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Message
メッセージ



ことの始まりは、日本を代表する「お土産」を作りたい！
さらにいえば「東京のお土産って胸を張って、これです！と言えるお洒落なものが少ないよね」というシ
ンプルな思いつきからでした。
昔ながらのパッケージや素朴な味やジャンクなお菓子もいいけど、新しい、海外の健康意識の高い方にも
愛されるような誇れる「東京のお土産」を創りたい！そんな思いの末に野菜ソムリエの資格を持つ大矢シ
ェフらの目に留まったのが日本で古くから愛されるサツマイモでした。

海外でもヘルシーな食材として注目されているサツマイモ
そんなサツマイモでチーズケーキを作ってみたらどうだろう？そうして数々の試行錯誤の結果今回の「蜜
芋バスクチーズケーキ」が誕生しました。ブランドネームの＆OIMO TOKYO（アンドオイモトウキョウ
）は編集プロダクションの代表と一流パティスリーのプロデューサーという、異なる世界の人間が同じ志
で良質なものを創り出そうとすることで融合することの現れでもあります。&OIMO TOKYO(アンドオイ
モトウキョウ ） の「＆」（アンド）にはそんな意味があるのです。日本を代表する鹿児島の安納芋とバ
スクチーズケーキ、それはまさしく、「＆」の始まりだったのです。

たくさんの方にサツマイモの可能性をもっと知ってもらいたい！
アンドオイモトウキョウがそんな思いを詰め込んだブティックをペニンシュラ東京に本店を構え、昨年7
月24日には中目黒にカフェをオープンしました。
今後は蜜芋たい焼きを移動販売するキッチンカー、また駅ナカにスタンドを続々オープン予定です。
店舗形態ごとに異なる限定メニューを展開し、皆様に様々なサツマイモのすばらしさを体験していただき
たいと考えております。

アンドオイモトウキョウとは

Message



Product & Service
商品＆サービス



蜜芋バスクチーズケーキ

Takeout Sweets

Takeout / 通常包装￥3,456 taxin / ギフト包装￥3,780 taxin
サツマイモのおいしさを最も引き出した状態てあ゙る、熟成サツマイモを使用したチースゲーキ。Amazonで洋菓子部門1位を獲得した、チーズケーキとスイートポテトの二
層からなる新感覚スイーツ。外側に滲み出た蜜が焦げて、カラメルのような甘みと苦味を醸します。 しっとり甘い蜜芋と香ばしいバスクチーズケーキです。《ショートニ
ング上白糖不使用》



Takeout / 通常包装￥4,536 taxin / ギフト包装￥4,860 taxin
香り豊かなヘーゼルナッツの生地に、熟成炭火焼き安納芋の特製カスタードクリームとトンカ豆のクリームを挟み、さらに安納芋の甘露煮を混ぜ込みました。仕上げに濃
厚な安納芋クリームをたっぷり絞り、さつまいもの優しい味が最大限楽しめる新しいモンブランです。《ショートニング・上白糖不使用》

蜜芋モンブラン

Takeout Sweets



Takeout / 通常包装￥3,780 taxin / ギフト包装￥4,104 taxin
下層の安納芋のスイートポテトと上層のメープルのパウンドケーキの間に、アクセントでゴルゴンゾーラを入れて、丁寧に焼き上げました。仕上げに紅玉をトッピングす
ることで、酸味を加えて全体をうまくまとめ上げた商品です。
《グルテンフリー、ショートニング・上白糖不使用》

林檎とゴルゴンゾーラの蜜芋パウンドケーキ

Takeout Sweets



Takeout / 通常包装￥5,400 taxin / ギフト包装￥5,724 taxin
栗の王様「利平栗」を使用した珠玉のパウンドケーキ。
その中でも、昭和天皇への献上品として名高い「熊本県やまえ利平栗」を丸ごと使用し、メープルシュガーの生地と一緒に丁寧に焼き上げました。
《グルテンフリー、ショートニング・上白糖不使用》

利平栗の蜜芋パウンドケーキ

Takeout Sweets



蜜芋たい焼き プレーン（鯛） Takeout / ￥270 taxin
蜜芋たい焼き りんご＆クリームチーズ（鶴） Takeout / ￥345 taxin
蜜芋たい焼き いちじく＆ブルーチーズ（亀） Takeout / ￥432 taxin
熟成サツマイモの餡のみのプレーンに加え、りんこや゙いちじくのコンホー゚トとチースを゙合わせた洋の要素も交えたたい焼きも展開しています。小麦粉の代わりに米粉
を、ショートニンクの゙代わりにクレ゙ーフシ゚ートオ゙イルを使用したクル゙テンフリー生地は、外はさくさく、中はもっちりとした食感。
ヘルシーな素材て作゙られた他にはない、たい焼きてず。 《グルテンフリー、ショートニング・砂糖不使用》

蜜芋たい焼き

Takeout Sweets



Eat in / ￥1,500 taxin
こだわりのスパイスが決め手のバターチキンカレー。スパイスの辛さを生クリームとバターとさつまいもの自然の甘さでまろやかに仕上げています。ヘルシーな十六雑穀
米と、その場で素揚げした旬の新鮮野菜とさつまいもと一緒に。
《ショートニング・砂糖不使用》

季節の新鮮野菜とさつまいものスパイシーバターチキンカレー

Eatin Meals



Eat in / ￥1,500 taxin
ジューシーに焼き上げた鴨のパティに、イタリア産のブラッドオレンジを纏わせ、たっぷりのレッドチェダーチーズとスライスした
熟成炭火焼き蜜芋を無添加のバンズでサンド。仕上げは特製の蜜芋バーニャカウダソース。
《グルテンフリー、ショートニング・砂糖不使用》

鴨と蜜芋のヘルシーバーガー

Eatin Meals
トリュフ塩のさつまいもフレンチフライとサラダを添えて



Eat in / ￥1,200 taxin
グルテンフリーの生地に、ベーコンのジューシーさとポルチーニの風味が調和し、安納芋の甘味が後から追いかけてきます。
ポルチーニの心地よい歯応えと、安納芋のホクホクとした食感がお楽しみいただけます。《グルテンフリー、ショートニング・砂糖不使用》

Eatin Meals
ベーコンとポルチーニ茸の蜜芋キッシュ

フレッシュグリーンサラダを添えて



Eat in / ￥1,400 taxin
& OIMO TOKYO特製のさつまいものニョッキに、米粉とタピオカ粉を使用することで食感にこだわり、ゴルゴンゾーラソースと
メープルシロップで仕上げました。コーンのピュレと、こんがり香ばしく焼き上げたコーンを添えています。《グルテンフリー、ショートニング・砂糖不使用》

Eatin Meals
ゴルゴンゾーラの蜜芋ニョッキ



Eat in / ￥950 taxin
茹でたてのヒヨコ豆をでペーストして作るフムス。オリジナルスパイ
スでアクセントを、さつまいものピュレで甘みを、オリーブオイルで
滑らかさを加え、最後にレモンで味を整えました。自家製さつまいも
チップスと一緒に召し上がっていただく、前菜におすすめの一品
《グルテンフリー、ショートニング・砂糖不使用》

Eat in / ￥700 taxin
白トリュフ塩を使用した、紅あずまのフレンチポテトフライ。日本の
さつまいもの自然の甘みと、イタリアの白トリュフの芳醇な香りのマ
リアージュをお楽しみください
《グルテンフリー、ショートニング・砂糖不使用》

Eatin Meals
さつまいものフムス

紅あずまのフレンチフライ



Eat in / ￥1,800 taxin
ふわふわに焼き上げた⽶粉100%の焼き⽴てパンケーキに、濃厚な安納芋クリーム、キャラメリゼしたほくほくの紅あずま、ホイップクリーム、キャラメルソースを添え
ました。低GI値のココナッツシュガーを使⽤しています。
《グルテンフリー、ショートニング・上⽩糖不使⽤》

Eatin Sweets
さつまいも２種のふわふわパンケーキ



Eat in / ￥1,350 taxin
蜜芋を使った⼈気スイーツの盛り合わせ。

・蜜芋バスクチーズケーキ
・蜜芋モンブラン
・林檎とゴルゴンゾーラの蜜芋パウンドケーキ

Eatin Sweets

Eatin Sweets
蜜芋スイーツの３種盛り



Franchise
フランチャイズ



店舗オーナー

売上予算管理

適正発注・在庫コントロール

適正人件費コントロール

従業員教育

QSC＋V(バリュー)の提供

本部

商品企画・開発

物流システムの提供

マーケティング
(広報・PR 促進支援)

経営指導

教育・研修支援

Franchise System
フランチャイズシステム



加盟金 800万円

保証金 100万円

研修費 50万円

システム導入費 50万円

開業支援金 50万円

設計費用 7万円/坪
（もしくは施工費用の１０％）

内外装費 1200万円～

什器・設備費 500万円～

概算合計 2,500万円～
(店舗内に工場を併設するかで変動)

Initial cost
イニシャルコスト



金額 構成比
売上高 8,000,000 100%

システム利用料 25,000 0.3%
本部事務手数料 25,000 0.3%

ロイヤリティ 560,000 7%

オーナー営業利益 1,720,000 21.5%

最低物件坪数：２０坪～（席数２５～３０席）

想定ランニングコスト（カフェ 1ヶ月）

Estimated running cost



安心して開店を迎えることができるよう、ひとつひとつのステップをサポートさせていただきます。

お問い合わせ 面談・事業説明会

物件開発物件決定開業前研修

店舗引き渡し 開業

FC契約締結

Flow to open 
オープンまでの流れ



Media
メディア紹介情報



王様のブランチ ニノさん ELLE gourmet CLASSY. 週刊朝日

ヒルナンデス 霜降りミキXIT KIREI NOTE 月刊『ゆうゆう』 Mart

バゲット さまぁ～ず東京 じゃらんニュース 「ハレ旅」 BAILA

ノンストップ Nスタ ヒトサラ クックパッドプラス 唯一無二の絶品お取りよせグルメ

めざましテレビ 関西テレ よーいドン るるぶ&more 東京カレンダー MAQUIA

news every. 鉄崎幹人のWASABI itSnap Hanako Safali

ラヴィット まるっとサタデー VOGUE GIRL ホットペッパー 女性セブン ※一部抜粋

Media



放送日 放送局 番組名 MC 試食ゲスト

2021年9月11日 TBS まるっとサタデー 駒田健吾、山形純菜 吉野北人
（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）

2021年9月21日 日本テレビ news every. 藤井貴彦

2021年9月22日 日本テレビ バゲット 尾崎里紗、平松修造 NAOTO、橘ケンチ
（EXILE）

2021年10月4日 フジテレビ めざましテレビ 三宅正治、
井上清華、生田竜聖

2021年10月13日 TBS ラヴィット 川島 明、田村真子 すゑひろがりず

Media
TV



発売日 発行元 媒体名

2021年10月 朝日新聞出版 東京スイーツガイド

2021年10月23日 集英社 MAQUIA

2021年9月28日 マガジンハウス Hanako

2021年10月25日 日之出出版 Safari

2021年10月12日 集英社 BAILA

2021年9月27日 光文社 Mart

2021年9月24日 リクルート ホットペッパー

Media
Magazine



Media
Web magazine



ただいま加盟店募集中！
お気軽にお問い合わせください

info@imosho.jp
株式会社芋匠 & OIMO TOKYO

https://www.and-oimo-tokyo.com/
https://cafe-nakameguro.and-oimo-tokyo.com/


