
フランチャイズ事業について 

焼肉 貴闘炎 
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貴闘力紹介 

本名    ： 鎌苅忠茂 

四股名  ： 貴闘力忠茂 

生涯戦歴 ： 754勝703敗 

最高位     :  東関脇 

優勝       ： 幕内最高優勝1回、幕下優勝1回 

賞          ： 殊勲賞3回 敢闘賞10回 技能賞1回 

プロフィール 

略歴 

・藤島部屋（のちに二子山部屋）から1983年3月場所で 

初土俵を踏み、1989年3月場所後に十両昇進、 

2000年3月場所には、史上初の幕尻優勝を達成。 

・2002年9月場所を最後に現役を引退、その後年寄・ 

第16代大嶽を襲名し、大鵬部屋の親方となる。  

・2010年6月、野球賭博関与により、日本相撲協会を解雇。 

・2010年9月、周囲の方から援助もあり、再起をかけ 

江東区扇橋に「焼肉本店ドラゴ」を開店。 

※店舗は、焼肉店のみならず、居酒屋、フレンチレストランと幅広く展開中 

現在は、グルメ研究家として焼肉ソムリエ、牛肉ハンターと 

しても日本全国を飛び回る一方で、自身の失敗と経験を 

教訓に「ギャンブル依存症」のシンポジウムなどにも参加。 
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人生色々あった貴闘力、分厚く生きるためには 

分厚く食べることと考えてます！ 
 

生きることはすなわち食べること。 

分厚いお肉をリーズナブルに食べていただき、 

元気いっぱい分厚い人生を送ってもらいたい！ 

 

そんな思いを体感してください。 

コンセプト 
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運営店舗紹介 

関東：6店舗 

・焼肉      ：5店舗 

・フレンチレストラン ：1店舗 

貴闘力ブランドを活用し、複数の業態と店舗を展開しています 

本店 

貴闘力のお店 
ノブリスオブリージュ 焼肉 貴闘力 

焼肉 貴闘炎 

※一部店舗はライセンスの関係上、店名を公表しておりません 

他1店舗 

ゆの郷スパヌサドゥア 
（川口） 
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貴闘力システムの紹介 

貴闘力 

貴闘力からフランチャイズ専業「貴闘力ブランド」を委任されたFC統括本部になります 

ブランド
貸与 

焼肉店の経営および委託店の管理 

貴闘力システム 

フランチャイズオーナーの開発、店舗管理、運営 

事業説明会 フランチャイズセミナー 

メニュー開発およびメディアプロモーション 
ならびにセントラルキッチンの運営 

焼肉 貴闘炎 

メディアプロモーション 

セントルキッチン 

メニュー開発 
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貴闘力システム会社概要 

     商 号  貴闘力システム株式会社 

     本 社 東京都新宿区揚場町２－２０ 

     設 立 2018年5月 

     代表者 代表取締役社長 濱中 涼 

     主な事業 

・飲食店の経営、飲食物の販売 

・フランチャイズチェーンシステムによる加盟店の募集及び組織運営 

・加盟店の経営指導、店舗設計、財務管理、労務管理並びにこれらの指導及び必要商品の供給 

・店舗設備、什器備品の企画、設計、施工、管理、販売並びにリース及び仲介、斡旋業務 

・店舗内外装工事の設計、施工、管理、仲介、斡旋及び請負等 

     主要株主 テルフィーグループ 

     U R L http://www.takatoen.com/ 
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焼肉貴闘炎の特徴 

①インパクトのあるメニュー ②こだわりの品質 

フジテレビ系列「めちゃ2イケてるッ！」の「ガリタ食堂」という 
コーナーで誕生したメニューを筆頭に「分厚いシリーズ」、 
「A5ランク佐賀牛」など競合店とは一線を画す料理、 
素材のこだわりが強み。 

現役時代から神戸牛を扱う企業と懇意に 
しており、牛肉の特別な仕入れルートを確立。 
国産牛を大量に安く仕入れているため、 
アメリカ産、オーストラリア産の牛肉を中心と 
している他フランチャイズよりもうま味が格別。 

「商品力」 ・「品質」・「利益率」において、大手焼肉FCにも負けません 

③高い利益率 

リーズナブルな価格提供によるリピータ獲得だけでなく、 
少人数でもオペレーションがまわる調理方法+システム 
導入により一人あたりの生産性向上を実現。 



順調な理由は？ 

③最高品質の肉を用意 

高い仕入れ力による原価低減 メディア出演による集客効果 
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④貴闘力の知名度 

調理工程の効率化 

①セントラルキッチンの活用 

初期投資費用の削減 

②居ぬき物件の活用 

成功の理由は、下記の4点に絞られます 
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肉⇒牧場から店舗へ直送、サイドメニュー⇒セントラルキッチンで加工することで、 
調理工程の効率化を実現しています 

理由① 

契約牧場 

店舗へ直送 

肉
メ
ニ
ュ
ー 

サ
イ
ド
メ
ニ
ュ
ー 

セントラルキッチン 仕入れ業者 

出荷 配送 

加工 
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理由② 

居抜き物件を積極的に利用し、店内内装の簡素化することで、初期投資コストを 
抑えた店舗運営を可能としています 
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理由③ 

牧場から直接仕入れにより、最高品質の肉をコストを抑えて提供が可能です 

最高品質+インパクトのある 
メニューが提供可能 

「SNS」、「食べログ」等の口コミによる 
店舗訴求につながる 

支援者 

食材を直送 

牧場管理 

料理の高クオリティ化 
+コストダウン 

貴闘力 

支援企業 

契約牧場 

運営店舗 
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理由④ 

様々なメディアに出演中し、紹介されております。 

メディア出演 
■しくじり先生 （テレビ朝日） 

■ワイドナショー （フジテレビ） 

■聞いたろう （テレビ東京)     ・・・他、雑誌・ラジオ多数出演 

講演会活動 

■人生これからや！どん底から這い上がる貴闘力流の成功哲学 

■相撲界から学んだ礼儀作法！必ず役に立つビジネス必勝法がここにある！！ 

■“しくじり”から学べ！逆境に立ち向かうマインドセット 
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フランチャイズ加盟条件① 

フランチャイズ契約について 

契約条件 
消費税別 

フランチャイズ加盟金 300万円 

保証金 
Ａプラン//：250万円 
Ｂ・Cプラン：200万円 

ロイヤリティ 月額売上高×3％ 

PR費 月額売上高×1％ 

(非課税) 

(非課税) 

■プラン区分 

開業前必要資金 
消費税別 

開業費 220万円 

設計監理料 150万円 

研修費   50万円 

合計 420万円 

220万円 

100万円 

  50万円 

370万円 

Ａプラン 
(25坪以上) 

Ｂプラン 
(25坪未満) 

180万円 

100万円 

  50万円 

330万円 

Cプラン 
(他焼肉店からの業態変更) 

Aプラン ・・・        25坪以上  
Bプラン ・・・        25坪未満 
Cプラン ・・・  他焼肉店からの業態変更 



項目 単位：万円 割合

　  売　　　　　　　上 750 -

  　原　　　　　　　価 297 40%

  　人　　　件　　 費     ※1 170 23%

  　家　　　　　　　賃 45 6%

  　ロ  イ  ヤ  リ   ティ    ※2 23 3%

  　Ｐ　　Ｒ　　 費　　   ※3 8 1%

 　 水  道  光 熱 費 33 4%

 　 そ  の  他  費  用 15 2%

 　 費   用   合   計 293 39%

 　 償  却 前 利 益 160 21%

※1.人件費 ・・・　厨房3名、フロア3名

※2.ロイヤリティ ・・・　月額売上高×3％

※3.PR費 ・・・　月額売上高×1％
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店舗損益 

収益モデル(スタンダード店・Aプラン 32坪60席) 

売上：750万 

原価：297万 
（40％） 

人件費：170万 
（23％） 

経費：78万 
（10％） 

家賃：45万 
（6％） 

償却前利益：160万 
（21％） 

※4・経費・・・「ロイヤリティ」「PR費」「水道高熱費」 
                「その他費用」の合算 

※4 

(注)実際の加盟店様の売上・利益を保証するものではありません 

FLR比率 ： F40％+L23％+R6％＝69％ 

プラン区分：25坪以上・・・Aプラン 25坪未満・・・Bプラン 
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収益モデル(小型店・Bプラン 25坪45席) 

店舗損益 

(注)実際の加盟店様の売上・利益を保証するものではありません 

原価：218万 
（40％） 

人件費：110万 
（20％） 

経費：60万 
（11％） 

家賃：30万 
（5％） 

償却前利益：132万 
（24％） 

※4 
売上：550万 

※4・経費・・・「ロイヤリティ」「PR費」「水道高熱費」 
                「その他費用」の合算 

FLR比率 ： F40％+L20％+R5％＝65％ 

項目 単位：万円 割合

　  売　　　　　　　上 550 -

  　原　　　　　　　価 218 40%

  　人　　　件　　 費     ※1 110 20%

  　家　　　　　　　賃 30 5%

  　ロ  イ  ヤ  リ   ティ    ※2 17 3%

  　Ｐ　　Ｒ　　 費　　   ※3 6 1%

 　 水  道  光 熱 費 23 4%

 　 そ  の  他  費  用 15 3%

 　 費   用   合   計 200 36%

 　 償  却 前 利 益 132 24%

※1.人件費 ・・・　厨房2名、フロア2名

※2.ロイヤリティ ・・・　月額売上高×3％

※3.PR費 ・・・　月額売上高×1％

プラン区分：25坪以上・・・Aプラン 25坪未満・・・Bプラン 
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収益モデル(繁盛店) 

(注)実際の加盟店様の売上・利益を保証するものではありません 

項目 単位：万円 割合

　  売　　　　　　　上 1,100 -

  　原　　　　　　　価 436 40%

  　人　　　件　　 費     ※1 240 22%

  　家　　　　　　　賃 50 5%

  　ロ  イ  ヤ  リ   ティ    ※2 33 3%

  　Ｐ　　Ｒ　　 費　　   ※3 11 1%

 　 水  道  光 熱 費 60 5%

 　 そ  の  他  費  用 5 0%

 　 費   用   合   計 399 36%

 　 償  却 前 利 益 265 24%

※1.人件費 ・・・　厨房3名、フロア5名

※2.ロイヤリティ ・・・　月額売上高×3％

※3.PR費 ・・・　月額売上高×1％

店舗損益 

※4・経費・・・「ロイヤリティ」「PR費」「水道高熱費」 
                「その他費用」の合算 

売上：1100万 

FLR比率 ： F40％+L22％+R5％＝67％ 

原価：436万 
（40％） 

人件費：240万 
（22％） 

経費：109万 
（10％） 

家賃：50万 
（5％） 

償却前利益：265万 
（24％） 

※4 
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フランチャイズ加盟条件② 

詳細内訳(Aプラン) 25坪以上 

3,000,000 

2,500,000 

6,000,000 

12,000,000 

29,800,000 

2,200,000 

1,500,000 

500,000 

単位：円 

フランチャイズ加盟金 

保証金 

厨房機器 

内装工事 

開業費 

設計監理料 

研修費 

項目 

契約条件 

開業前 
必要資金 

工務費用 

設備費用 

商標使用料 

料飲材原価おおよそ1カ月分 

冷蔵庫、シンク調理台、コンロ他 

テーブル、椅子、食器、ユニフォーム、調理 
小物、オープン広告、テーブル備品等一式 

7日～30日(経験・未経験による) 
座学、直営店研修、オープン前実地研修含む 

内容 

加盟申込金150万含む 

基準外の規格の場合加算が
あります 

基準外の規格の場合加算が
あります 

設計・竣工管理・面積・ 
遠隔地等により加算があります 

マネージャー1名、厨房1名 
(人員1名追加につき別途20万) 

備考 

合計 

※2 

2,100,000 システム費用等 システム費用 POS、セルフオーダーシステム、ハンディ端末、キッチン 
モニター等一式、webカメラ、その他ネット関連 

※1 

※1・・・2店舗目は260万、3店舗目以降は220万 
※2・・・交通費、宿泊費、人員派遣費用別途 

※消費税別 

【注意点】 

1.詳細内訳には「物件取得費用」は含まれておりません 

2.居抜き物件も造作譲渡費がかかるため、必ずしも上記金額で収まるとは限りません 

3.席数を多く確保するほど初期投資の総額は上がります 

4.建築費を安価に抑えると、席数が減り、簡素化するため、売り上げに影響します 
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フランチャイズ加盟条件③ 

詳細内訳(Bプラン) 25坪未満 

3,000,000 

2,000,000 

21,700,000 

2,200,000 

1,000,000 

500,000 

単位：円 

フランチャイズ加盟金 

保証金 

開業費 

設計監理料 

研修費 

項目 

契約条件 

開業前 
必要資金 

商標使用料 

料飲材原価おおよそ1カ月分 

テーブル、椅子、食器、ユニフォーム、調理 
小物、オープン広告、テーブル備品等一式 

7日～30日(経験・未経験による) 
座学、直営店研修、オープン前実地研修含む 

内容 

加盟申込金150万含む 

設計・竣工管理・面積・ 
遠隔地等により加算があります 

マネージャー1名、厨房1名 
(人員1名追加につき別途20万) 

備考 

合計 

※2 

※1 

※消費税別 

【注意点】 

1.詳細内訳には「物件取得費用」は含まれておりません 

2.居抜き物件も造作譲渡費がかかるため、必ずしも上記金額で収まるとは限りません 

3.席数を多く確保するほど初期投資の総額は上がります 

4.建築費を安価に抑えると、席数が減り、簡素化するため、売り上げに影響します 

※1・・・2店舗目は260万、3店舗目以降は220万 
※2・・・交通費、宿泊費、人員派遣費用別途 

3,300,000 

8,000,000 

厨房機器 

内装工事 工務費用 

設備費用 冷蔵庫、シンク調理台、コンロ他 
基準外の規格の場合加算が
あります 

基準外の規格の場合加算が
あります 

1,700,000 システム費用等 システム費用 POS、セルフオーダーシステム、ハンディ端末、キッチン 
モニター等一式、webカメラ、その他ネット関連 
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フランチャイズ加盟条件④ 

詳細内訳(Cプラン) 他焼肉店からの業態変更 

3,000,000 

2,000,000 

1,500,000 
～ 3,500,000 

11,500,000~ 

1,800,000 

1,000,000 

500,000 

単位：円 

フランチャイズ加盟金 

保証金 

厨房機器 

内装工事 

開業費 

設計監理料 

研修費 

項目 

契約条件 

開業前 
必要資金 

工務費用 

設備費用 

商標使用料 

料飲材原価おおよそ1カ月分 

看板変更、指定内装工事(クロス、床、
テーブル・イス、吸排気・ダクト位置調整、
消防設備等)全体清掃、害獣駆除 等 

食器、ユニフォーム、オープン広告、 
テーブル備品等一式、その他必要物一式 

7日～30日座学、直営店研修、 
オープン前実地研修含む 

内容 

46席を超える場合、250万 
となります 

基準外の規格の場合加算が
あります 

45席分まで一式 

設計・竣工管理・面積・ 
遠隔地等により加算があります 

マネージャー1名、厨房1名 
(人員1名追加につき別途20万) 

備考 

合計 

※2 

※1 

※消費税別 

【ポイント】 

1.大幅なレイアウト変更は行わず、流用できるものは流用 (当社基準) 

2.内装工事、料飲材・備品等の仕入れは全て当社指定となります 

※1・・・2店舗目は260万、3店舗目以降は220万 
※2・・・交通費、宿泊費、人員派遣費用別途 

1,700,000 システム費用等 システム費用 
46席を超える場合、加算が 
あります 

POS、セルフオーダーシステム、ハンディ端末、キッチン 
モニター等一式、webカメラ、その他ネット関連 

X 

Y 

【詳細】 以下の内容は必須になります。 

・看板変更、全体清掃・ダクト清掃・エアコン清掃、害獣駆除 

・指定内装工事(クロス、床※1、テーブル・イス、吸排気調整、エアコンチェック、ダクト位置調整※2、消防設備) 

・開業備品(テーブル・イス周り全般、食器、ワインセラー、ワインニードル、ユニフォーム等) 

・POSシステム等一式、PC、webカメラ導入 
 ※1 美麗且つ当社基準に合致していれば流用可             

 ※2 テーブル、イスのみ交換でレイアウト変更不要であればダクトは高さの微調整のみ 

X Y ⇒必須 ⇒流動 
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システムイメージ 

レジカウンタ フロア 

デシャップ/パントリー キッチン クラウドサービス 

本部システム 

ルータ 

キッチンモニタ キッチンプリンタ 

Ａプラン・・・3～4台 
Ｂプラン・・・2～3台 
※各プラン予備1台含む 

Ａプラン・・・15台 
Ｂプラン・・・10台 

Ａプラン・・・1台 
Ｂプラン・・・1台 

ポスターミナル ハンディ端末 セルフオーダー 
端末 

無線LAN レシート 
プリンタ 

Ａプラン・・・1台 
Ｂプラン・・・1台 

キッチンモニタ キッチンプリンタ 

Ａプラン・・・1台 
Ｂプラン・・・1台 

Ａプラン・・・1台 
Ｂプラン・・・1台 

Ａプラン・・・1台 
Ｂプラン・・・1台 

Ａプラン・・・1台 
Ｂプラン・・・1台 



OPENまでのスケジュール 

1日 7-30日間 2日間 OPEN前日 当日 

店舗運営、食品衛生 
コンプライアンス、商品 
知識について等、 
座学研修を実施 

調理・運営について 
指導、調理経験に 
あわせて期間は決定 
肉の捌き方から習得 

フロント業務を中心に 
指導、システムの利用 
方法・実際のオペレー 
ションなどを習得 

知人を中心にご招待 
お客様を実際に迎え 
いれての最終テストを 
実施 

貴闘力参加による 
セレモニーを実施 
著名人からの祝い花 
も提供 

座学研修 
直営店 
研修 

新店研修 プレOPEN OPEN 

サポート体制(OPEN前) 

OPEN当日まで本部担当が丁寧に研修指導を行います 
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期間：約1ヶ月 
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サポート体制(OPEN後) 

定期的に本部スタッフが加盟店様を訪問し、臨店指導を行います 

経営 

・売上分析、改善策の提案 

・コストコントロールの提案、指導 

・営業損失の確認及び指導 

運営 

・品質、接客、衛生状態、オペレーション指導 

・人材教育の実施 

・新商品の調理トレーニング 

販売促進 

・新メニューの開発、提供 

・販売促進企画の開発、提案、実行 

・販促物の提供 

店舗イベント実施 

・オープン当日、貴闘力参加によるセレモニー実施 

・年に数回のイベント実施 



23 

開業までのスケジュール(A・Bプラン) 

3ヶ月目(~5ヶ月目) 2ヶ月目(~4ヶ月目) 1ヶ月目(~3ヶ月目) 

STEP 1 STEP 2 STEP 3 

説明会参加 フランチャイズ契約 
個別商談 

フランチャイズ申込み 

物件開発サポート 

STEP 5 STEP 6 

物件契約 
工事契約 
発注・着工 

開業準備 
スタッフ研修 

グランドオープン 

物件引渡し 

STEP 4 

直営店研修 

※金額はＡプランを想定しています 
※物件取得費用は含まれていません 
※内装・厨房一式・システム料等は、環境によって変動します 

加盟金 ：150万 
保証金 ：250万 
開業費  : 220万 

研修費       ： 50万 
設計監理料 ：150万 

お支払金額：820万 

お支払金額：900万 
内装厨房一式(残金）：900万 

加盟金(申込み金) ：150万 

お支払金額：150万 

お支払金額：1110万 
内装厨房一式（半金）：900万 
システム料等          ：210万 



2ヶ月目 1ヶ月目 

STEP 1 STEP 2 

個別商談 フランチャイズ契約 

現場調査 

STEP 4 STEP 5 

工事等見積り 
工事契約 
発注・着工 

開業準備 
スタッフ研修 

グランドオープン 

工事完了 

STEP 3 

直営店研修 

※内装・追加工事及びシステム料等は、お見積りによって変動します 
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開業までのスケジュール(Cプラン) 

加盟金 ：300万 
保証金 ：200万 
開業費  : 180万 

   研修費 ： 50万 
設計監理料 ：100万 

お支払金額：830万 

お支払金額： － 
内装工事及び追加工事：残金 

お支払金額： － 
内装工事及び追加工事：半金 
システム料等 ：170万 
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■ 本資料の収益モデルは、実際の加盟店様の売上・利益を保証するものではありません。 

【フランチャイズ加盟ご相談窓口】 

0120-923-827 

info@takatoen.com 

受付：月～金 10:00～18:00 

貴闘力システム(株) 

〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-20 嶋田ビル3Ｆ 

www.takatoen.com 


