲー

ムを楽しめるプラットフォームを提供し「映像・音・空間」

の新しい価値創造に貢献することにより、アイ・カフェを

さらに夢ある「非日常の世界」へと昇華させるビジョンを

掲げています。

なぜ今「アイ・カフェ」を新たに展開することにしたのか… 

「装置産業」のひとつと言われる複合カフェの中で、居心地の良い空間、

安心して利用できる独特の雰囲気がある「アイ・カフェ」と出会いました。

そこには他にないサービススタイルが確立していると感じ、成熟・転換期

を迎えた複合カフェ業界の次の可能性を強く確信したからです。 

この「アイ・カフェ」ブランドと弊社のビジネスリソースとを融合させること

によって、新しい「アイ・カフェ」を創出するとともに、まず全国100店舗

体制を目指したいと考えております。

展発・長成、にもとと方るけだたい感共にルイタススネジビと念理の社弊 

していくことが出来ればと念願しております。

このような成長戦略の基、次なるステージとしてアイ・カフェのフランチャイズ化を決定。少しでも多くのオーナー

様を弊社のパートナーとしてお迎えし、アイ・カフェのブランド力と市場価値の高いハード・ソフトを最大限に有効

活用したビジネスモデルで勝利を収めて頂きたいと、フランチャイズ加盟店の募集に着手致しました。少子高齢化

が進み市場の先細りが否めない国内現況をよそに、アイ・カフェが創出するさまざまなサービスは、まだまだニー

ズが潜在化した今後大いに期待できる市場と断言致します。そして、人を企業成長に欠かせない「人財」と信じて

いる私は、皆さまとの一期一会に感謝し、互いにWin Winの関係を築くことこそが何よりの理想です。競争力向

上のためのマーケティング強化、変遷する経済環境にフレキシブルに対応できる組織づくりなど、常に企業力向

上に注力する弊社が、皆さまを強力にバックアップいたします。

今こそ、しっかとタッグを組み、共に大いなる勝利を手に入れる航海へと旅立ちませんか？

（株）カジ・コーポレーション　代表取締役社長
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1980年代 1990年代後半 2000年 2005年 2011年

創 生 期 発 展 期 成 長 期 成熟 &転換期

まんが喫茶 インターネットカフェ 複合カフェ

まんが フリードリンク

プライベートブース

インターネット

ブロードバンド

TVゲーム

サービス多様化

お客様のニーズに合わせたコンテンツ導入

（ビジネス、レディース、ファミリー、シニア）

カラオケ・ダーツ

ビリヤード等

ビデオ・オン・デマンド

※参考：「複合カフェ白書 2011」

複合カフェの歩み

2001年以降にインターネット環境が普及した

ことと相まって出店が加速し、急成長しました。

2008年頃には店舗数がピークを迎え、

ここ数年で市場は成熟期を迎えたとも言われています。

成熟&転換期に求められる課題とは？
次代をリードする

？はとンーェチェフカ合複 

「アイ・カフェ」が確かな

。すまし供提をンョシーュリソ・スネジビ 

なぜ今、複合カフェ ビジネスなのか？～ 市場動向と将来性 ～

複合カフェ市場は成熟期に

複合カフェの市場規模は、売上高約2,200億円、店舗数約2,500店とされています。２０００年以降に成長期を経て、社

会的に認知される「業界」へと成長を果たしました。ここ数年は、お客様のニーズを取り込めたチェーンが業界をけん引

する方向に進んでいます。今後は、スクラップ＆ビルドが更に進み、ブランド力のあるチェーンを中心にマーケットを分け

合う状況を続けながら、市場全体としては、堅調に推移すると予測されています。まさに市場は成熟期に入っています。

こうした市場環境だからこそ、新規出店、業態転換、ブランドチェンジのチャンスがあると私どもは捉え、過当競争時代

の複合カフェのあるべき姿を見据えるところから、新しい一歩を踏み出しました。

なぜ今、複合カフェビジネスなのか？ なぜ今、複合カフェビジネスなのか？

複合カフェは一般的に女性ユーザー

層への浸透が弱いとされています。

また、シニア層の利用拡大も大きな

課題のひとつです。

これまで未開拓だったターゲット層

の顧客ニーズを引き出す、新しいコ

ンテンツやサービス形態などへの対

応力と企画力が求められています。

時代のニーズを先取りすることで、複合カフェは急速な 

成長を遂げてきました。

急激に変化し、また複雑化する社会環境にあって、複合 

カフェが担うべき社会的責任と使命も大きくなっています。

特にインターネット犯罪の防止や青少年の健全な育成への 

取り組み、防災・防火対策など、「安心・安全」の体制を整えた 

施設やサービス内容を強化し、正しい認識を広げることがも

うひとつの大きな課題です。

○確かな実績に裏打ちされた店舗運営

○時代の要請に応える「安心・安全」に対する 

取り組み

○コンテンツの開発力

○関連商材の調達力

○地域性やお客様ニーズを取り込む企画力

○新しい業態を創出し展開できるネットワーク

上記のような総合力とブランド力を兼ね備えた 

チェーンが、この成熟＆転換期の混沌とした 

市場をリードすると考えます。

複合カフェビジネスへの新規参入、インター

ネットカフェやカラオケBOXなどからの  

業 態 転 換 を真 剣 に検 討 されている 

経営者様へ、弊社のビジネス・ソリュー 

ションをご提供し、信頼と「安心・安全」の 

ネットワークを更に広げてまいります。

1.ユーザー層の拡大に
向けた対応

2.時代のニーズに応える
「安心・安全」の体制
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インターネットカフェ
基本パッケージの

収益性
業界でも珍しく、インターネットカフェ

単体のパッケージで収益性を確保

できるビジネスモデルを確立

しています。

ロードサイド・
ビルインの
出店が可能

ロードサイド、ビルインのいずれの

立地でも実績があり、出店が

可能です。

遊休・居抜き物件
への対応力

様々な業態からの転換、居抜き物件

の活用が可能です。

店舗ごとの
商圏分析

GIS を活用し、実績とデータに

もとづき、総合的に商圏調査を

行います。

本部サポート
体制の充実

加盟店様が安心して事業に

取り組めるよう開業から運営まで

トータルでサポートいたします。

アイ・カフェがお客様に支持される理由

アイ・カフェグループは全国48店舗

アイ・カフェ ビジネスの成功要因

ほんの少しのこだわり
特別なものは何もご用意しておりません。そのかわりすべてがちょっと贅沢です・・・

このほんの少しのこだわりがお客様にご評価いただいている大きな理由のひとつです。

フリードリンクサービスのこだわり
オリジナルブレンドの豆から一杯ずつ抽出する専用のコーヒーマシンを設置し、喫茶店

にもひけをとらないおいしいコーヒーにこだわりました。ほかにも、ソフトドリンクは 

もとより中国茶、健康ドリンク、野菜ジュースなど、豊富な品揃えにこだわっています。

雰囲気を大切にする気配り
スタッフの気配りと笑顔は、お客様が安心で快適に利用いただくために欠かせません。

設備面だけに頼らないさりげない気配りが、お店の雰囲気へのこだわりです。

アイ・カフェ 札幌センチュリーロイヤルホテル店

アイ・カフェ nORBESA 店

 アイ・カフェ イオン鈎取店

アイ・カフェ BiVi仙台店

 アイ・カフェ 仙台駅西口店

アイ・カフェ ららパーク天童店

 アイ・カフェ 会津インター店

アイ・カフェ 桜木インター店

 アイ・カフェ Annex新潟駅前店

アイ・カフェ Annex金古店

 アイ・カフェ Annex安中店

 アイ・カフェ AKIBA PLACE 店

アイ・カフェ ピーアーク竹ノ塚店

アイ・カフェ 鴻巣MEGA-MIX 店

アイ・カフェ 蓮田店

アイ・カフェ 八潮店

アイ・カフェ 天王寺アポロ店

アイ・カフェ 宮街道店

アイ・カフェ 紀の川店

アイ・カフェ 西神戸店

アイ・カフェ 岡山本店

アイ・カフェ 東岡山店

 アイ・カフェ 倉敷笹沖店

 アイ・カフェ 中庄サンフラワー店

 アイ・カフェ 田宮店

アイ・カフェ 松山キスケBOX店

アイ・カフェ コマーシャルモール博多店

 カラオケ＆まんが喫茶RAUM 新宿本店

カラオケ＆まんが喫茶RAUM 新座店

 まんがねっとRAUM 堀田 店

まんがねっとRAUM 野並 店

まんがねっとRAUM 豊田寿町店

まんがねっとRAUM 豊田広川 店

まんがねっとRAUM 一宮インター 店

 プリーズ 安積店

リブラ 長岡店

 オアジ 水戸店

ゼウス 上尾店

アットホーム 南浦和店

カラオケRAUM 豊田インター店

カラオケRAUM 尾西店

カラオケRAUM ジャングルパーク稲沢店

 カラオケRAUM 稲沢店

カラオケRAUM 小牧店

スーパードーム 春日店

おんちっち 阿佐ヶ谷店

おんちっち 千葉ニュータウン中央駅前店

コンテンツの品揃えと品質へのこだわり
インターネット、コミック、雑誌、ビデオ・オン・デマンド、マッサージチェアなど、 

インターネットカフェの基本的なカテゴリーの品揃えとひとつひとつの品質に 

こだわっています。

アイ・カフェがお客様に支持される理由 アイ・カフェ ビジネスの成功要因

● i-cafe

● i-cafe 以外のお店

アイ・カフェグループは全国に展開しています。
（2012年6月1日）

更なるブランド力向上のために、まずは

アイ・カフェグループ100店舗体制を  

目指しています。

詳しくは
コチラ検索アイカフェグループ
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