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売上高
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グループ
従業員数

事業内容

所在地

弊社運営
店舗

����年��月（創業：享保年間）

��,���千円（����年�月�日時点）

�,���,���千円（����年度）

代表取締役　   　　 島田 美佐子 
取締役　　　   　　 島田 昌和　 【元カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 】
社外取締役　   　　 藤田 裕　　 【辻・本郷 税理士法人 副理事長(現職)】
相談役　　　   　　 稲田 勵　    【元 三菱化学㈱　取締役】
顧問　　　　   　　池貝 庄司    【元 三井物産㈱　役員待遇参与】
監査役　　　　　　志澤 輝和　 【藤岡温泉ホテル＆リゾート㈱ 取締役】
Executive Advisor  　平山 芳樹    【元 JXエネルギー㈱　取締役副社長】

�,���人（����年�月�日時点）

【ＳＳ事業】
業界No.�、全国約���カ所でのセルフガソリンスタンド運営受託を基幹事業とし、人材募集をサポートすべく求人
コンサルティング事業も展開

【ＥＣ事業】
全国の厳選された生産農家や著名なフラワーデザイナーと提携開発した高品質なフラワーギフトの販売を行う

「D. Flower」と、弊社バイヤーが全国から厳選したうまいもの食品の販売を行う「諸国うまいものめぐり」を楽天市
場を始めとする各種ECサイトにて展開

【法人営業事業】
フェリー船内での自動販売機を使用したオートレストラン運営を基幹とする船食事業と、ノベルティ開発やチラシ
制作等を行う販促事業や、メーカー様の垣根を超えた各種コラボ商品の開発事業等を展開

【スポーツ＆カフェ事業】
ボルダリングジムを�店舗展開し、ボルダリングジム／ボルダリングウォールのプロデュース業も実施。��年夏に
スペシャリティコーヒースタンドをオープン予定。今後はボルダリングとカフェを軸に複合店舗を展開

【福利厚生事業】
 ㈱ベネフィット・ワンの数少ない正規代理店として全国の企業様における ES向上とコスト削減を実現すべく福利
厚生のアウトソーシングを推進サポート事業を展開

BOULDERING
FC & Management consignment PLAN

Daiki Corporation Presents

ボルダリングFC・運営委託プランのご案内
大器株式会社

スポーツ＆カフェ事業部

【東京本社】
 〒���-����　
東京都港区�-��-�� ユニゾ芝二丁目ビル�階
 TEL：��-����-����　FAX：��-����-����

【西日本支社】
〒���-����
大阪市淀川区宮原�-�-� 新大阪阪急ビル�階
TEL：��-����-����　FAX：��-����-����

ディーボルダリング八王子 ディーボルダリング綱島

ディーボルダリング立川（����年春オープン予定）

大器株式会社



BOULDERING FC＆Management consignment PLAN

ボルダリングは指定された石（ホールド）のみを使用して登
るスポーツで、石の配置と指定によりコースの難易度が設定
される。

�級～�段まで存在しており、�級まで到達するのに約�年、�
級まで到達するのに約�年、�級に到達するのに約�年、初段
に到達するのに約��年かかる。

コースは石の配置を変えるだけのため、無限に作れる。�段
に達したからといって様々なタイプの�段があるため、生涯
をかけて楽しむことができます。そのため、非常に息が長く
続けられるスポーツとなっています。

いま最も注目されているスポーツの一つ、
「ボルダリング」でビジネスを始めませんか？

なぜボルダリングは注目されているの？

五輪種目化による
メディア露出増

01

TIPS

Q.

社会的要因から

東京五輪の種目化、さらに
その次の五輪種目化も内定
したことに加え、日本代表選
手が世界でもトップクラスの
成績を上げていることから、
認知が高まっています。

ライフスタイルの多様化に
より、スキーやゴルフなどの
スポーツに取り組みにくくな
り「�人スポーツ」の需要が
増えています。

若年層を中心とした可処分
所得の減少によりスポーツ
にかける費用が減少してい
るため、安価に始められる
ボルダリングが人気です。

「�人スポーツ」の
需要増

スポーツにかける
費用の減少

色とりどりのホールド（壁に付い
ている石）が付いている壁面は、
いわゆる「インスタ映え」の要素
もあり、SNSに投稿・集客につな
がっています。

SNSに投稿
しやすいスタイル

Bouldering
02 ボルダリングの持つ特性から

ボルダリングは
息が長く続けられるスポーツです

出典：日本山岳協会、クライミングネットの数値より算出

ボルダリング施設と、ボルダリング競技人口は
増加を続けています。

老若男女誰でも、
同じ壁で楽しめる
�歳からシニアまで幅広くプレイ
可能。設備を変えること無く、同
じ壁で誰もが楽しめる希少なス
ポーツです。子どもの習い事と
しての人気も高まっています。

準備の必要なしに
気軽に楽しめる
器具を必要としないため、動き
やすい服装であればいつでもプ
レイ可能。汗をかかないためメ
イクが崩れないと女性にも人気
です。

スポーツとしての
効果も充分
人間の動きの基礎となる体幹が
鍛えられるため美しい身体づく
りが可能。子どもの場合、考える
力や全身の筋力向上に役立ちま
す。



FC & Management consignment PLAN

ボルダリングジムを運営すると、
このようなメリットがあります。

01

TYPE A

地域の属性に大きく左右されずに
集客が可能

ボルダリングは子どもや若年層だけでなく、シニアまで楽しめるスポーツのため、比較的
年齢層の高い地域でも愛されるスポーツです。平均年齢が��歳近いボルダリングジムも
ございます。
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03 会員登録料だけで初期投資の大半
の回収が可能

会員制となるため、会員登録料（通常�,���円）を全来店者より頂くことが可能なため、会
員登録料だけで初期投資の大半の回収が可能です。
弊社店舗実績：�店舗あたり年間会員登録数 �,���人

02

CASE.1 CASE.2

手軽に、かつ安価に楽しめるため
他アクティビティへの誘導も可能

ショッピングモールにて出店後、同一シ
ョッピングモールに入居しているアミュ
ーズメント施設の集客が約��％アップ

同一施設内にスーパー銭湯があり、ボ
ルダリングジム来店者に割引クーポン
を配ったところ、  ボルダリングジム来
店者の��％がスーパー銭湯を利用

千葉県のボルダリングジム 東京都のボルダリングジム

04 課題（コース）は無限に作れるため、
長期に渡ってのリピートが見込めます。

弊社店舗実績：初来店後、�ヶ月後の再来店率＝��％、毎月来店率＝��％

御社にてボルダリングジムを施工頂き、運営は全て弊社にて
実施致します。弊社にてスタッフを雇用。採用、教育、運営全
般を弊社にて行うため、御社にご負担をかけずに売上と集
客をお返し致します。
もちろんボルダリングジム施工についても全面的にサポート
致します。

地域で最も優れたボルダリングジムとなるために、
ボルダリングウォールの施工からスタッフの教育まで、ボル
ダリング経験が無い方でも運営できるように致します。

・ボルダリングウォール施工のサポート
・必要備品一式などの手配サポート
・スタッフ様への教育

日々の運用が固定ファン作りの大きなポイント。
必要なポイントを全て抑えて安定した売上を獲得できるよ
うに致します。

・定期的なルート変更
・キッズスクール等の各種プログラムのご提供
・接客対応等、定期臨店によるスタッフ様教育
・月�回、運営状況や今後の経営方針についての定期ミーティング実施

運営スタッフの人件費＋弊社管理費＋ロイヤ
リティ�％を頂きます。
金額は区画の規模等によって変動致しますの
で、具体的な候補区画をご提示頂いた後に提
出致します。

【初期】
・オープン準備金： �,���,���円
スタッフ教育、最大半年間弊社社員臨店によ
る運営指導、ボルダリングウォールや各種備品
などの手配サポート

【運用】
・ロイヤリティ：売上の�％
・定期ルートセット：月額���,���円
有資格者指導の元、専任ルートセッターによ
るコース変更  月�回、�人日

サポート方法は大きく２パターンございます。

弊社からのサポート内容と条件

弊社による運営

TYPE B
御社による運営

条件

施工：御社 運営：弊社

施工：御社 運営：御社 サポート：弊社

条件オープン前のサポート

オープン後のサポート

御社にてボルダリングジムを施工、運営も御社にて実施、弊社にて運営のサポートを行います。



モデル事業計画

弊社出店実績

※これらの数値は過去の実績を基にした収支シュミレーションであり、収支額
を保証するものではありません。

上記事業計画は立地・競合・マーケット・規模に応じて
変動致します。
具体的な対象物件/区画をご指示いただければ詳細調
査、お見積り致しますので申し付けくださいませ。

※スケルトン状態から電気空調等も設置した前提のため、既存設備
の流用によって費用は削減されます。

���坪 テナントインの場合

物件取得費（保証金等）

内外装工事

ボルダリングウォール

ホールド

マット

ロッカー、POS、レンタルシューズ等初期備品

オープン販促

�,���,���円

��,���,���円

�,���,���円

�,���,���円

�,���,���円

�,���,���円

���,���円

 ��,���,���円

当社の強み

自社店舗の運営で培った
国内屈指の、面白い壁作り01 ボルダリングは課題と呼ばれるコース作りが最大のポイント。首

都圏でも有数の面白い壁という評判を頂いております。そんな店
舗運営の経験を活かした壁作りを行います。

・土日祝日は入場規制することも
・下は�歳、上は��歳まで幅広い年齢層を獲得

・ファミリー、カップル、友達同士、単身（男女問わず）など属性も様々

ボルダリングの最大のポイントは「課題作り」。
いかに初心者がハマり、経験者にも面白いと思ってもらえるような課題を作れる
かが最大のポイントです！

ボルダリング人口は拡大しているものの、面白い課題を作
れるルートセッターは非常に限定的です。弊社には以下のよ
うな経験豊富なスタッフが多数在籍しています。

・東京都でボルダリングジムの店長を務めていてボルダリング経験��年

・東京都でボルダリングジムの店長を務めていてボルダリング経験�年

・神奈川県でボルダリングジムの店長を務めていてボルダリング経験��年

・神奈川県でボルダリングジムの店長を務めていてボルダリング経験��年

・インターハイ優勝経験がありボルダリング経験�年

企業としての安全性

価格の柔軟性
店舗運営と人員を兼任することで、ボルダリング業界の中でも
安い価格設定を実現。

各種保険加入はもちろん、コンプライアンスを最重要とした施
工を行います。

運営請負経験
ガソリンスタンドの運営請負を全国���箇所以上で実施。
豊富な運営請負経験を活かした運営が可能です。

02

03

04

TIPS
Bouldering

課題を作る人をルートセッターと呼びます。当社に
は優秀なルートセッターが多数在籍しています。

合計

客数

客単価

委託費（ルートセット含む）

水道光熱費

減価償却費

広告宣伝費

支払手数料

消耗品費

ロイヤリティ

雑費

家賃

�,���人

�,���円

�円

�,���,���円

�,���,���円

���,���円

���,���円

��,���円

��,���円

���,���円

���,���円

��,���円

���,���円

��.�ヶ月投資回収

 �,���,���円経費

 ���,���円利益

�,���,���円キャッシュフロー

 �,���,���円売上

原価

粗利

月間PL初期投資


