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本資料は、これからフランチャイズシステムに加盟されようとしている方々のために、一般
社団法人日本フランチャイズチェーン協会の要請に基づき、中小小売商業振興法（以下「小振
法」という。）及び中小小売商業振興法規則（以下「施行規則」という。）並びに独占禁止法フ
ランチャイズガイドラインに従って当社が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、この案内だけでなくできる限りたくさんの資料を読んだり
第三者にも相談するなど、十分に時間をかけて判断して下さい。もし不明な点や、この案内に
ないことでも確認したいこと等があれば、ご遠慮なく当社にお問い合わせ下さい。
またフランチャイズチェーン全般のことや、フランチャイズ契約についての注意点等につい
てお知りになりたい方は、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会へお問い合わせ下さ
い。
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
〒１０５－０００１
東京都港区虎ノ門３丁目６番２号
TEL ０３－５７７７－８７１１
この案内は２０２２年３月２５日に作成されたものです。
なお本資料は、当社の責任において作成したものであり、内容について提出先の承認を受け
たものではありません。加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方
が事前に自ら確認をして頂くことが必要です。

ピザーラへの加盟を希望される方へ
～フランチャイズ契約を締結する前に～

このたびは、当社のフランチャイズシステム加盟をご検討いただきまして誠にありがとうご
ざいます。
当社は「ピザーラ」の名のもとにピザ宅配業のフランチャイズシステムを展開しております。
当チェーンの店舗は、ピザ宅配業としての永年の経験と研究によって開発した経営ノウハウ、
運営システム、ピザーライメージなどで統一され、お客様に安心してご利用いただき、今日ま
で発展してまいりました。
チェーン運営で一番大切なことは、
「統一性」です。お客様に繰り返しご利用いただくために
は、お客様の信頼を得なくてはなりません。そのためには、どの店舗を利用しても同じ商品、
同じサービスを受けられることが必要です。
これを実現するため、ピザーラチェーンの経営に参加する方々には、フランチャイズ契約等
で定められたルールを守ることをお約束いただきます。従いまして、最初からピザーラとは異
なる独自の経営手法を重視され、ピザーラのノウハウ、システム、イメージなどにとらわれな
い経営を希望される方には、ピザーラへの加盟をお勧めできません。
当社のピザーラチェーンは、当社と加盟店のそれぞれの役割分担が明確になっています。当
社はノウハウ、商品の開発等のシステムの整備に多額の投資を行い、物流、データ管理、店舗
指導など、ご加盟店が単独で行うことが困難な業務を一手に引き受けるために多額の費用を支
出しています。一方、加盟店は本部の提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行い
ます。
このように分担を明確にした上で、夫々の役割を忠実、且つ積極的に果たすことがピザーラ
店舗の経営成功の鍵なのです。
ピザーラ店舗の経営をされるご加盟者の成功が当社の成長の源でありますので、当社の経営
努力はご加盟店の経営支援が中心となります。この意味で、ご加盟店と当社は共存共栄の関係
にあると言えます。
以上の主旨にご賛同していただける方は、次のページへおすすみください。
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第１部

株式会社フォーシーズとピザーラ・エントリーシステムについて

１．わが社の経営理念
フォーシーズ、この社名が意味する「４つの種」。この種とは何ですか？とよく聞か
れます。答えは、Idea・Taste・Innovator・Aggressive という４つの言葉。
私たちの事業を支える、欠くことのできないキーワードです。４つの種の総合力で、
食をもっと豊かなものに、楽しいものに変えていこうとする会社、それがフォーシー
ズなのです。
創業以来、私たちは「食」という可能性にあふれたフィールドで、味づくり、お店づ
くりを進めてきました。
世界中からおいしさを発見し、さらに工夫を重ね、新しい食を創造してゆく。４つの
種を出発点にした活動が、いま、さまざまな実りを結び、たくさんの人に受け入れら
れています、今日から明日、そしてずっと未来へ向けて、あなたの「おいしい」のた
めに頑張りたい。それがフォーシーズの変わらない願いです。
２．本部の概要
１）社 名
２）所在地

３）資本金
４）設 立
５）事業内容

６）他に運営業種
７）事業開始時期
８）主要株主
９）主要取引銀行
１０）従業員数
１１）子会社の名称業種
１２）所属団体名

２０２２年３月２５日現在
株式会社フォーシーズ
東京都港区南青山五丁目１２番４号
TEL（０３）３４０９－６０００
FAX（０３）５４６６－４４００
URL http://www.four-seeds.co.jp/
５千万円
１９８０年４月１日
ピザーラ・エントリーシステム（同社が開発した「ピザーラ」
の統一的イメージのもとにピザを中心とする食品の宅配事業を
展開することを内容とするフランチャイズシステム）の運営
レストラン業
１９８７年７月
浅野秀則、浅野幸子、フォーシーズホールディング株式会社
りそな銀行、みずほ銀行、三菱東京 UFJ 銀行
１，１６３名名（パート社員・アルバイト社員を除く）
ＡＳＡＮＯ恒發株式会社（広告代理店業）、
株式会社 FOUR SEEDS FOODS EXPRESS（レストラン業）
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会
一般社団法人日本フードサービス協会
全日本デリバリー業安全運転協議会
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株式会社フォーシーズ、輸入商社として創業。
4 月、目白（東京都）に、ピザーラ 1 号店をオープン。7 月、三軒茶屋（東京都）に、
フランチャイズ 1 号店オープン。8 月、当時としては画期的なカレー味ピザ「スペ
シャルカレーピザ」発売。
ピザ宅配チェーンとして初めて、日本フランチャイズチェーン協会に準会員として加
盟。4 月、ピザーラスタッフのアイディアから生まれた商品「スタッフス」発売。
4 月、女性に人気のポテトをメインとしたピザ、
「モントレー」を発売。12 月、全国
展開 1 号店として秋田県にピザーラ土崎店をオープン。
CI を実施。ピザーラのロゴマーク変更により、ユニフォーム、ピザカートン、デリ
バリーバイク等を一新。
テレビ CM を開始。
「北野ファンクラブ」などの人気番組のスポンサーをつとめ、ピ
ザーラの知名度が飛躍的に高まる。 ニッポン放送主催のイベント「高田文夫杯争奪
OWARAI ゴールドラッシュ」協賛。
爆発的な人気メニューになった「イタリアンバジル」を発売。プライベートブランド
「ポテトサラダ」や「ウーロンティー」をセットにしたキャンペーンを開始。 ハワ
イで開催される米国女子プロゴルフマッチプレイ選手権「LPGA ピザーラカップ」
の冠スポンサーを務める。
3 月、ピザーラ 100 店舗開業。11 月、世界 9 大ヨットレースの 1 つ、
「ピザーラ・ニッ
ポンカップ国際ヨットマッチレース」を開催。以後 2004 年まで協賛。東京日生劇場
にて、ブロードウェイミュージカル「ガイズ＆ドールズ」を特別協賛。10 月、業界
初のソースレスピザ「ネギベエ」発売。
日本フランチャイズチェーン協会加盟
（正会員）。12 月、
ガーリック風味のピザ
「GET'S」
を発売し、超人気メニューに。サイドメニュー「ピザーラローステッドポテト」
、プ
ライベートブランド「オレンジジュース」発売。8 月、京都南座、東京サンシャイ
ン劇場において「Stand by Me」を特別協賛。以後 2004 年まで協賛。
2 月、ピザーラ 300 店舗開業。6 月、ピザ＆パスタ「TO THE HERBS」を、青山（東
京都）にオープン。レストラン事業に本格的に乗り出す。12 月、大阪市中央区に西
日本営業部（現 関西営業部）を設置。
4 月、焼き上げた後に上からルイユソースをかけるピザ「ニューフィッシャー」を発
売。6 月、うすく”サクッ”とした軽い食感のピザ生地「スーパークリスピー」登
場。11 月、「ピザーラ・ニッポンカップ国際ヨットマッチレース」にて「ピザーラ
セーリングチーム」を発足。
ピザーラ 420 店舗開業。
売上高・店舗数ともに業界 1 位となる。7 月、デザートメニュー
「焼きたてアップパイ」発売。
同月、ピザーラ初の 4 種類のピザの味が楽しめるクォー
ターピザ「ビンゴ」発売。
（現在は販売終了）11 月、ハワイに本店のあるグルメバー
ガー「クア・アイナ」日本 1 号店を青山（東京都）にオープン。ピザーラセーリン
グチームがスウェーデンで開催されたワールドカップ（世界選手権）でアジアとし
て初めての優勝、ヨットマッチレースでの世界ランキング 1 位を獲得。
1 月、ピザーラお客様相談室開設。4 月、ピザーラを代表する和風ピザ「テリヤキチ
キン」発売。8 月、中京営業部開設。11 月、
「ウィンタークラブ」発売。冬の食材の
カニを使ったピザとして人気を博す。同月、銀座に高級会席料理店「ぎんざ有季銚」
をオープン。
4 月、原宿に「柿家鮨」1 号店（回転寿司「柿家鮓」
）オープン。11 月、銀座に本格
天ぷら料理店「銀座 天あさ」オープン。12 月、ピザーラのイートイン型店舗「ピ
ザーラエクスプレス」を苗場スキー場に期間限定オープン。同月、九州営業部開設。
6 月、デザートメニュー「フレッシュフルーツシャーベット」発売。5 月、
「柿家鮓」
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が宅配専門店として日吉にオープン。11 月、青山に、新業態「大かまど飯 寅福」
オープン。
フォーシーズ創立 20 周年。2 月、イートイン型ピザーラ初の常設店「ピザーラエク
スプレス」大阪空港にオープン。同月、アルペンスキーFIS ワールドカップ 2001 滋
賀高原大会に特別協賛。9 月、初めてのキャラクターキャンペーン「とっとこハム
太郎」キャンペーンを実施。11 月、全日本 OP 級ヨット選手権大会 特別協賛、以後
毎年協賛。
6 月、夏季限定メニュー「ピザーラ エビマヨ」発売。9 月、チーズたっぷりを打ち
出した「イタリアーナ」発売。12 月、ピザーラ 500 店舗開業。
2 月、寅福 USA がロサンゼルスにオープン。4 月、シンプル・フレンチレストラン
「ラトリエ ドゥ ジョエル・ロブション」
、スタンディングバー「ハートランド」
が六本木ヒルズにオープン。7 月、
「エビマヨ浮き輪」発売。12 月、目白に、新業態
そば屋「吉祥庵」オープン。
3 月、ナポリピッツァシリーズ登場。4 月、日本橋高島屋に、新業態「ル カフェ ドゥ
ジョエル・ロブション」オープン。7 月、富士急ハイランド・アトラクション“ト
ンデミーナ”に協賛。8 月、青山に、本格天ぷら店「天ぷら 天青」オープン。12 月、
恵比寿ガーデンプレイス内に「シャトーレストラン ジョエル・ロブション」オープ
ン。同月、東京タワー・フードコートにラーメン専門業態「宇明家」オープン。
3 月、EXPO2005 AICHI JAPANN（愛・地球博）にピザーラエクスプレス出店。4
月、仙台フルキャストスタジアムに「ピザーラ・エクスプレス」出店。楽天イーグ
ルスチアリーダーをスポンサード。10 月、フォーシーズのファーストフード事業部
を分社化 FOUR SEEDS FOODS EXPRESS 設立。
3 月、ピザーラオリジナルキャラクター「ピザーラくんとトッピングス」登場。4 月、
女子プロボウリング「P★リーグ」発足、ピザーラがスポンサード。10 月、こども
のためのこどもの街「キッザニア東京」に”ピザショップ”をテーマにしたパビリ
オンを出展。12 月、苗場プリンスホテル内日帰りスキーセンター「N-Plateau（エ
ヌ・プラトー）
」オープン。FFE が同施設内フードコートを総合プロデュース。
3 月、
「とろーりチーズのよくばりピザ」
「こだわりのピザシリーズ」発売。4 月、新
丸の内ビル、丸の内ハウス内に新業態「ソバキチ」オープン。7 月、軽井沢プリン
ス”味の街”内に「軽井沢フラットブレッズ」、
「Crepe de Paris（クレープ ド パ
リ）」オープン。同月、タカラトミー社コラボゲーム「ドキドキトッピング」発売。
10 月、東京都中央区に「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション ラボラトワー
ル」パティスリー工場を新設。11 月「ミシュランガイド東京 2008」において、フォー
シーズ全業態で７つの星を獲得。
3 月、赤坂サカスにスペイン料理店「MODERN Catalan SPANISH“Bikini”」
オープン。同月、六本木「ハートランド」をリニューアルオープン。 4 月、渋谷に、
新業態「串かつ でんがな」1 号店オープン。同月、三井アウトレットパーク入間
に「宮武讃岐製麺所」オープン。同月、テレビドラマとの初コラボピザ「ピザーラ・
ルーキーズ」発売。5 月、デリバリー新業態「Viva Paella」1 号店オープン。8 月、
渋谷マークシティに「Catalan SPANISH “Bikini TAPA”」オープン。同月、
東京都美術館開催の「フェルメール展」にて、ジョエル・ロブションの限定スイー
ツＢＯＸを発売。10 月、東京タワー・フードコートに新業態 「Pink dot.PREMIUM
WAFFLE&ORGANIC COFFEE」、「鉄板グリル 洋食デミランチ」をオープン。11
月、
「ミシュランガイド東京 2009」において、合計 9 つの星を獲得。
2 月、四谷に新業態「鉄板酒場 鐡一」オープン。3 月、子供のためのお仕事タウン
「キッザニア甲子園」に“ピザショップ”をテーマとしたパビリオンを出店。6 月、
ニコニコ動画とのコラボピザ「夏のスパイシーカレー」発売。9 月、丸の内ブリッ
クスクエアにカフェを併設した新業態「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション」
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オープン。4 月、ジャパンフリトレー社コラボ商品「ドリトス ニュースパイシーイ
タリアーナ味」、東洋水産社コラボ商品「ピザーラ焼きそば ニュースパイシーイタ
リアーナ味」発売。11 月、
「ミシュランガイド東京 2010」において、合計８つの星
を獲得。
3 月、宅配パエリア「Viva Paella」100 店舗開業。5 月、渋谷に新業態「鉄板焼バル・
ダイナーBACHI」オープン。6 月、ルミネエスト新宿店に新業態「ザ・ステーショ
ングリル」オープン。10 月、浅草に「串かつでんがな」FC1 号店オープン。同月、
COREDO 室町に新業態「Bikini Picar」オープン。11 月「ミシュランガイト 東
京・横浜 2011」において、合計 8 つの星を獲得。12 月、宅配パエリア「Viva Paella」
200 店舗開業。フォーシーズグループ全体で 900 店舗開業。
3 月、神宮球場内に「ピザーラ・エクスプレス」
「pink dot」「鐵一」の３店舗をオー
プン。11 月、山崎製パン コラボ商品「グルメボックス（イタリアンバジル味・テ
リヤキチキン味）
」発売。同月、ルミネ新宿店に新業態「華菜樓」オープン。12 月、
TV バラエティ ピラメキーノ・コラボピザ「ピザメキーノ」発売。12 月「ミシュラ
ンガイト 東京・横浜・湘南 2012」において、合計 7 つの星を獲得。
4 月、新東名高速道路「NEOPASA 清水」内フードコートオープン、新業態「明洞
食堂」含む６業態を運営。同月、渋谷ヒカリエ内 ShinQs にロブション初のパン専
門店「ル パン ドゥ ジョエル・ロブション」オープン。5 月、東京スカイツリータ
ウン・ソラマチ内に「クア・アイナ」
「宮武讃岐製麺所」オープン。8 月、赤羽に新
業態「やきとん あさちゃん」1 号店オープン。12 月「ミシュランガイト 東京・横
浜・湘南 2013」において、合計 7 つの星を獲得。
3 月、甲子園球場内野席・外野席に「ピザーラ・エクスプレス」オープン。同月、大
阪梅田に「串かつ でんがな」がオープンし関西初進出。 6 月、あべのハルカスに
「大かまど飯 寅福」がオープン。7 月、横浜ランドマークタワーに居酒屋業態「う
どん宮武」がオープン。 11 月、
「宮武讃岐うどん」タイ 1 号店がバンコク サイア
ムパラゴンにオープン。12 月「ミシュランガイド東京・横浜・湘南 2014」におい
て合計 7 つの星を獲得。
1 月、新宿アイランドタワーに大人のダイニング「THE SAKURA DINING TOKYO」
オープン。3 月、常磐自動車道 Pasar 守谷に「守谷ベーカリー」オープン。 同月、
「串かつ でんがな」50 店舗突破。8 月、新豊洲の MIFA Football Park に「MIFA
Football Cafe」オープン。10 月、「クア・アイナ」
イギリス１号店が LONDON Goodge
Street にオープン。 11 月、鳥栖プレミアム・アウトレットに「土鍋パスタ SPALA」
オープン。12 月、「ミシュランガイド東京 2015」において合計 7 つの星を獲得。
1 月、両国国技館に「お食事・蕎麦処 雷電」オープン。同月、御殿場プレミアム・
アウトレットに「トラットリア ターヴォラ」オープン。 3 月、東京ドームと中山
競馬場に「ピザーラ・エクスプレス」オープン。同月、「宮武讃岐うどん」タイ 2 号
店がバンコク エムクオーティエにオープン。 4 月、酒々井プレミアム・アウトレッ
トに「ジョンズ グリル」オープン。6 月、
「宮武讃岐うどん」タイ 3 号店がバンコ
ク エンパイアタワーにオープン。 7 月、常磐自動車道 Pasar 守谷に「寅福 守谷食
堂」オープン。8 月、ナゴヤドームに「ピザーラ・エクスプレス」オープン。 同月、
「宮武讃岐うどん」タイ 4 号店がバンコク セントラルウエストゲートにオープン。
10 月、東武池袋にスペイン業態「BIkini medi」オープン。 11 月、ららぽーと
EXPOCITY に「讃岐うどん まごころ」、
「クア・アイナ」オープン。12 月ミシュラ
ンガイド東京 2016」において合計 7 つの星を獲得。
以上
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３．会社組織図
別紙のとおり

２０２２年３月２５日現在

４．役員一覧
２０２２年３月２５日現在
代表取締役会長兼ＣＥＯ 浅野 秀則
代表取締役社長
浅野 幸子
取締役筆頭副社長
馬場 伸宏
取締役副社長
佐久間 正行
取締役副社長
高橋 正典
取締役副社長
齊藤 竜太郎
専務取締役
北條 秀和
取締役専務執行役員
干田 真珠子
取締役専務執行役員
五月女 弘史
取締役専務執行役員
浦沢 次郎
監査役
船橋 茂紀
５．直近３事業年度の貸借対照表および損益計算書
別紙貸借対照表及び損益計算書のとおり
６．売上・出店状況
１）全店売上高推移
２０１９年１１月期
２０２０年１１月期
２０２１年１１月期

全店売上
３７，６９６
４６，０２６
４５，３０８

FC 加盟店舗
２２，７９８
２８，４９０
２８，４２０

全店舗
５２９
５２９
５３５

FC 加盟店舗
３０７
３１５
３３４

（単位百万円）
直営店舗
１４，８９８
１７，５３６
１６，８８８

２）店舗数推移
２０１９年１１月期
２０２０年１１月期
２０２１年１１月期

直営店舗
２２２
２１４
２０１

７．加盟者の店舗に関する事項
１）直近３事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数
年 度
新規に営業を開始した加盟者の店舗数
２０１９年１１月期
９店舗
２０２０年１１月期
１店舗
２０２１年１１月期
１店舗
２）直近３事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数
年 度
契約を中途で終了した加盟者の店舗数
２０１９年１２月期
１１店舗
２０２０年１１月期
２店舗
２０２１年１１月期
０店舗

5

３）直近３事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新さ
れなかった契約に係る加盟者の店舗数
年 度
更新された加盟者の
更新されなかった加盟者の
店舗数
店舗数
２０１９年１１月期
６６店舗
３店舗
２０２０年１１月期
６店舗
１店舗
２０２１年１１月期
３店舗
０店舗
８．訴訟件数
直近５事業年度の各事業年度内に加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの
件数及び当社より提起した訴えの件数
年 度
加盟者または加盟者であった
当社より提起した訴えの
者から提起された訴えの件数
件数
２０１７年１１月期
０件
０件
２０１８年１１月期
０件
０件
２０１９年１１月期
０件
０件
２０２０年１１月期
０件
０件
２０２１年１１月期
０件
０件
９．加盟者の店舗のうち、立地条件が類似するものの直近の３事業年度の収支に関する事
項

別添のとおり
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第２部

フランチャイズ契約の要点

１．契約の名称
ピザーラ・エントリーシステム
２．売上・収益予測についての説明
ありません
３．加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
種 類
加盟金

保証金

備品代金

徴収金額（税別）
（１）ピザーラ営業につき
２００万円（２号店以降の
場合は半額）
（２）併設する営業につき
５０万円（２号店以降の場
合は半額）
（１）ピザーラ営業につき
２００万円（非課税）
（２）併設する営業につき
３０万円（非課税）
約３００万円
（標準店舗の場合）

金銭の性質
加盟審査・出店調
査・各種企画立案業
務の対価

徴収時期
正式契約締結時

徴収方法・返還条件
一括現金振込
返還しない

フランチャイジーの
本部に対する債務
一切の担保

正式契約締結時

一括現金振込
契約終了・債務完済後
３ヶ月以内に返還

初回請求時

一括現金振込
返還しない

初回請求時

一括現金振込
返還しない

設計監修費

約４５万円
（標準店舗の場合）

看板・ユニフォー
ム・調理用具その他
の備品の代価
店舗設計監理業務
の対価

研修費

約３０万円
（標準期間の場合）

開店前本部研修の
対価

初回請求時

一括現金振込
返還しない

開業諸経費

約２０万円
（標準店舗の場合）

初回請求時

一括現金振込
返還しない

システム費

約５５万円
（標準店舗の場合）

開店時の指導、及
び、アルバイト募集
業務の対価
システム導入業務の
対価

初回請求時

一括現金振込
返還しない

※この他に、指定業者に対して支払う内装・空調設備・厨房機器・車両その他の費用が必要
となります（約１５００万円～。一部リース可）
。
※店舗取得費用は含まれておりません。
４．オープンアカウント、売上金等の送金
オープンアカウントは実施していません
５．オープンアカウント、金銭の貸付・貸付のあっせん等の与信利率
オープンアカウントは実施していません
６．加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
１）加盟者に販売又はあっせんする商品の種類
原材料、包装資材、広告・販売促進資材、備品、機械器具その他消耗品など
尚、上記商品、受託販売、サービスの種類は変更することがあります。
２）商品等の供給条件
本部委託物流会社により食材及び包装資材の２物流にて対応致します。
３）配送日・時間・回数に関する事項
一部地域を除き、原則として食材は毎日、包装資材は週３回の配送になります。
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４）仕入先の推奨制度
加盟者が商品及び物品類の仕入れに当たっては、本部の定める基準により行うも
のとします。
５）発注方法
原則として店舗コンピューターによる発注となります。
６）売買代金の決済方法
毎月末締翌月末一括現金振込になります。
７）返品
原則として不良品以外の返品は受け付けません。
８）在庫管理等
加盟店毎に適正在庫にて管理していただきます。
９）販売方法
定められた細目に従い、商品を販売していただきます。
１０）商品の販売価格について
原則として定められた販売価格にて販売していただきます。
１１）許認可を要する商品
酒類など、官公庁の販売免許・許可などを必要とする商品の販売については、免
許・許可などなく対象商品の販売ができません。
７．経営の指導に関する事項
１）加盟に際しての研修等実施の有無
① 本部研修（本部における講義教育及び直営店舗における実地訓練、８週間）
② 開店支援（オープニングスタッフ派遣による開店支援、上限７日間）
③ 追加研修（本部研修により適格認定に至らない場合の補習、上限４週間）
２）加盟に際し行われる研修の内容
①本部研修（研修は、次の内容について講義と実技指導により、本部にて行います）
a.フランチャイズ・ビジネスの知識
b.フランチャイズ・システムについて
c.商品知識
d.ストアマネジメント
e.品質管理
f.接客サービス
g.クリンリネス
h.販売促進
i.在庫管理・発注管理
j.その他
②店舗実習（研修は本部の指定する店舗で次の内容について実習訓練を行います）
a.品質管理実習
b.接客サービス実習
c.クリンリネス実習
d.販売促進実習
e.在庫管理・発注管理実習
f.ストアオペレーション
g.その他
３）加盟店に対する継続的な経営指導の方法およびその実施回数
①巡回指導
本部からのスーパーバイザー随時派遣による商品管理・営業管理の調査・確認
及び指摘・指導並びに本部からの通達によるこれらの開発・改良
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②特別指導
加盟者の要請によるスーパーバイザーの臨時派遣（指導料加盟者負担）
③更生指導
本部が義務として課するスーパーバイザーの臨時派遣（指導料加盟者負担）
④オーナー等研修

フランチャイズ本部の求めにより、オーナー（フランチャイジーが個人の場
合はその本人、フランチャイジーが法人の場合はその支配株主又は過半数出
資者をいう）である個人又は代表者その他ピザーラ営業に責任を有する者に
対し行う研修
８．使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項
表

示

ピザーラ／PIZZA-LA
BRINGS THE BEST !
OPEN UP WITH YOUR SMILE
各種ピザ商品名称
ビバパエリア／VIVA PAELLA
ビバ／VIVA
各種パエリア商品名称
どん松
各種どん松商品名称

使用条件

目的外・指定外使用禁止、厳重管理、自己登録禁止、不争義務
目的外・指定外使用禁止、厳重管理、自己登録禁止、不争義務
目的外・指定外使用禁止、厳重管理、自己登録禁止、不争義務
目的外・指定外使用禁止、厳重管理、自己登録禁止、不争義務
目的外・指定外使用禁止、厳重管理、自己登録禁止、不争義務
目的外・指定外使用禁止、厳重管理、自己登録禁止、不争義務
目的外・指定外使用禁止、厳重管理、自己登録禁止、不争義務
目的外・指定外使用禁止、厳重管理、自己登録禁止、不争義務
目的外・指定外使用禁止、厳重管理、自己登録禁止、不争義務

開業日より契約終了までの間、契約書に記載された特定の店舗において加盟店経営
のためにのみ使用を許諾します。また、当社の定めるものについては、開業日より
契約終了日までの間使用を義務づけます。
９．契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項
１）契約期間
契約開始日から３年間
２）契約の更新の要件および手続き
期間満了６ヶ月前までに書面により合意更新を申し込み、かつ期間満了時におい
て以下の条件の全てに該当する場合に限り、更に３年間延長され、以降も同じです。
①加盟契約の違反・不履行が一度もないこと
②本部との間で締結した他の契約の違反・不履行が一度もないこと
③支払遅延残債務がないこと
④その時点における標準ピザーラ・エントリーシステム契約書に記名捺印すること
３）契約解除の条件および手続き
①期中解約
加盟者からの保証金返還請求権放棄による６ヶ月前の予告解約
②催告解除
本部の「警告書」による催告（２回目の「注意書」による催告を受けたとき又
は重大な契約違反の場合）を受けた後、直ちに是正しない場合、停止条件付契
約解除通知により、是正する最後の機会を与えた上、加盟契約を解除します。
③無催告解除
以下の事由の一に該当するときは、催告なくして、加盟契約を解除します。
a.差押・仮差押・仮処分・強制執行・競売申立・租税滞納処分
b.破産・民事再生・会社更生・特別清算の申立、任意整理手続の開始
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c.手形小切手の不渡処分、第三者への支払停止、その他信用状態の極度の悪化
d.営業停止・許認可取消の行政処分
e.自主営業停止、会社解散及び清算手続開始
f.信用維持、商標管理、秘密保持、営業専念、許可取得、反社会的勢力等の排除
に関する表明保証及び報告の各義務の一の違反
g.契約締結前に申告された加盟者、その代表者又は連帯保証人、ピザーラ営業に
責任を有する者及び店長候補者の職業、経歴、資格、能力、資質及び資力に事
実の相違が認められるとき、その他本部の合理的判断において契約締結前に認
識していたとすれば契約を締結しなかったであろう事情が判明したとき
h.本部又はフランチャイズシステムの社会的名誉信用の毀損その他信頼関係破壊
行為
i.民法第５４２条１項各号に定める事由に該当したとき
④当然終了事由
以下の事由の一に該当するときは、
解除通知なくして、
加盟契約は当然終了します。
a.加盟者の死亡
b.加盟者が会社合併又は会社分割により本部と競合する同業他社にピザーラ

営業を承継させたとき
c.譲渡禁止条項に違反して加盟契約上の地位又は加盟契約に基づく権利を第三者
に譲渡し、またピザーラ営業を第三者に譲渡、賃貸、委託又は再許諾したとき
d.加盟者又はその代表者が３０日以上本部との連絡を途絶させたとき
e.解除し得る要件がある場合に加盟者が２４時間以上本部との連絡を途絶させ
たとき
f.店舗の賃借権・所有権その他の利用権原を喪失したとき
４）契約解除によって生じる損害賠償の額または算定方法、その他義務の内容等
原状回復義務
自己の費用負担により、直ちに以下の措置を採ります（これを怠る場合は本部にお
いて加盟者の費用負担によりかかる措置をとることを加盟者は予め承諾するものと
します）
。
a.店舗における当該営業その他一切の営業活動を停止する
b.店舗に付した本件商標（看板を含む）を抹消する
c.本部が貸与した一切の物件を本部に返還する
d.本部の指示に従い、本件商標を含有する媒体の全て（複製物・複写物を含む。）
を本部に対し無償譲渡するか、又は破棄する
e.本部の指示に従い、本件情報を含有する記録媒体の全て（複製物・複写物を含
む。
）を本部に対し無償譲渡するか、又は破棄する

１０．加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項
種 類
ロイヤリティ

物品調達費

徴収金額（税別）
（１）ピザーラ営業の売上高
の２．５％又は１５万円のう
ちいずれか少ない方の金額、
及び（２）併設する営業の売
上高の２．５％（※）
指定額又は発注額

システム利用料

６.８万円
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金銭の性質
商標・経営ノウハウ使
用及び巡回指導の対価

徴収時期
毎月末締
翌月末

徴収方法
一括現金
振込

食材・包装材・広告販
促素材その他消耗品、
設備・機械器具の代
価・料金
コンピュータ・システ
ム使用の対価

毎月末締
翌月末

一括現金
振込

毎月末締
翌月末

一括現金
振込

広告宣伝負担金

営業地域及び経営規模に応じ
本部が算定した金額

本部が行う全体的宣伝
広告・販売促進費用の
受益者分担

毎月末締
翌月末

一括現金
振込

※顧客からの一注文中にピザーラ営業にかかる商品と併設する営業にかかる商品とが混在している
場合、その注文中にピザ又はパスタが含まれておらず、かつ、併設する営業の主力商品（ビバパエ
リア営業にあってはパエリア又はタパス、どん松営業にあっては丼ぶりをいう）が含まれていると
きはすべて併設する営業の売上とし、その他の場合はすべてピザーラ営業の売上とします。

１１．店舗の営業時間・営業日・休業日
原則として午前１１時から午前０時迄
年中無休
１２．テリトリー権の有無
独占地域
加盟者が加盟契約に基づきピザーラ営業を独占的に行う地域は、加盟者の店舗を中
心とする概ね半径１．５キロメートル以内の地域で本部が指定する地域とします。
但し、当該地域内におけるＪＲ私鉄各線各駅構内施設、空港施設、港湾施設、サー
ビスエリア、テーマパーク、ショッピングモール、公園その他不特定多数人が来集
する商業施設及び公共施設（以下「当該商業施設等」といいます）を除きます（以
下「独占地域」といいます。）。においては、本部は自ら直営店舗を出店せず、また
他の加盟者に対し営業地域として許諾しません。なお、当該商業施設等においては、
本部は、本部が開発した飲食料品をレストラン方式により消費者に小売りする業態
（以下「イートイン営業」といいます）に限り、自ら直営店舗を出店し、また他の
加盟者に対しイートイン営業を許諾することができます。但し、本部が当該商業施
設等へのイートイン営業の直営店舗を出店しない場合において、本部の定める期限
までに加盟者自らがイートイン営業のフランチャイズ店舗を出店することを確約し
たときは、加盟者に対しこれを許諾します。なお、ピザーラ営業の独占地域と併設
する営業の独占地域は同一とします。
１３．競業禁止義務の有無
１）加盟者は、加盟契約の期間中、ピザーラ営業の健全な経営に努め、その経営資源を
ピザーラ営業に集中するものとし、自ら又は第三者のため、ピザーラ営業以外の飲
食料品の宅配事業、本部の営業と競合する事業若しくはピザーラ営業の健全な経営
に影響を与える事業に従事してはならず、又は第三者をして従事させてはならない
ものとします。
２）理由の如何を問わず、加盟契約が終了した場合、加盟者は、加盟契約の終了後２年
間、許諾された地域（非独占地域を含みます。）及びその隣接市区町村において、自
ら又は第三者のため、飲食料品の宅配事業に従事してはならず、又は第三者をして
従事させてはならないものとします。
１４．守秘義務の有無
１）加盟者は、①加盟契約、その変更覚書、各種利用規約、別途貸与する各種マニュア
ル及び通達類その他の本部が発信した情報、②経営ノウハウ、経営指導内容、本フ
ランチャイズシステムの運営実態並びに本件店舗におけるピザーラ営業の状況その
他の非公知情報、③顧客名簿及び顧客情報、④本部が「秘密」である旨を指定して
加盟者に開示した情報、⑤その他加盟者が知り得た本部、本フランチャイズシステ
ム又はピザーラ営業に関する口頭であると文書によるとを問わない全ての情報（以
下「本件情報」といいます。）の秘密管理性・有用性・非公知性を十分に認識し、理
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由の如何を問わず、本件情報を第三者（①本件情報に業務上接する必要があり下記
の守秘誓約書に署名した加盟者の役員・従業員（派遣労働者を含む、以下同じ。
）②
加盟者が本件情報の分析検討のため依頼する弁護士・公認会計士・弁理士その他の
職業専門家、③その他加盟者に対し法律上の守秘義務を負うため本件情報の秘密が
保持されると合理的に信頼できる者を除きます。）に漏洩しないものとします。但し、
①開示の時点で既に公知である情報、②開示の後に加盟者の責に依らずして公知と
なった情報、及び③法令に基づき加盟者が開示を強制される情報を除きます。
２）加盟者は、本件情報に接する可能性がある加盟者の役員・従業員に対し、本件情報
につき誓約書による守秘義務を課し、その写し１部を本部に対し提出するものとし
ます。
３）加盟者の役員・従業員による本件情報の漏洩は加盟者の責による漏洩とみなします。
４）加盟者は、①本部より本件情報の返還を求められた場合、②本件情報の使用目的を
達した場合、③その他本件情報の使用を継続する必要性又は相当性を喪失した場合
は、直ちに、本部の指示に従い、本件情報を含有する文書、図画、磁気ディスクそ
の他の記録媒体の全て（複製物・複写物を含みます。
）を本部に対し返却するか、又
は破棄し、かかる処理後速やかにその証明資料を提出するものとします。
５）加盟者の秘密保持義務は、加盟契約の終了後も存続するものとします。
１５．店舗の構造と内外装についての特別義務
１）本部は、加盟者に対し、店舗の構造・内外装・看板・装飾その他の付帯設備の設計、
配置、仕様、規格、種類、数量、品等は別添店舗出店仕様書に記載のとおりとします。
２）店舗に設置する受注用電話番号の電話加入権は本部が保有し加盟者に貸与します。
３）本部は、店舗改良のため必要がある場合、加盟者の費用負担において、１）に定め
る付帯設備の設計、配置、仕様、規格、種類、数量、品等を変更又は更新を求めるこ
とができます。
１６．契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項等
損害賠償義務
加盟者は以下の違約金（違約金を超過する実損害があるときは実損害額）を支払
います。なお、フランチャイズシステムの運営機能阻害をきたすべき場合は加え
て保証金全額を違約罰として没収します。
a.信用維持義務又は許可取得義務違反
月額ロイヤルティ４８ヶ月分
b.商標管理義務又は秘密保持義務違反
月額ロイヤルティ３６ヶ月分
c.営業専念義務又は競業禁止義務違反
月額ロイヤルティ２４ヶ月分
d.その他の義務違反
月額ロイヤルティ ６ヶ月分
１７．事業活動上の損失に対する補償の有無内容等
補償制度はありません。
以上
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後記１．「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書
項目

頁数

フランチャイズ契約のご案内
ピザーラへの加盟を希望される方へ
第１部

株式会社フォーシーズとピザーラ・エントリーシステムについて

1

１．わが社の経営理念
２．本部の概要

1

社名・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種類
事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数・本部の子会社の
名称及び事業の種類・所属団体・沿革等
３．会社組織図

5

４．役員一覧

5

５．直近３事業年度の貸借対照表および損益計算書

5

６．売上・出店状況（直近３事業年度加盟店数の推移）

5

７．加盟者の店舗に関する事項

5

・直近３事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の
店舗数
・直近３事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数
・直近３事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の
店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数
８．訴訟件数

6

９．加盟者の店舗のうち、立地条件が類似するものの直近の３事業年度の収支に
関する事項

6

第２部

フランチャイズ契約の要点

7

１．契約の名称等
２．売上・収益予測についての説明

7

３．加盟に際してお支払い頂く金銭に関する事項

7

①金銭の額または算定方法、

②性質、

③お支払い頂く時期、

④お支払い頂く方法、

⑤当該金銭の返還の有無及び条件
４．オープンアカウント等の送金

7

５．オープンアカウント等の与信利率

7

６．加盟者に対する商品の販売条件に関する事項

7

①加盟者に販売又はあっせんする商品の種類
②商品等の供給条件、

③配送日・時間・回数に関する事項、

④仕入先の推奨制度、

⑤発注方法、

⑥売買代金の決済方法、

⑦返品、

⑧在庫管理等、

⑨販売方法

⑩商品の販売価格について
⑪許認可を要する商品の販売について
７．経営の指導に関する事項

8

８．使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項

9

９．契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項

9

①契約期間、

②契約の更新の条件及び手続き

③契約解除の条件及び手続き
④契約解除によって生じる損害賠償の額又は算定方法等

確認チェック
をご記入ください。

項目

頁数

１０．加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項
①金銭の額又は算定方法、

確認チェック
をご記入ください。

10

②その他徴収する金銭があれば記入

１１．店舗の営業時間・営業日・休業日

11

１２．テリトリー権の有無

11

１３．競業禁止義務有無

11

１４．守秘義務の有無

11

１５．店舗の構造と内外装についての特別義務

12

１６．契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項など

12

１７．事業活動上の損失に対する補償の有無内容など

12

後記１．「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書
後記２．中小企業庁リーフレット（別添）
後記３．中小小売商業振興法及び中小小売商業振興法施行規則抜粋（別添）
後記４．フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方（別添）

年

月

日

私（加盟希望者）は2022年3月25日作成「フランチャイズ契約の要点と概説」を用いて、フランチャイズ契約に関す
る上記全ての項目について下記の説明担当者より説明を受け、理解しました。また、自らの理解のもと確認チェック
の欄にを記入しました。
加盟希望者
会社名（法人の場合）

印

役職名（法人の場合）

印

氏名

印印

氏名

印印

株式会社フォーシーズ説明担当者

この説明確認書は2部作成し、1部を控えとして保管してください。

