
移動販売ビジネスのご紹介

株式会社 エヌステージ

httpｓ://n--stage.com/



まず初めに

移動販売車で、軽バン・軽トラックタイプの4ナンバーや、トラックタイプの1ナンバーは

違法改造車です。

元々他社様のフランチャイズに加盟されていたオーナー様が弊社へ移籍された際に教え
てくださったのですが、4ナンバーのままのキッチンカーでは保険が下りなかったそうで、
そういった事例が多数ございます。

弊社の車は、全て8ナンバーへの構造変更を済ませております。

移動販売の開業をご検討されている皆様

1度、そのキッチンカーのナンバーの数字をご確認ください。



移動販売 EDEL café 会社概要
社名

代表取締役

創業・設立

本社

本店

TEL/FAX

URL

E-mail

業務内容

株式会社 エヌステージ

松下 卓矢

創業2017年3月25日 設立2020年2月10日

三重県志摩市阿児町甲賀3110-4 F2

三重県志摩市阿児町甲賀3110-4

0599-77-6508/0599-77-6144

http://n--stage.com/

info@n--stage.com

屋台、車両等による飲食物の移動販売

飲食店経営

FC店の加盟募集及び指導業務

イベントに関する情報提供サービス

出店場所に関する情報提供サービス



移動販売 EDEL Café メニュー

【その他メニュー】
・タピオカ
・たこ焼き
・イカ焼き

・ベビーカステラ
・焼き鳥

・ソフトクリーム 等



当店人気メニュー

自家製の生チョコを使用したクレープが
一番人気です！

手間を惜しまず作った、当店自慢の
生チョコを使用した看板メニューの
クレープ。リピート率が非常に高く
絶大な支持を頂いております！



移動販売 EDEL Café 出店例

志摩地中海村

波切
わらじまつり

浜島
夏祭り

出店実績

※通常出店
・ショッピングモール
・スーパーマーケット
・ホームセンター
・ドラッグストアー
・観光地
・パチンコ店
etc

※イベント出店
・カーディーラー
・ビーチスポーツ

（マリンスポーツ）
etc

※お祭り系
・花火大会
・マリンイベント
・フェリー・イベント
・地域のお祭り
・ドッグイベント
etc

※その他多数あり



車両価格と制作の流れ

①好きな車をお選び下さい。1.5～2トンがおススメです。
普通自動車が運転できる方なら大丈夫！

②外装のカラーや内装を一緒に決めていきましょう！！

③車の制作に納期３か月程度お時間かかります！！
その間、オープンに向け準備しましょう

④ついに納車です！！
オープン後、わからないこと・心配なことがあればフォローします！！

※内装として取り付けていただく機材により価格変動します。
車両は、当社が提携している車屋に依頼し作製させていただきます。

軽トラック
￥２５０万円～

２トントラック
￥３８０万円～

※この写真は
２トントラックですが
1.5トントラックも選択可



車両製作例

軽バンタイプ
230万円～

軽トラックタイプ
300万円～

トラックタイプ
（1.5トンor2トン）

※写真は1.5トンです
410万円～



トレーラータイプ
380万円～

※半導体等の影響により
ベース車体の値段が
上がっています。

その時の車両の仕入れ値により
価格の変動があります。



クイックデリバリータイプ
480万円～

軽バンタイプなら50万円～
軽トラックなら100万円～

トラックタイプなら 250万円～

リースプランにて購入可能です！
本当にお安く始められるので

必見です！！



キッチントレーラー

世界初！伸縮タイプのキッチントレーラー！

折りたためば軽バンサイズなのに
伸ばせばトラックサイズになります。

このトレーラーが購入できるのは弊社だけ！

弊社の連携車屋が独自で1から部品を作り
完全オリジナルで製作しています。

是非一度説明会へご参加ください。
詳しくご説明させていただきます！



車両内装例

トラックタイプ クイックデリバリータイプ



新プラン導入開始台数限定

軽バンタイプのキッチンカー！！

通常２００万円（税別）のところ５０万円（税別）で開業可能に！！

低資金で開業できるため、ローンを組む必要がない！
ローンが少ないのでリスクもない

１ヵ月で５０万円を回収することが出来るので心配なし！！

リスクゼロといっても過言ではない。そんなお得プランです。

Qなぜ５０万円で開業できるの？

A初めに５０万円をお支払い頂き
残りの１５０万円を毎月売上の数％をお支払い頂く
システムだからです。

５０万

１５０万

初めに
お支払い

毎月の売上
から返済

返済が２００万円に達したらお支払い終了
となります！！



移動販売 費用について（研修）

新規開業支援パック 研修費用（３０万円）税別＋車両代
※車両価格は改造内容、年式、オプション等により変動あり

研修内容 開業前に４～１０日程研修を受講していただきます！！

①メインメニューのクレープ・カフェの技術研修

②本店での実践研修
本社は移動販売と店舗両方経営しているので必要に応じてゆっくり研修していただきます。

③経営管理の研修
→出店先での出店の仕方なども教え致します。

④出店先獲得のための営業研修、出店場所の紹介も致します。



開業セット
※開業するのに必要な機材は、全て車両費に含まれております。

①車両 ⑥キッチン部分
の照明

②冷蔵庫
（台下冷凍冷蔵庫）

⑦車両内
コンセント

⑤作業台

⑧車両外
コンセント

③冷凍庫
（ストッカー）

⑨換気扇

④シンク

※バックモニター・ETC車載機・発電機・サブバッテリー等はオプションにてお付けすることが出来ます

走行中の電気が使えない時、コ
ンセントに繋いでいなくても電気
を使うことのできる機械です。

冷蔵庫を動かすときにあると便利
なのでおススメです。



移動販売 EDEL Caféの魅力

出店場所・時間・販売方法のご指導をいたします

出店場所はご紹介いたしますがオーナー様が自力で出店先を確保できるようにサポートします。

ご希望があれば、食材や消耗品があればこちらから提供します

販売いただく食品・飲料・消耗品については、ご希望があれば当社より販売
させていただきます。

その他の支援

販売車両の保健所の許可申請所が可能な状態でお客様に納車いたします。またご希望により
ホームページの作成、法人設立のご相談、日本政策金融公庫などの公的金融機関への開業
資金融資のご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。



移動販売EDEL Caféの魅力

EDEL Caféの５つの魅力

①業務用冷蔵庫やストッカーを完備することにより衛生面をきっちりサポート致します。

②EDEL Caféブランドの生チョコを販売させて頂きます。（大人気！）

③希望があればＨＰ作成やロゴマーク作成も致します。

④出店場所をご紹介致します。

⑤分からない事がありましたらバックアップ致します。



移動販売の魅力

①売り場の移動できる

常に同じ場所にある店舗とは違い、移動販売は売り場の移動ができます。
売れない場所は当然ありますので、人の多い場所・売れる場所を求めて
常に新しい場所へ移動していくことが可能です

②宣伝力が強い
店舗とは違い致道販売はスーパーやホームセンター等で出店する為スーパーに買い物に来た
お客様の目に留まります。そして色んな方に認知して頂けます。

③口コミがおこりやすい
常に同じ場所にいるわけではないので、次いつ買えるかわからない、という付加価値をつけることが出来ます。

④固定費が抑えられる

店舗の家賃に比べ、出店料は安く抑えられます。



移動販売の魅力

⑤時間が自由

店舗と違い、定休日→〇曜日、営業時間→〇時～〇時といった取り決めをしなくていいのが
移動販売のメリットです。スケジュール等を自己管理できる為、生活に合わせて自由に働けます。
家賃等の固定費もないので、長期休暇も負担になりません。

⑥人件費がかからない

店舗と違いお客様の食べ物を片付けたり洗ったりという作業が必要ない為、従業員を削減出来き
人件費の負担が減ります。

⑦お客様との距離が近くありがとうが多い

移動販売は店舗よりお客様との距離が近い為、商品をお渡しする際、笑顔で、ありがとう、と
言ってもらえることが多いです。



移動販売事業のデメリット

①売り上げは天候に左右される（晴れ、雨、風、気温）ため収入が安定しない。

②家から出店場所へ向かう為の移動がかかってしまう。

③新しく営業を確保し、常に移動していく必要がある。。

④店舗に比べると車両が広くない為、多数のアイテムは販売出来ない。

⑤車両トラブルがあると営業ができない。

⑥店舗と違い常に同じ場所に居るわけではないので、お客様に探してもらいにくい。

もちろんメリットばかりではありません。デメリットも当然ございます。



店舗と移動販売の違い
店舗と移動販売を両方しているEDEL Caféだからこそどちらのメリット、デメリットも
多くお伝えすることが出来ます。少しでも気になる点があればお問合せ下さい。

店舗 移動販売

常に同じ場所にある為移動できない。

固定費がかかる。

お客様に認知されにくい
近くを通った人の目にしか留まらない。

常に移動出来る。

出展料のみで固定費はかからない。

お客様から認知されやすい。
スーパーに買い物に来られた方の
目にも留まる為。

プロ（法人）向けのハイリスクビジネス！！ 初心者向け（個人）でも安心ローリスクビジネス！！



資金調達実績

オーナ様の資金調達をサポートさせていただきます

Aさんの場合

Bさんの場合

調達先 ： 日本政策金融公庫
自己資金 ： 300万円

調達先 ： 銀行系創業支援融資
自己資金 ： １５０万円

100万円の資金調達

１５０万円の資金調達

※あくまで実績であり、融資が受けられることを保証するものではありません。
詳しくは本部までお問合せください。



出店の種類

①通常出店

①スーパーやホームセンター、イベント等へ出店します。
ほとんどの出店がこの通常出店となります。

②買取出店

③売上保証出店

②依頼主様からクレープ１００食００円と依頼を頂きその依頼数分を依頼金額で
買い取って頂く出店方法です。

③依頼主様から５万円で、と保証を頂き出店を行い、その日の実際の売上が４万円で
あった場合、足りない１万円を依頼主様にご負担頂く出店方法です。



移動販売
～実際どの位売れて、どの位儲かるのか～

【収入】 【支出】

売上 １日 平日３万～６万円
土日５万～２０万円

※月１０日の休みで
１か月 ８０万～２６０万円
（平日 ３０万～６０万円

土日 ５０万～２００万円）の
実績があります。

原価…２５％程度
出店料…場所により異なる
ガソリン代…車両により異なる

※売り上げを保証するものではなく
当店の過去の実績からの
算出となります。



移動販売のQ＆A
Q 移動販売を始めるのに必要な資格は？
A 食品衛生責任者の資格と各都道府県の営業許可書があれば始められます。
（営業開始までにPL保険等の加入をおすすめしております。）

Q 車両を納品後すぐに営業できるのか？
A 冷蔵庫等の設備やクレープの焼き台（ガスor電気）等全て車両に設置した状態でお渡し

させていただきますので納品後すぐに始められます。

Q 出店場所は？
A 出店場所は本部よりご紹介させて頂くことも可能です。また、オーナー様がご自身で出店

場所を確保して頂けるように出店交渉の仕方も教えさせて頂きます。
※個人事業の方が出来ない店舗の場合は、代わりに本部の方で契約交渉させて頂くことも

可能です

Q 出店場所の費用は？
A 出店場所によって異なります。スーパー等では売上の１０％～３０％、ショッピングモール等では

１５００円～５０００円が相場です。イベント出店では買取（１日１００食００円）、売上保証（５万円保証
で実際の売上が４万円であった場合依頼主に１万円負担して頂く）の２パターンが多いです。



移動販売 開業までの流れ
EDEL Caféは独立開業支援を目的としており高額の開業費用は要しません。

①お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはメール
お電話（0599-77-6508)などで
お問い合わせ下さい。

②相談
メール、電話にて質問等ありましたら
詳細を説明させて頂きます。

③ご契約
契約について説明後、２週間以内に
ご入金いただき契約成立となります。

④車両打ち合わせ
内装を一緒に考えましょう。

⑤研修、保健所許可申請
開業前に４～１０日間の研修を
受講していただきます。

⑥営業開始（デビュー）
いよいよOPENです。共にがんばりましょう！
開業後もあらゆる面でサポートします。
出店先も紹介するのでご安心を！



移動販売をお考えの皆さまへ

はじめまして。
株式会社 エヌステージ
代表取締役 松下卓矢と申します。

この度は、数ある中から
EDEL caféの
資料請求をしていただき
誠にありがとうございます。

資料をお読みになった上で
ご不明点・ご質問等ございましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ。
説明会等も、設けておりますので
是非ともご参加ください。

皆様にお会いできることを
心より楽しみにしております。

株式会社 エヌステージ
代表取締役 松下卓矢


