
事業紹介パンフレット

株式会社 エムアイエス http://mammaciao.com/

coin laundry注目の

大型コインランドリーチェーン大型コインランドリーチェーン



会 社 概 要

コインランドリー事業説明会

株式会社　エムアイエス
代表取締役　三原　淳　　創業　2000年9月13日　　資本金　1,000万円

【主な事業内容】
コインランドリー機器輸入販売／コインランドリー店舗設計施工

mammaciao本部／eco-laundry本部／米国デクスター社日本総代理店

【営業所等】
本　　　　　社　　　横浜市都筑区北山田2丁目5番7号　プロスベアーコーポ1Ｆ　〒224-0021

東　京　本　部　　　東京都港区東新橋2丁目18番3号　ルネパルティーレ汐留3Ｆ　〒105-0021

毎月全国主要都市で事業説明会を開催しております。

また、説明会場にお越しできない方のためにオンライン説明会を開催しております。

詳細、資料請求は以下のURLにアクセスしてください。

事業説明会ご案内URL

https://mammaciao.com/seminar

※本パンフレット記載の金額は全て消費税抜きの金額となります

mammaciaoの由来
イタリア語で（mamma/お母さん＋ciao/こんにちは）
「日本の働くお母さんを元気に」という理念のもと、全国展開しているコインランドリー運営企業です。
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1 低資本で始められるビジネス
コインランドリーの出店は、不動産投資に比べて低資本で始められるビジネスです。売掛・在庫などのリスク負担も
少なく、毎日確実な現金収入が見込まれますので、安定したビジネスといえます。

2 人手のいらないビジネス
コインランドリー経営は、基本的に無人で経営することができるビジネスです。店舗の掃除などでスタッフさんにお
手伝いをしていただ＜ケースがありますが、1日1時間程度の誰でもできる簡単な清掃業務が中心です。従って、従
業員を雇用したりなどの人によるストレスが少ないビジネスといえます。

3 遠隔操作で遠方でも出店可能
最新のコインランドリーでは、システムの導入により売上管理やコイン詰まりなどの対応は遠隔で操作することがで
きます。従って、遠方にいながらでもコインランドリー経営をすることができます。

コインランドリーのニーズの変化
時代の変化の中で昨今のコインランドリーのニーズは大きく変化し、それに従って利用者層も変化してきました。
単身者や学生が洗濯をする施設から、主婦が自宅で洗ったものを乾燥させる施設となってきました。

コインランドリー市場の拡大理由

主婦層をターゲットにした、車で利用しやすい清潔な店舗が求められる
共稼ぎ家庭の増加や家事の効率化などによりニーズが変化

今後もコインランドリー市場は拡大傾向にある

1．日本の天候
• 晴天率が低く、最近ではゲリラ豪雨も頻繁に起きるようになりました。
•地球温暖化による降雨量の増加も起こっています。
•花粉・黄砂・PM2.5の飛来も問題になっています。

過去のコインランドリー 現在のコインランドリー
イメージ 狭い・汚い 広い・きれい
立　　地 銭湯の横、大学の近く 郊　外
アクセス 徒歩・自転車 車
利用者眉 単身・学生・外国人 主婦・ファミリー
年 齢 層 20代以下 20〜50代
利用目的 洗濯をする 乾燥をする

2．共働き世代の増加
• 女性の社会進出やライフスタイルが変化してきました。
•時間を有効活用することで仕事や洗濯以外の趣味や子育てなどに時間を割くことができるようになります。

3．アレルギー疾患患者の増加
• アレルギー疾患は、ここ数年で患者数が急増していて、国民の2人に1人の割合とされています。
•アレルギーの原因の一つは【ダニ】です。

コインランドリー事業の魅力とは

コインランドリーの市場動向

➡
➡
➡
➡
➡
➡
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不動産投資との比較

だから資産形成にはコインランドリー経営！

約10年、利回り約10％！

2,500万円
機器 1,600万円

設備内装工事費 900万円
想定

750万円

500万円

250万円

2,500万円
東京23区築10年前後

家賃月額11万円
家主負担管理費月額1万円

想定

132万円

12万円

120万円

約4.8％

投 資 回 収 期 間

初期投資額

年間収益

予定利回り

年間売上

年間ランニングコスト
（家賃含む）

※投資額2500万円を現金出資想定。
固定資産税・都市計画税は含んでおらず。

初期投資でも、これだけ差がつく！

コインランドリー ワンルームマンション

約2.0倍
約10％
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mammaciaoが選ばれる5つのポイント

POINT 1 POINT 2

POINT 3 POINT 4

POINT 5

ヤシの実洗剤と柑橘類由来の仕上げ剤を使ってお
り、敏感肌の方でも安心して利用できます。また、
活性水の使用によって約33％もの節水を実現、さ
らに洗濯時間も短縮し、環境に優しい時短なエコラ
ンドリーを実現しています。

万が一のトラブルや故障などに備え、24時間体制
でコールセンター対応を実施しており、店舗にス
タッフが在中していなくても運営が可能となってい
ます。また、遠隔
操作システムも導
入しており、臨機
応変な対応を行っ
ています。

プリペイドカードを導入することで、主婦の方をメ
インターゲットとしたリピート客が増加していま
す。また、SuicaやPASMOなどの電子マネーも使
用でき、支払いを簡単に済ませられます。

備品の補充やクレーム対応、スタッフさんの募集や
採用などといった多くの業務をサポートいたしま
す。近隣住民への細やかな対応や集金などの日頃の
維持管理、緊急時
の対応まで店舗運
営をすべてサポー
トし、オーナーさ
んの負担を最大限
減らしています。

名義使用料のような、ロイヤリティは頂きません。
少しでもオーナーさんの金銭的な負担を減らすため
に努めています。

体に優しく、環境にも優しい
エコランドリー

24時間コールセンター／
遠隔操作システム

電子マネー／プリペイドカード
で主婦の心をつかむ

副業(兼業)だからこそ欠かせ
ないサポートシステム

ロイヤリティが無料
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エコランドリーこそ、mammaciaoの真髄

POINT 1 体に優しく、環境にも優しい
エコランドリー

◦誰もが実感できる、使用洗剤の違い！
使用洗剤は、安全と安心をとことん追求したヤシの実洗剤です。

◦仕上げ剤だって、だんとつ違う！
人にも環境にも優しい柑橘類のクエン酸を使った仕上げ剤もまた、敏感肌の人に大歓迎される優れものです。

◦活性水利用で、可能になった！
さらにエコランドリーは、汚れを落とし、制菌作用もある活性水を利用しています。
活性水だからこそ、洗剤も仕上げ剤も通常の使用量の半分以下で十分です。

◦約33％も節水できた！
体に優しい洗剤と仕上げ剤の採用と、活性水利用で洗浄能力も向上。
2回やっていたすすぎも、たった 1回で十分になりました。

◦洗濯時間も短縮、電力使用量も軽減できた！
効果的な洗濯とすすぎで、洗濯機の稼働時間も30分が19分に減りました。利用者にとっては
洗濯時間が短縮できて嬉しく、ランドリーオーナーさんは電気使用量軽減でニッコリです。

◦エネルギー再利用で、ガス消費量が減った！
乾燥機の廃熱をドラム内に戻し、エネルギーを再利用。ガスの消費量とCO2発生量も低減できました。
ECOは自然に優しいだけでなく、経費削減ももたらしてくれます。

・�持続可能な開発目標（SDGs）とは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標です。持続可能な世界を実現する
ための17のゴール・169のターゲットから構成されています。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自
身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日本としても積極的に取り組んでいます。
・�mammaciaoは17のゴールのうち5、6、7、8、9、12、14のゴールの達成に積極的に取り組みをして
いるということで日本SDGs協会から事業認定を取得しております。

肌に優しく、人に優しい理由 
わ け

環境に優しく、経費削減にもなる理由 
わ け

SDGs 事業認定取得
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無人店舗の最大の課題は、24時間即応態勢

POINT 2 24時間コールセンター／
遠隔操作システム

◦お客様は、リアルタイムの対応を求めております
コールセンターを導入されていない店舗では、個人の電話が受付であり、大半が留守電になります。留守
電にトラブルを告げて、我慢強く待ってくれるお客様は、ほんの一部です。利用金額が数百円のコインラ
ンドリーだからこそ、お客様はリアルに対応してもらえる店舗を求めております。

◦オーナーさん 1 人で24時間、待機は不可能です
店舗のトラブルは、オーナーさんの都合に合わせて発生は致しません。mammaciaoのコールセンターで
は、専門のスタッフが24時間対応しております。

◦ 無人店舗の弱点も 
即時対応でお客様も納得
常駐できない副業（兼業）の無人店舗だからこそ、
クレーム対応の敏速さが欠かせません。コール
センターはお客様の声を聞くと同時に、遠隔操
作でお客様の要望に応えます。

◦ 24時間コールセンターだからこそ 
できる
コールセンターでは、お店の仕組みに精通し、
クレーム処理に慣れたオペレーターが対応しま
す。コールセンターだからこそ、臨機応変で適
切な応答と対応ができるのです。

◦ 聞きっぱなしではない 
24時間コールセンター
お客様の要望に応え、遠隔操作で洗濯・乾燥機
器を稼働するほか、両替機から返金することも
可能です。併せてオーナーさんやmammaciao
本部にメール連絡。敏速に修理スタッフへ依頼
できます。

必要不可欠な、24時間コールセンター

返金や機器の作動も、遠隔操作で即対応
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小銭を持ち歩かない、電子マネー時代到来
さまざまな売上UPプランをご用意します。

nanacoを始め、Suica、PASMO、ICOCAなどの
交通系ICカードやQRコード決済システムに対応しています。

主婦はお得が大好き。
3,000円で3,600円分利用可！

プリペイドカードシステム
無料で設置します。

POINT 3 電子マネー／プリペイドカードで
主婦の心をつかむ

◦一気に押し寄せて来たキャッシュレス時代
今や交通機関の運賃やコンビニ・スーパーの買い物などで、電子マネー利用が常識です。お財布スッキリ、
気分もスッキリ。家計簿連動型も今では当たり前、小銭を持ち歩かない主婦が急増中です。

◦利用客の定着で、コインランドリーの未来が見えてくる
リピーター率ＵＰに効果的なのがプリペイドカードです。さらに競合するコインランドリーができても、
お客様を逃がさないための有効な手段です。

・カードリーダー機器一式無償設置
・カード販売機無償設置
・3600円（購入金額3000円）カード3000枚無償供与
・500円カード3000枚無償供与

キャッシュレス時代に適応するmammaciao

プリペイドカードで、常連客が増える
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無人店舗の最大の課題は、24時間即応態勢

いつでも、どこからでも
現状が分かる管理システムです。

POINT 4 副業（兼業）だからこそ欠かせ
ないサポートシステム

売上管理システムで、現状把握ができます。指定時間に日々の売上げデーターを受信、経営に役立つ、機器別、
時間別売上げや両替機の払い出し金額も一目瞭然です。もちろんリアルタイムでチェックして、集金金額を
スタッフさんに通知することも可能です。

契約料金 新規契約
13ドラム以上は5万円（税別）／月額　　12ドラム以下は4万円（税別）／月額

契約期間 オープン日より10年間、更新は５年タームの更新。

店舗登録手数料 100万（プレチャオ金充当）

テリトリー制 なし。但し、700ｍ圏内出店時は既存店オーナーさんに優先選択権。

プリペイドカード機器、
取付一式無償提供

ドラム式洗濯機、乾燥機、洗濯乾燥機にプリカシステム（200万相当）を無償取付提供する。
（カードリーダー、販売機、取付工賃、同時に初回のみ3000枚のプリカ、販促プリカ3000枚
付き＜金額は本部設定＞）

コールセンターサービス あり

遠隔運転・返金・ビデオ
サービス あり

売上管理システムサービ
ス提供 あり

機器故障時の出張修理 ３年間は無償修理（部品代別）　４年目以降はオーナーさん負担（有料のオプションサービスあり）

定期点検無償サービス オープンから3年後に洗濯・乾燥機・洗乾の無償点検サービス

マット交換 店内入口と乾燥機下の２ケ所の「マット」の定期交換
月1〜２回の入れ替え交換作業は専用業者さんにて訪店実施。

２年間の店舗清掃無償
サービス

オープンから２年間は年１回の清掃サービスを無償提供
当社提携業者による清掃。

スタッフさんの募集と採用、お店へのクレーム対応や近隣住民へのきめ細かい対応、集金など日常的な維持
管理から緊急時の処置まで、お店の日常的な運営の全てに対応したパックもあります。

居ながらにして売上げ状況を把握

さらに、オプションとしてスタッフ管理パックもあります

◦プログラムの内容と利用料金

お店の日々のサポートはお任せください

※ドラム数…ドラム式の洗濯機・洗濯乾燥機および乾燥機の口数
　　　　　　（例）２段式乾燥機１台�→�２ドラム
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POINT 5 ロイヤリティが無料

日本最大級！国内外のランドリー機器が自由に組み合わせられる、充実の品揃え

◦名義使用料のような、ロイヤリティは頂きません
mammaciaoの看板とサービスを使って成功して頂けるなら、信用という大きな財産になって
mammaciaoに帰って来ます。それなのになぜロイヤリティを頂かなければならないのでしょうか？　納
得してもらえる機器の販売や、適切なサービスの対価がmammaciaoの収入源です。

◦副業、兼業のオーナーさんが多いから、成り立っています
何から何まで自分で処理できないのが、副業（兼業）の辛いところです。末永く、mammaciaoが提供する
業務用の機器や洗剤、そして副業（兼業）ゆえに不可欠になるサービスを利用して頂ければ、それこそオー
ナーさんたちとmammaciao本部は、Win-Winの関係になります。

ロイヤリティが不要な理由
わ け

ロイヤリティ不要という不思議なフランチャイズです
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出店相談・検討

プレチャオ会員入会

物件あり

１週間

１週間

１ヶ月

２ヶ月

物件なし

物件をご案内

物件調査

出店計画

物件契約

初期費用お支払い

内外装工事・機器搬入・試運転

物件引き渡し

オープン日設定

FC出店契約

自己資金あり 自己資金なし

融資申請・リース契約

プレチャオ会員とは
店舗物件や中古機器などを優先
的に紹介できる会員システムで
す。
※�時期やタイミングにより情報の多少
があります。

①商圏データ
②現地視察
　（設備設置確認・総合調査）

①図面制作
②御見積（機材・工事）
③事業シミュレーション

FC契約内容
①売買契約書
②工事請負契約書
③請求書発行
④加盟契約書
⑤スタッフ管理契約書

・運営管理方法の説明
・機材取り扱いの説明
・鍵受け渡し

オープンまでにお客様が
実施する事項
・損害保険加入
・広告、ビラ作成
・小銭（100円玉）の準備
・水道ガス電気契約

mammaciaoコインランドリー開業までの流れ

OPEN!
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大型店舗（30坪超） 大型店舗（30坪超） 中型店舗（25坪） 小型店舗（15坪）

更地から
自土地/家賃不要

更地から
地代あり

建物あり
家賃あり

建物あり
家賃あり

4,500万円 4,500万円 3,500万円 2,500万円

1,500万円 1,500万円 1,200万円 850万円

570万円 870万円 780万円 591万円

930万円 630万円 420万円 259万円

21％ 14％ 12％ 10％

投資シミュレーション

数値は目安です。具体的なプランニング、事業計画は物件ごとに異なります。
ここに記載された情報は一例であり実際の収支を保証するものではありません。（記載の金額に消費税は含まれません）

実際の立地の条件に合わせたレイアウトをご提案いたします。

小牧郷中店　（愛知県） 川西警察署前店　（兵庫県）

初期費用と年間収益

現　況

初期投資

年間売上

ランニング
コスト

年間収益

予定利回り
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オーナーチェンジ店はおもしろい

スーパーセンターフィール店　（群馬県） 柳川店　（福岡県）

マンマチャオではオーナーチェンジ店のご紹介も多数行っております。

一定の売上がある
（固定客がついている）

現状をベースに
機器変更・増設などの改善

ができる

新規出店に比べ
少ない予算での出店検討が可能 早期に出店できる

オーナーチェンジ店の経営もおもしろい！

初期投資1,500万から

オーナーチェンジ店取  得のメリット
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店舗紹介

鶴見駒岡店　（神奈川県）

ひまわり日川店　（山梨県）

まんのう町店　（香川県）

貝塚加神店　（大阪府）

塩山店　（山梨県）

枚方池之宮店　（大阪府）

木更津祇園店　（千葉県）

磯子丸山店　（神奈川県）
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プレチャオ会員へのご案内

プレチャオ会員になって
チャンスを広げよう

ご提供する主なサービスは、

大きくチャンスを広げたい方に最適

契約内容と入会方法は、

そしてコインランドリー開業後は、

❶　コインランドリー用物件の優先的なご紹介
❷　物件の市場調査、投資シミュレーション作成
❸　金融機関の斡旋、提出資料作成協力
❹　内外装工事会社の斡旋、指導、助言
❺　中古コインランドリー機器の優先紹介

❶　最適物件を探しに行きたいが、時間も伝手もない
❷　食品スーパー隣接地など、最適物件を追い掛けたい
❸　中古機器など、有益な情報を得たい
❹　開業準備や、金融機関からの融資実現のためのサポートが欲しい

◦�契約金　100万円（税別）／　契約期間、 2年間
◦�出店が決まれば契約金は初期投資（コインランドリー機器代等）に充当
◦�出店が決まらなかった場合や融資不調等によって出店不可能な場合は
　�契約金を返金�（手数料15％及び出張交通費等がある場合は実費控除となります）
◦�契約書に署名捺印の上、契約金をお振込みください。

24時間コールセンター、遠隔操作による機器の稼働、両替機からの返金手配など、運
営には不可欠のサポートパッケージが用意されています。コインランドリー開業まで
はプレチャオ会員、開業後はサポートパッケージ、これがオーナーさんのための心強
い味方です。

実績を生かし、物件紹介から開業支援まで提供します

このような方たちに、入会をお勧めします



事業紹介パンフレット

株式会社 エムアイエス http://mammaciao.com/

coin laundry注目の

大型コインランドリーチェーン大型コインランドリーチェーン


