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勝てるフードデリバリー

フードデリバリー市場が拡大しているその中で

多額の手数料・コストが掛かり、実際に利益は残せるのか？

そんな疑問に FTFのデリバリーサービス eaterys( イートリーズ )がお応え致します。

独自プランにより、オーナー様にしっかりと利益を残して頂ける提案をご用意致しております。

EATERYS FOOD DELIVERY

はじめまして！ Hello!
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市場性Marketability

日本の外食産業におけるデリバリーの比率は 2017年時点で 3％となっており、

韓国（10％）や中国（8％）、イギリス（8％）など世界各国と比べると、いまだ少ないのが現状です。

逆にいえば、今後まだまだ市場は拡大する可能性を秘めているといえます。

世界的にもフードデリバリーサービス市場の成長が見込まれており、

モルガンスタンレー社は「2022年までに、世界のフードデリバリー率は 11％まで拡大する」

とも予測しています。フードデリバリー率とは、外食産業の取引金額に対する

フードデリバリー取引金額の割合のことと推測されます。

例えば、EC（電子商取引）率でいうと 2016年が 11%にあたり、

2016年当時、既に ECが当たり前に利用されていたことを思い返してみると、

11％という数値がどれほど一般家庭に普及している数字なのかがイメージし易いかと思います。

つまりフードデリバリーは、今後数年で私達の生活にかなり浸透していくと予想されているのです。



料理
提供

店内
飲食

ゴーストキッチンとは What is a ghost kitchen ?

従来の店舗

ゴーストキッチン

配達

アプリ注文

ユーザー

ユーザー

eaterys

配達

アプリ注文 ユーザー

自社配達
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自社配送のメリットは手数料の安さです窓口の最大化
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Eaterys ブランド紹介 Brand line up

※2021.6 月現在

定番のハラミ、カルビ、タンから希少部位までご提供

タレはオリジナルの生ダレです。
3 種類のオリジナルソースからお選べるグルメバーガー

100%ビーフパティとオリジナルピクルスが絶品

人気NO.1 ブランドです。

ポキ丼・ロコモコ・ハワイアンプレートなど

見た目もお洒落な

女性に人気なハワイアンブランドです。

お好み焼きの決め手となるソースに南高梅酢を使用

ブレンドしたお好み粉に他には真似できない

オリジナルの味です。

辛口に多彩なトッピングが売りのキーマカレー

カレージャンルはライバルも多いため、

辛口が好きな層をターゲットにしたブランドです。

大豆ミートを使用した 100%植物性に拘った

スパイスカレーです。

食の多様性に応じて需要のある層を

ターゲットにしたブランドです。

デリバリーでは人気店が増えている韓国風チキンです。

モモ肉ではなく国産のムネ肉を使用し、

南高梅酢の漬け込みよってジューシーさを出しました。

フライドチキンの打ち粉も独自の配合です。

BURGER PRODUCTS Hawaiian hood deli

別所さん情熱カレー

三代目 太閤 こなよし

カツを贅沢に一人前 360g 使用。
定食、カツ丼などの丼物も
名前に負けない大盛ブランド。 

定食などのデリバリー店舗はあるが、
大盛メインのところは少なく、

男性ユーザー大満足でリピーター続出。 
三元豚を使用しているので、もちろん味も保障付き。

単価も高く、店舗側にはうれしい商材。

肉丼専門店どや之助 魁！大盛塾

マシッソヨチキン月ノ葉カレー ツイストバーグ NYstand ! チキオバ

Beef100％のハンバーグを使った

ハンバーグプレートです。

ハンバーグは根強く人気のジャンルですが、

他社との差別化でプレートスタイルのブランドです。

ヨーグルトソースを使用したチキンオーバーライス。

ニューヨークの屋台メシです。

鶏肉を使いサラダプレートなど、

ヘルシー思考の方にも人気のブランドです。
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タブレットひとつで運営・管理 Logistics and Analytics



安い

■初期費用が安い！
　

■売上ロイヤリティー 0円！
　

■自社ブランドなので利益率が高い！
　

■包装資材も最安値でご紹介！
　

■食材仕入れはネットで簡単注文！

■2次調理でオペレーションが簡単！

■難しい仕込みは一切不要！

■ 業者探し・買い出し不要 !

■ワンオペでOK！

■「デリバリー」のノウハウが凝縮！

■新規開業・ゴーストレストラン
　どちらもOK！

■地方都市でもしっかり利益！

■屋号自由！

■オーナーズボーナスで収益可能！

■研修は各店舗でしっかり！

■最短 2週間で出店可能！

■IT 分析による解析ツール導入
　により視覚化実現！

■決算サービスなどの手続き代行！

強い 簡単 サポート
1 2 3 4
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メリット Benefits at our company
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プラン plan

プランA プランB プランC

加盟金 60万円 30万円 0円

スタートパック

ブランド追加
1ブランドに付き

ロイヤリティー

自社配送コンサル

実店舗研修

メニューの最適化

バナーの最適化

✔

✔

✔

0円 0円 0円

最大14日 最大7日 最大3日

5万円/月
3ブランド

5万円/月
2ブランド

5万円/月
1ブランド

1万円 1.5万円 2万円

✔

✔ ✔

キャンペーン運用 ✔

各種サポート ✔ ✔ ✔

研修費 30万円 30万円 30万円

info@f-t-f.info

詳しくはお問い合わせください！
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出店までの流れ Flow until opening a store

①事業説明

　弊社のブランド説明、ビジネス概要等の説明です。

②開業仮契約

商圏エリアがあるビジネスの為、
ご希望エリアを加盟金の一部入金で優先的に抑えさせていただき、
契約の準備を進めさせていただきます。
(口座振替用紙・営業許可書コピー・通帳 1P目の写真 )

③契約

契約意思をご確認し、契約締結となります。

④物件取得

物件調査により、物件に段取りに入っていきます。物件は非常に重要な要素になりますので、弊社担当者と慎重に
　　進めさせていただきます。
　・　火災保険加入　・・・不動産屋又は弊社よりご紹介させていただいております。
　・　食品衛生責任者・・・食品取り扱いの店舗運営に当たり、各店舗に必ず 1人必要な資格です。
　　　　　　　　　　　　　１）まず都道府県開催の講習会を受講します。
　　　　　　　　　　　　　２）保健所で資格申請をします。
　　　　　　　　　　　　　３）店舗完成の 10日ほど前までに手続きをします。
　・　店舗固定電話、インターネット回線の契約工事　・・・弊社よりご紹介させていただいております。

⑤店舗作り

弊社ではフードデリバリー店舗の為、清掃のしやすさ・普段の調理のしやすさなど、
配置からご提案させていただきます。イートインの推奨はしておりませんが、
イートインの場合はブランドイメージを崩さないようにお手伝いいたします。
　
    ・厨房器具見積もり、施工図面見積もり　
　・飲食店営業許可・・・飲食店の開業をするためには保健所から
                                                        許可を得る必要があります。
　　　　　　　　　　　　    又、各出前サイトへの提出が必須になります。
　・出前サイト登録・・・弊社で代行させていただいております。(一部不可）

　・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書・・・深夜０時以降の酒類を提供する時は
                                                               警察への届け出が必須です。

⑥開業

店舗オープン日より前から弊社担当者が店舗にて研修を行います。
オープン日を挟み 7日間です。

※既存店舗をお持ちの方は④⑤は不要です。
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会社概要 Company Profile

会社名
株式会社 FTF

所在地
大阪市西区立売堀 1-6-15 日宝四ツ橋中央ビル 4F4

代表
大前　陽亮

設立
2019年 8月 ( 創業 2015年 11月 )

資本金
300万円

事業内容
飲食店フランチャイズの運営 /コンサルタント
クラウドキッチンの運営 /独立開業支援 /食材卸　等

会社沿革
2015年 11月
2016年 8月
2016年 12月
2019年 8月
2020年 3月
2021年 6月現在

FTF 創業
飲食事業スタート
フードデリバリー事業開始
株式会社 FTF設立
全国募集開始
現在 61店舗　2021.6 月現在


