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モニター募集について
フランチャイズ展開を開始するため、

いくつかのモデルケースが必要になりました。
数名ですが参加者を募集します。

通称：ゼロ次募集



モニター募集の条件

▪ 性別 ： 男性

▪ 年齢 ： 20歳から50歳くらい（体力が必要なので若い方が良い）

▪ 人数 : 若干名（計画では3人）

▪ 居住地 ： 関東県内（研修期間中、弊社倉庫の住所に通える人）

▪ 家族構成 ： 特に指定はないですが稼がなければならない理由がある方が好ましい

▪ 必要資格 ： 自動車運転免許証（マニュアル車）

▪ 研修形態 ： 週休2日（休む曜日は相談して決定します）

▪ 許諾 ： 日々の回収した量や売上などの数値を広告宣伝として使用する

▪ 費用 ： 無し



独立開業までのタイムライン

見学会（1日）

どのような作業をしているのか？

続けられそうかどうかの見学会

契約

研修前に契約書の締結をします。

業務委託契約。守秘義務契約。

競業避止義務契約。

同乗研修（最長14日間）

教官の運転するトラックの助手席に

同乗して基本的な回収の流れを覚

えます。（最長14日間）

1人研修（最長3カ月）

ご自身でトラックを運転して回収をし

ます。（最長3カ月間）

独立開業～

独立開業までにトラックの準備。

個人事業主の開業手続き。

日々の帳簿類の記帳など。



独立開業までのスケジュール

見学

• 日付

同乗研修

• 日付

1人研修

• 日付

独立開業

• 日付



研修中の費用について

▪ 見学会 無料

▪ 同乗研修 研修期間中は業務委託契約として日当5,000円を支給します。

▪ 1人研修 研修期間中は業務委託契約として日当7,800円を支給します。

▪ トラックの使用に関する費用について

・研修期間中の燃料費、任意保険費、オイル交換費、タイヤ交換費、

その他日々のメンテナンス費用は全て弊社が支給します。

・事故や故障に関しては運転手の責務にて事故弁済、事故補償。



収益予測
トラックサイズ 軽トラ 軽トラ 1.5ｔ 1.5ｔ 3ｔ 3ｔ

営業日数 25 25 25 25 25 25

月間売上 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 100%

仕入原価 150,000 300,000 450,000 600,000 750,000 900,000 30%

粗利益 350,000 700,000 1,050,000 1,400,000 1,750,000 2,100,000 70%

燃料費 45,000 70,000 90,000 110,000 120,000 150,000

その他費用 40,000 60,000 100,000 120,000 180,000 210,000

ロイヤリティ 30,000 80,000 150,000 200,000 200,000 200,000 6～10％

費用小計 115,000 210,000 340,000 430,000 500,000 560,000 約22％前後

営業利益 235,000 490,000 710,000 970,000 1,250,000 1,540,000 約48％前後



初期費用に対するリターン
トラックサイズ 軽トラ 軽トラ 1.5ｔ 1.5ｔ 3ｔ 3ｔ

トラック代金 500,000 500,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 3,000,000

加盟金 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

初期費用合計 2,000,000 2,000,000 3,000,000 3,000,000 4,500,000 4,500,000

営業利益 235,000 490,000 710,000 970,000 1,250,000 1,540,000

年間営業利益 2,820,000 5,880,000 8,520,000 11,640,000 15,000,000 18,480,000

年間利回り 141% 294% 284% 388% 333% 411%



ロイヤリティの割合
トラックサイズ 軽トラ 軽トラ 1.5ｔ 1.5ｔ 3ｔ 3ｔ

月間売上 ～500,000 ～1,000,000 ～1,500,000 ～2,000,000 ～2,500,000 ～3,000,000

ロイヤリティ 30,000 80,000 150,000 200,000 200,000 200,000

割合
固定

（6%）
8% 10% 10%

固定
8%

固定
7%

▪ 売上500,000円以下はロイヤリティは固定制の30,000円

▪ 売上500,001円から1,999,999円がロイヤリティは8％～10％の変動制

▪ 売上2,000,000円以上はロイヤリティは固定制の200,000円



ロイヤリティを支払うことのメリット

▪ 本部のロイヤリティ収益は基本的には宣伝広告費に使う。

▪ 宣伝広告用のホームページが全て本部お任せで運用してもらえる。

▪ 加盟者同士の横のつながりにより、新しいアイデアや、失敗例などが共有できる。

▪ 加盟者同士の横のつながりができることで助け合いができる。



成功要因

▪ モニターの成功の鍵となる要素。

▪ 最初の3カ月間の新規飛び込み営業

ホームページのSEO対策にかかる期間が最低でも3カ月程度は必要です。

その期間はホームページからの問い合わせの数が少ないので初期の期間は

飛び込み営業をしながら新規顧客を自分の力で獲得しなければなりません。

目標飛び込み件数 30件/日 1カ月750件 2,250件/3カ月

▪ 飛び込み営業をすることで得られるメリット

個人の営業力が身につく

周辺の買取相場や同業者の有無、条件などが分かる

自分の力で稼ぐことができる！という自信が付く



ホームページについて
▪ 現在稼働中のホームページ（集客・宣伝用）

廃バッテリー買取センター

https://www.bt-kaitori.com/

アルミホイール買取センター

https://www.aw-kaitori.net/

電線・銅線買取センター

https://www.sen-kaitori.com/

風間商事（倉庫への持ち込み用）

https://www.kazamashoji.com/



ホームページについて
▪ 新規作成計画（多ければ多いほど集客につながります）

バイクバッテリー買取センター

自動車用バッテリー買取センター

工業用バッテリー買取センター

UPS（無停電電源装置）回収センター

パソコン回収センター

家電回収センター

自転車回収センター

洗濯機・乾燥機回収センター



提供できるリソースについて
▪ ホームページ SEO対策の知識があるので検索順位は上位を維持することができています。

▪ 開業 個人事業主の開業届から青色申告の届出書まで全て教える事ができます。

▪ 経理 スマホ一つで日々の入力から決算書の作成まで全てできます。

▪ 節税対策 ある程度の節税知識があるので教える事ができます。

▪ 専属保険会社 自動車の任意保険、ご自身や家族の怪我や病気の保険から生命保険、

ご自宅の火災保険まで一括で全てお任せできます。

▪ トラックの仕入 事業用トラックの専門会社との提携により上質なトラックの仕入ができます。

▪ 顧問税理士

▪ 顧問弁護士



今後の展開予定のリソースについて
▪ リスティング広告 検索時に上位表示される広告です。

▪ インスタグラムの活用 インスタグラムを活用した集客

▪ 他社のフランチャイズに加盟し月間収益の公表

加盟検討中 冷凍無添加食品の２４時間無人販売

ユッケや馬刺しの２４時間無人販売

▪ 将来的には皆で資金を出し合って大型のフランチャイズに加盟することも検討できます。

コメダ珈琲

シャトレーゼ（アイスやケーキ）

びっくりドンキー



霧から抜け出す方法は

話をやめて

すぐに

取り掛かることです。

ウォルトディズニー

Walt Disney



▪ LINEにて応募して下さい。


