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◇コムズ全体テーマ

『コムズ店に関わる方全ての人の「柔軟な働き方」
を実現しながら、世の中をHAPPYに！』

◇オーナー様向けメッセージ

『内職市場は、時間の有効活用で新たな収益を得て、
今まで以上に有意義な生活を送るためのお手伝いをします』
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コムズ店の社会意義

日本全国の人口減少が加速する中、日本の人々が「多様な働き方」を実現し、生産的な活動を行うことが
できる社会を実現する、その結果として、強い社会構造を作り出すことができると考えています。

政府提唱の『働き方改革』における
重要テーマ「柔軟な働き方」を
推進する新しい取組です。

オーナー様に販売頂くサービスを通して、
多くの方々に自宅にいながらでも

お仕事ができる環境を構築します。

※参照：http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20170223-OYT8T50058.html

顧客 オーナー 会員

「生産性の向上」 「柔軟な働き方」 「柔軟、且つ場所を
選ばない働き方」
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内職市場について

全国37店舗
展開中
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＜会社概要＞
社名 株式会社内職市場（Naisyokuichiba, Inc.）
所在地 本社：愛知県春日井市下原町椎ノ木 2233番地

東京営業所：東京都千代田区内幸町2-2-3 日比谷国際ビル1F
代表取締役 作野 薫
資本金 8,325万円
主要株主 株式会社ユニメディア
設立 2006年 8月



内職市場店舗について

内職市場本店（愛知県春日井市）

北海道 −
東北 −

関東

いたこ店
前橋元総社店
さいたま大宮店
埼玉伊奈町店

甲信越 −

東海

各務原うぬま店
各務原そはら店
美濃焼団地店 【直営店】
多治見南店 【直営店】
一宮下沼店
一宮木曽川インター店
犬山楽田店 【直営店】
犬山駅前店 【直営店】
岡崎北店
尾張旭しもい店
尾張旭店 【直営店】
春日井本店 【直営店】
春日井宮町店
春日井岩野店
小牧流通センター店
瀬戸⻑根店
知立店
津島橘店
津島店
東海市富木島店
豊田浄水店
名古屋北店
名古屋なるみ店
名四大高店
みよし店
⻲山川崎店
鈴鹿店

北陸 金沢南店

近畿 大津店
豊岡店

中国・四国 島根浜田店
福山北店

九州・沖縄 大分羽屋店

店舗一覧（直営店／フランチャイズ店含む）
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コムズ店の業務概要

コムズ店のオーナー様には、大きく2つの業務を行っていただきます。
1つ目は「サービスの販売」、2つ目は「サボたん会員の募集」です。

＜サービス販売＞
販売ターゲット：個人事業主、中小企業経営者 等
販売サービス ：アウトソーシング作業全般

本部から提供させて頂くサービスは、「時代の流れ」
「競合性」「ビジネススキーム」という観点において、
他社との差別化を行うことが可能なサービスです。

オーナー様には、お客様候補の所へ出向いて、サービスを
ご販売頂く流れとなります。
※詳細別項

＜サボたん会員の募集＞
サボたんとは、ネットを通じて様々なお仕事を会員の方に
行って頂くことで、会員がどこにいてもお金を稼ぐことが
できるようになるインターネットサービスです。

オーナー様の身近な方にご登録頂き、多くの地域の方に
本部から提供させて頂くお仕事をお任せしたいと考えて
おります。

販売マージン収入 サイト運営手数料収入
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コムズ店オーナー様の収益基盤

コムズ店のオーナー様には、大きく2つの業務を行っていただきますが、その中で、収益基盤は大きく
4つに分かれます。

①コムズ店サービスの直接販売
→オーナー様がコムズ店サービスをお客様に直接ご販売頂くことにより、サービスに

応じて所定のマージンをオーナー様にお支払致します。

②コムズ店本部取次サービスの紹介
→オーナー様が本部提供のサービスを取り次いで頂くことで、オーナー様は特に手間を

かけることなく、キックバックマージンがオーナー様に支払われます。

③コムズ店サービス販売の為の企業情報取材
→コムズ店サービスをご販売頂くきっかけを作る為、本部と連携して、企業情報の取材を

行って頂くことで、所定の取材手数料をオーナー様にお支払致します。

④サボたん会員の集客
→オーナー様にサボたんの会員を集客頂き、その会員が作業を行った場合、

オーナー様には所定の収益が入ります。
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収益シミュレーション ∼パターン1

【売上】
①コムズ店サービス売上 ：50,000円（顧客5件×10,000円）
②本部取次案件キックバック ：15,000円（300,000円×5％）
③コムズ店取材売上 ：45,000円（15件×3,000円）
④サボたん収益 ：50,000円（会員10人×5,000円）

小計 ：145,000円

【変動原価】
コムズ店サービス原価 ：30,000円
会員様支払い費用 ：15,000円（50,000円×30％）

※作業単価の会員様付与を30％にした場合）
サボたん利用料 ：17,500円（50,000円×35％）
ロイヤリティ ：4,000円

小計 ：66,500円

【固定費用】
月額費用 ：20,000円

収益合計 ：63,500円
＜想定所要時間＞
・顧客取材15件＝15時間
・サービス販売5件＝7.5時間
・会員集客10人＝3時間

合計25.5時間

以下は、一般的なオーナー様の1ヶ月の収益シミュレーションです。

※源泉徴収等は上記に含まれておりません。

8



収益シミュレーション ∼パターン2

【売上】
①コムズ店サービス売上 ：100,000円（顧客10件×10,000円）
②本部取次案件キックバック ：50,000円（1,000,000円×5％）
③コムズ店取材売上 ：90,000円（30件×3,000円）
④サボたん収益 ：100,000円（会員20人×5,000円）

小計 ：340,000円

【変動原価】
コムズ店サービス原価 ：60,000円
会員様支払い費用 ：30,000円（100,000円×30％）

※作業単価の会員様付与を30％にした場合）
サボたん利用料 ：35,000円（100,000円×35％）
ロイヤリティ ：8,000円

小計 ：133,000円

【固定費用】
月額費用 ：20,000円

収益合計 ：187,000円
＜想定所要時間＞
・顧客取材30件＝30時間
・サービス販売10件＝15時間（作業時間含む）
・会員集客20人＝6時間

合計51時間

以下は、積極的に取り組んだオーナー様の1ヶ月の収益シミュレーションです。

※源泉徴収等は上記に含まれておりません。
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サボたんについて

クラウドソーシングサイトである「サボたん」
とは、インターネットを経由して、サイト上で
お仕事ができる「デジタル版の内職」です。

どなたでもできるような「カンタンなお仕事」
を掲載しています。

お仕事をして頂いた会員様には、もちろん
作業報酬がお支払されます。（登録無料）

＜掲載されているお仕事例＞
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コムズ店サービス概要
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収益拡大コストダウン

データ入力代行
サービス

スキャン代行
サービス

軽作業請負サービス
（梱包、発送等）

テレアポ代行
サービス

フォーム営業
代行サービス

名刺管理サービス
「MEiSiL（メイシル）」

アウトソーシングサービス

WEBサービス

コムズ店オーナーは、お客様にとって『気軽に頼めるアウトソーシング屋さん』です。

ソリューション
サポート（無料）

本部取次

本部取次

本部取次

デジタル化サポート
「書類一括整理サービス」 ※本部取次について

本部取次とは、お客様がサービスをご希望
の際に、本部がオーナー様に代わり営業活動を
行い、受託した場合は、キックバックマージン
（受注額の5％）をオーナー様にお支払する
サービスです。



コムズ店サービス販売施策について

コムズ店サービスをオーナー様が身近なお客様に販売しやすくする為、本部が、お客様との接点を
サポート致します。（コムズ店収益の③に該当します）

本部

お客様 オーナー

＜本部運営企業情報サイト＞
①HPよりアプローチ

②メール返信

③企業情報サイトを紹介し取材

④取材情報
を本部へ通知

⑤取材内容
を掲載

①企業情報を掲載し、
顧客の集客をサポート

②企業課題を掲載し、
課題解決のソリューションを斡旋

本部は、広告収益等にて収益化を行います。取材内容は決まっております。
取材を1社行って頂く毎に
＠3,000円をオーナー様にお支払します

本アプローチをきっかけに、顧客との
接点を持ち、コムズ店サービスの紹介
を行ってください。 超重要

お客様に、必ず本部提供のチラシを
配布してください。

約500件
※初月のみ実施
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費用／契約について
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金額（税抜）金額（税抜）金額（税抜）金額（税抜） 備考備考備考備考

加盟金加盟金加盟金加盟金 0円 −

初期費用初期費用初期費用初期費用 0円 −

月額月額月額月額 20,000円 ・システム利用料
・サボたん問い合わせ代行

更新費用更新費用更新費用更新費用 0円 −

ロイヤリティロイヤリティロイヤリティロイヤリティ ・ロイヤリティ①：コムズ店サービス1ヵ月売上の8%
・ロイヤリティ②：サボたんにおける1ヶ月売上の35％

・商標利用料
・広告宣伝活動等の負担金
・内職市場コムズ運営の負担金

サービス原価サービス原価サービス原価サービス原価 サービス毎に異なります 販売価格の60％前後が目安です。
※サボたんロイヤリティ含む

保証金保証金保証金保証金 100,000円 加盟時にご入金頂きます。
加盟契約終了時に返金致します。

内容内容内容内容 備考備考備考備考

契約期間契約期間契約期間契約期間 6ヶ月間

◆諸費用

◆その他契約について



オーナー様への入金について

本部お客様 オーナー

決済会社

※クラウドPOS＆クレジット端末

①販売金額決済

販売

②入金
管理

③入金

本部→オーナー様入金詳細

・支払い頻度 ：月1回
・支払いサイクル ：月末締め翌月末入金（30日サイト）
・入金内訳 ：①コムズ店サービスマージン「販売金額－（売上マージン8％＋サービス毎所定原価）」

②コムズ店本部取次サービス キックバックマージン
③企業情報サイト取材費用
④サボたん収益

オーナー様の収益は、全て本部にて算出の上、オーナー様への入金処理を行います。

コムズ店サービスをご販売頂いた際の金流は以下となります。
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※月額費用は、上記とは別途



他社フランチャイズ比較

コムズ店コムズ店コムズ店コムズ店 コンビニコンビニコンビニコンビニFFFF社社社社
（小売業）（小売業）（小売業）（小売業）

家事代行家事代行家事代行家事代行CCCC社社社社
（サービス業）（サービス業）（サービス業）（サービス業）

おそうじ本舗おそうじ本舗おそうじ本舗おそうじ本舗
（サービス業）（サービス業）（サービス業）（サービス業）

加盟金加盟金加盟金加盟金 0円 50万円 50万円 20万円

初期費用初期費用初期費用初期費用 0円

・開店準備手数料100万円
・元入金150万円

合計250万円

・研修費15万円
・HP制作費5万円
・用具費2万円

合計22万円

・研修・講習費44万円
・機材費155万円
・システム導入費15万円
・開業支援チケット5万円

合計219万円

月額月額月額月額 ・月額：2万円
・ロイヤリティ：売上の8%

300万円未満：48％
300万円∼450万円未満：
60％
450万円以上：65％
※2FC-Nタイプ

ロイヤリティ：売上の8%
電話応答代行費：1万円

ロイヤリティ：6万円
宣伝・販促費：2万円

店舗店舗店舗店舗 不要 必須 不要 必須
※社用車での開業も可能

契約期間契約期間契約期間契約期間 6ヶ月間 10年間 6ヶ月 2年間

コムズ店では、オーナー様が開業しやすく、且つ収益を上げやすいよう、可能な限り、
初期費用・月額費用を抑えております。
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