
全国 843店舗全国 843店舗 売上 1,050億円売上 1,050億円
1店舗平均売上は 1 億 2,000万円1店舗平均売上は 1 億 2,000万円

１   加盟条件　必ずご確認をお願いします

２   必要資金と２種類の契約について
                A タイプ ( フランチャイズ契約 ) と Bタイプ ( 業務委託契約 )

３   収入シミュレーション

４   加盟までの流れ･ステップ

５   よくあるご質問 Q&A

６   ワークマンの説明会について

ワークマン経営者募集ガイドワークマン経営者募集ガイド



３　25 歳～ 55 歳未満までの方

４　健康状態が良好な方

５　地元の通勤時間 40 分圏内の方　

２　原則 ｢ご夫婦｣ で店舗運営できる方

３　25 歳～ 55 歳未満までの方

４　健康状態が良好な方

５　地元の通勤時間 40 分圏内の方　

加
盟
条
件

１　個人として契約が可能で｢専業｣できる方１　個人として契約が可能で｢専業｣できる方

２　原則 ｢ご夫婦｣ で店舗運営できる方

個人事業主となる個人契約のみ、副業は重大な契約違反になる
副業の恐れもあるため法人契約 /自営業の方は出来ません

６　Plus 店舗への加盟の場合は上記プラス
が必要｢Aタイプ加盟資金 370 万円｣･｢ご夫婦で参加｣･｢通勤 30 分圏内｣が必要

●　「募集店舗がお近くにあること」
        が絶対条件となります
●　「募集店舗がお近くにあること｣
        が絶対条件となります

出店要請やお持ちの土地に店舗は作れません✖
店舗の出店は本部が 100％決めます。交渉事
なのでいつ・どこに出来るかは分かりません
ご理解をお願いいたします。

１    加盟条件　必ずご確認をお願いします

絶
対
条
件

兄弟 /親子などの場合は困難な場合がございます

加盟時の平均年齢は 44 歳で、若いご夫婦が多く活躍！

健康診断書の提出が必要となります

募集店舗の近くで長く生活された地元の若いご夫婦を希望
しています。地縁の無い場所での加盟は出来ません。
また引越しを伴う場合も困難です ( 多い例 : 沖縄県など )



売上によって契約形態が決まります　選択は出来ません売上によって契約形態が決まります　選択は出来ません

年間売上
6,300 万円

基準売上が高い
店舗A タイプAタイプで

加盟スタート
BタイプBタイプで
加盟スタート

※契約満了終了時返還 ( 全額ではありません )　消費税はかかりません

Aタイプ　フランチャイズ契約
報酬

店休日

契約
期間

必要
資金

荒利益分配方式

本部指定日　(年間２２日　本部指定日 )

６年間
6年後　「本部」　と　「加盟店」　双方の合意で再契約が可能

再契約料　２００万円 (消費税別途 ) が必要

加盟金

開店手数料

研修費

保証金

開店時出資金

総額　３５０万円　(消費税別途 )

７５万円　(消費税別途 )

※５０万円　(商品代金の一部 )

※１００万円　(お預かり金/無利息)

２５万円　(消費税別途 )

１００万円　(消費税別途 )

報酬

店休日

契約
期間

固定店舗運営料 50万円＋歩合

正月元旦 (1 月 1日のみ )　＋商品展示会

１年間
1年後　「本部」　と　「加盟店」　双方の合意で再契約が可能

再契約料　２５万円 (消費税別途 ) が必要

売上に比例して収入UP売上に比例して収入UP
全体の約 93%が Aタイプ

売上にかかわらず固定報酬売上にかかわらず固定報酬
Aタイプになるまでの契約

２ 必要資金と２種類の契約について
         Aタイプ (フランチャイズ契約)とBタイプ(業務委託契約)

※契約満了終了時返還 ( 全額ではありません )　消費税はかかりません

必要
資金

加盟金

開店手数料

研修費

保証金

開店時出資金

Bタイプ　業務委託契約

なし

総額　１５０万円　(消費税別途 )

なし

※１００万円　(お預かり金/無利息)

２５万円　(消費税別途 )

２５万円　(消費税別途 )

売上が低い
店舗



利益 ( 荒利益額 ) を加盟店 40%本部 60%で分け合う　荒利率は平均の 35%を用います

３   Aタイプ 収入シミュレーション

月の売上が　1,000 万円　の場合（全国平均）※当試算は参考例であり
　売上や収入を保証する
　ものではありません数値はすべて全国平均を使用

月の売上 1,000 万円利益 35%　350 万円

加盟店 40%　140 万円 本部 60%  210 万円

・営業経費 22 万円
　( 光熱費･消耗品など )
・棚卸ロス預託金 2万円
・在庫金利負担 5万円
　合計 29 万円

店舗によって異なるが
・人件費 40 万円
( 加盟 2年目より在庫の
返済として分配金の 1割
を毎月返済 )

経費合計
29万円

人件費 ( 仮定 )
40万円 加盟店収入　71万円

140 万円 ｰ 経費 29 万円 = 111 万円が
口座に振り込まれきます
111 万円 - 人件費 40 万円 = 71 万円

月の売上

人件費
40 万円の場合

振込額

800 万円 900 万円 1,000 万円 1,100 万円 1,200 万円 1,300 万円 1,400 万円 1,500 万円

83 万円 97 万円 111 万円 125 万円 139 万円 153 万円 167 万円 181 万円

71万円43万円 57万円 85万円 99万円 113万円 127万円 141万円

月の売上ごとの収入シミュレーション



褒賞金３      Bタイプ シミュレーション と 褒賞金

売上に関わらず固定報酬 50 万円＋歩合 (350 万円より多く売った金額の 3%)

月の売上が　４５０万円　の場合 ※当試算は参考例であり
　売上や収入を保証する
　ものではありません

50固定報酬　50万円 歩合 3万円

加盟店 40%　140 万円

・営業経費 12 万円
(B タイプは 10%負担 )
・棚卸ロス預託金 1万円
・在庫負担費約 1万円
　合計 14 万円

店舗によって
異なるが
人件費 10 万円
でシミュレー
ション

経費合計
14万円

人件費 ( 仮定 )
10万円 加盟店収入　29万円

53 万円 ｰ 経費 14 万円 = 39 万円が
口座に振り込まれきます
39 万円 - 人件費 10 万円 = 29 万円

ワークマン独自！　通常の収入以外の  褒賞金 ( 副収入 )
Aタイプ･B タイプ共通　５つの顕彰制度あり

10万円

30 万円

3～10万円

5～10万円

3～ 150 万円

サクセス倶楽部

買取懸賞金

販売コンクール

ステップ･アップ賞

ベストストア･オペレーション賞

平均 80 万円 / 年以上
最高 300 万円以上も
可能で実際に多くの
加盟店が副収入を得ています



履歴書を東京本部に送付

面談 ( 複数回の実施します )

健康診断の実施

既存店３店舗の訪問 ( 指定店舗 )

事前説明書での詳細な契約内容を説明

契約書作成・加盟金振込

書類選考・信用調査

部長面接 ( 現地 )

約 1ヶ月

約 1ヶ月
～ 2ヶ月

約1ヶ月半
～2ヶ月※

※

退
職
が
必
要
な
の
で
人
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

上記期間は目安です、お約束することは出来ません

決定の面接です

４    加盟までの流れ・ステップ

説明会に参加 ( 現地 )

９日間の研修

加盟スタート

仮契約を締結

手付金 25万円の振込み (2 週間以内 )



WORKMAN　Plus 店舗に
加盟できますか？

A１

②WORKMAN　Plus　約 50坪②WORKMAN　Plus　約 50坪

③路面店WORKMAN　Plus 店舗③路面店WORKMAN　Plus 店舗

テナント店舗 ( 加盟不可 )テナント店舗 ( 加盟不可 )

WORKMAN Plus の商品はすべて既存のワークマン
で販売してます

契約者 ( 店長 ) は
毎日 13 時間、ずっと店舗
に勤務しなければならない
のですか？

店舗運営に支障が無いよう、人員体制を
整えていただければ休日や休憩時間を取る
ことは可能です。アルバイト雇用が活きます
病気などでどうしても店舗が出来ない場合は
本部社員が店舗を代わりに運営するシステム
もございます
( 有償でルールがあり代行できない場合あり )

A２

A３

家の近くに募集店舗が無い
のですが、希望エリアへの
新店舗出店や募集店舗以外
の店舗に加盟できますか？

残念ながら、不可能です
ご希望のエリアに店舗を新規に出店したり
募集店舗以外の店舗には加盟できません
店舗の出店は、本部が 100％決定します
本部開発部員がルールの中で地主様との
交渉で決まります
いつ・どこに出来るかは我々にも分かりません
出店が決まれば HP 募集店舗一覧に
記載されます ( 月に 1 度程度ご確認下さい )

その他ご質問やご不明点ございましたら
フリーダイヤル 0120-227-564 にお問い合わせください

ららぽーとなどの商業施設内のテナント
店舗には加盟できません
しかし「路面店の WORKMAN　Plus」
には加盟可能です

現在ワークマンには 3 つの形があり
①既存のワークマン　
②WORKMAN　Plus( テナント )　
③路面店 WORKMAN　Plus 店舗

①③の店舗は加盟が可能です
( 契約内容は同じです )
加盟可能な募集店舗は
弊社 HP で一覧を掲載しています

①既存のワークマン①既存のワークマン

５    よくあるご質問 Q&A

約80～ 100坪約 80～ 100坪



株式会社ワークマン　加盟店推進部　
〒110-0015　東京都台東区東上野 4-8-1　TIX　TOWER　UENO　11F　03-3847-7735

ワークマン経営者0120-227-564
フリーダイヤル

0120-227-564
9:00~18:00　日･祝も受付※土曜日を除く

インターネット

説明会のご案内

加盟条件に問題がなく、お近くに募集店舗があり

更にワークマンへの加盟をお考えいただける場合、希望者の現地にて
担当者からより詳しい説明会をさせていただきます

　　　　ワークマンでは個別に随時、現地で実施しています
　　　　( お近くのファミリーレストランなどで )
　　　　下記フリーダイヤル /HP にてお申し込みください

※加盟条件に合わない、また適さないと判断した場合は
　説明会をお断りします、何卒ご理解をお願いいたします
※加盟条件に合わない、また適さないと判断した場合は
   説明会をお断りします、何卒ご理解をお願いいたします

６   ワークマンの説明会について




