180社 の フ ラ ン チャイ ズ 本 部 と FC 支 援 ビジ ネ ス 企 業 が 大 集 結！

東京ビッグサイト 西３・4ホール
www.fcshow.jpより入場がスムーズになる
（登録制）

事前登録ができます。当日会場でも登録できます。
主
催：日本経済新聞社
特別協力：一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会

ご来場お問い合わせ：ハローダイヤル 03-5777-8600（３月末まで）

見逃せない3日間！ 成長分野の最新FC情報が満載！ 個人の起業・開業のヒントに
会社の多角化、新事業開拓に
過去最多180社、
国内最大級
フードサービス業大幅増！
少子高齢化時代の
多彩なサービス事業。
大手コンビニ各社、
リサイクル系小売事業も。

開催概要

個人向け
脱サラ・開業希望
相談コーナーも充実
アントレ×FCショーの
コラボセミナー
初開催
3月8日（金）10時

自治体の施策！
行政担当者向けセミナーも
実施！
3月8日（金）14時

アジアなど
グローバル
FCビジネス展開も新設！
「海外マッチング・
相談コーナー」

主
催 日本経済新聞社
特 別 協 力 一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
（社）
商業施設技術者・団体連合会、全国商工会連合会、
（独）
中小企業基盤整備機構
後
援 経済産業省、農林水産省、中小企業庁、
日本商工会議所、
（財）
流通システム開発センター
（順不同）
（財）
全国中小企業取引振興協会、日本小売業協会、
（協連）
日本商店連盟
協
賛 全国商店街振興組合連合会、
（一社）
日本ショッピングセンター協会、日本政策金融公庫、
（一社）
新日本スーパーマーケット協会、日本チェーンストア協会
（公社）
日本ニュービジネス協議会連合会、日本百貨店協会、
（社）
日本フードサービス協会、
（一社）
日本ボランタリーチェーン協会
（社）
中小企業診断協会
（順不同）
（順不同）
協
力 テレビ東京、日経BP社
特別企画展 店舗開発ショウ 2013
（2012年12月25日現在）
展 示 規 模 出展社数180社・団体、出展小間数320小間
同 時 開 催 JAPAN SHOP／建築・建材展／ライティング・フェア／リテールテックJAPAN ／NFC & Smart WORLD／ SECURITY SHOW

フランチャイズ本部

出展分野

FCビジネスが
街づくりを支える

●フードサービス業、サービス業、小売業、海外FCブランド

ビジネスパートナー募集

●製品・サービスの販売代理店・特約店募集を行う企業
●フードサービス開業支援を行う企業

フランチャイズ関連ビジネス

●FC本部設立・加盟相談、コンサルティング、情報・出版
●FC本部向け製品・設備・システム・サービス
●店舗開発、立地戦略のための情報提供

主な
来場対象

●法人としてフランチャイズチェーンへの加盟を考えている
経営者・役員など
●事業拡大・多角化、国際化、新市場参入などを検討する
企業経営者・役員、経営企画責任者
●業態転換・転業を検討する商店・飲食店経営者
●多店舗化・多業態化を検討するフランチャイズオーナー
●脱サラ・早期退職者などの独立・開業希望者
●国内外の新規事業を検討しているメガフランチャイジー
●土地・建物など不動産の有効活用を検討している方
●新規ビジネス立ち上げを検討する起業家

出展社
フランチャイズ本部／フードサービス業
●アントワークス／丼ぶり 伝説のすた丼屋
●イタリアントマト／カフェ イタリアン・トマト カフェジュニア ほか
●一和フーズ／ラーメン&らーめん 一代元
●インターナショナル ダイニング コーポレーション／つけ麺 三ツ矢堂製麺
●扇屋コーポレーション／居酒屋 備長扇屋 ほか
●岡野食品産業／ベーカリー コンセルボ ほか
●家族亭／手打うどん総本家 得得 ほか
●キーコーヒー
●牛繁ドリームシステム／焼肉 元氣 七輪焼肉 牛繁
●餃子計画／餃子専門店 浪花ひとくち餃子 チャオチャオ
●クラタ シー・エム・エス／菓子販売 菓寮 花小路
●グロービート・ジャパン／ラーメン らあめん花月嵐
●コメダ／喫茶 珈琲所 コメダ珈琲店
●ジー・テイスト／居酒屋 村さ来 ほか
●シニアライフクリエイト／高齢者専門宅配弁当 宅配クック123
●スイートスタイル／喫茶店 元町珈琲
●スケール／串焼き居酒屋 串焼きげんFC
●ソーシャルクリエーション／高齢者向け在宅配食サービス ニコニコキッチン
●チェゴヤ／韓国家庭料理 チェゴヤ
●つぼ八／居酒屋 つぼ八 ほか
●テイル／お好み焼・鉄板焼 きん太
●トライ・インターナショナル／ラーメン 蔵出し味噌 麺場 田所商店
●ドリームフーズ／ちゃんぽん ちゃんぽん亭総本家
●日本レストランビジネス／喫茶店 オランダ坂珈琲邸
●パーティーランド／フローズンヨーグルト パーティーランド
●ハットトリック／ドーナッツ はらドーナッツ
●半田屋／大衆食堂 半田屋
●ビーアンドエム／スペシャリティーコーヒー BLENZ COFFEE
●ビリオンフーズハヤシ／カフェ ビリオン珈琲
●ファーストキッチン／ハンバーガー &パスタ ファーストキッチン
●芙蓉フーズ／移動販売 やきとり とっと庵
●プレナス／持ち帰り弁当 ほっともっと
●ベレット／焼スパ ローマ軒
●ポポラマーマ／ゆであげ生スパゲティ ポポラマーマ
●モスフードサービス／ハンバーガー モスバーガー
●物語コーポレーション／焼肉きんぐ 丸源ラーメン お好み焼本舗
●優勝軒／ラーメン・つけ麺 優勝軒
●ゆで太郎システム／江戸切りそば ゆで太郎
●ロッテリア／ハンバーガーレストラン ロッテリア
●ワインバーテラ本部／カジュアルワインバー ワインバーテラ

フランチャイズ本部／フードサービス業（フードコート）
●インテグレーション／とんかつ キムカツ亭
●CLUB ANTIQUE ／ベーカリー HEART BREAD ANTIQUE
●三光マーケティングフーズ／焼き牛丼 東京チカラめし

フランチャイズ本部／サービス業
●アクロス／小規模デイサービス 樹楽
●アシストリンク／便利屋！ お助け本舗
●アトラ／接骨院 ほねつぎ
●アルペン／女性専用30分フィットネス アルペンクイックフィットネス
●ECC ／学習塾 ECCの個別指導塾 ベストワン
●いきいきらいふ／介護施設 いきいきらいふSPA
●一六社／インターネット販促・動画配信 テーマ動画配信局
●稲葉製作所／レンタル収納スペース イナバボックス
●HER ／環境計量証明事業 HER
●HCC ／リラクゼーションサロン 全身ほぐし整処ゆるり
●エデュケーション・ネットワークス／学習塾 個別学習のセルモ
●LBH ／ヘッドハンティングビジネス LBHPartners
●エンパワー／ブランド・貴金属買取業 リサイクル業 買取専門店 大吉
●介護NEXT ／介護 GENKI NEXT
●学凛社／学童保育×学習塾 aula ほか
●カジ・コーポレーション／インターネットカフェ アイ・カフェ
●京進／個別指導学習塾 京進スクール・ワン
●グロウバレー／個別指導教室 学びの森 J-STUDIO

出展社一覧（2013年1月31日現在、50音順)

●個学舎／学習塾 市進教育グループ 個太郎塾
●心地／学習塾 個別指導 GRIP
●コシダカIPマネジメント／ひとりカラオケ専門店 ワンカラ
●コペル／幼児教室 コペル
●COYOTE UGLY SALOON DEVELOPMENT ／バー COYOTE UGLY SALOON
●ザ・サードプラネット／ゲームセンター ザ・サードプラネット
●サンプラウド／買取専門店 お宝本舗えびすや
●JKK ／ポータルサイト どこねっと
●シッククリエーション／進学塾 CUBE
●将軍ジャパン／理美容 ヘアカット専門店 クイックカットBB
●城南進学研究社／学習塾 城南コベッツ
●セナングループ／タイ式ストレッチ Yurari
●創寫舘／写真館 オレンジスタジオ
●太鼓センター／和太鼓教室 TAIKO-LAB
●ダイタク／襖の張替ビジネス 張替本舗 金沢屋
●拓人／個別指導塾 スクールIE
●ダスキン／介護・福祉用具のレンタルと販売 ヘルスレント
●ダスキン／介護・生活支援 ホームインステッド
●ダッシングディバインターナショナル／ネイルサロン ダッシングディバ
●ティア／葬儀会館 ティア
●TRGネットワーク／学習塾 個別指導 トライプラス
●THB JAPAN ／健康・美容 光温浴THB
●Dr.Kong フットケア／靴屋 Dr.Kong
●日本エルダリーケアサービス／デイサービス デイホームゆりの木
●日本介護事業／小規模デイサービス だんらんの家
●日本介護福祉グループ／通所介護 茶話本舗デイサービス
●ハウスドゥ／不動産売買仲介 ハウスドゥ！
●長谷川興産／サービス業 おそうじ本舗 ほか
●バントーラ／訪問美容 日本訪問美容サービス
●ヒューマンアカデミー／資格取得スクール ヒューマンアカデミー
●ヒューマンリンク／通所介護 リハビリ特化型デイサービス カラダラボ
●ファクトリージャパングループ／ボディメンテナンス・整体サロン カラダファクトリー
●プリンス／医療機器販売業 アイメディカル
●ペーパー・シャワーズ／ポスティングと軽作業専門業務請負事業 まかせてグループ
●ベルシアン／ペットホテル ベルシアン
●ベンリーコーポレーション／生活関連サービス業 ベンリーチェーン
●ほっとステーション／リハビリ型デイサービス LET'S倶楽部
●ポラリス／リハビリ特化型デイサービス ポラリス
●名学館／学習塾 名学館
●明光ネットワークジャパン／学習塾 個別指導 明光義塾
●メディアック／パソコンスクール メディアック
●やさしい手／介護サービス 在宅介護やさしい手
●RATS ／フィットネススタジオ IP STUDIO
●ランシステム／複合カフェ スペースクリエイト 自遊空間
●ランドピア／コンテナ収納（トランクルーム）スペースプラス
●リンデン・ビーアイ／出張美容・理容 リンデンB・I
●レジオンズ／通所介護 健康ハーフデイ
●Work Line ／遊具の点検・室内の点検 Work Line

（●社名／チェーン名）

●TMJ ／コスメ店 TONYMOLY
●東洋堂／はんこ屋 はんこ広場
●トライズ／アジアン雑貨ショップ アジャラ
●日本中古農機買取センター／中古農機の買取り・販売 特選 中古農機市場
●ハードオフコーポレーション／リユース・古着屋 MODE OFF
●ファミリーマート／コンビニエンスストア ファミリーマート
●ブランドオフ／ブランド品買取ショップ ブランドバンク
●ローソン／コンビニエンスストア ローソン
●ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACTORY JAPAN／
チョコレートショップ ロッキーマウンテンチョコレートファクトリー

海外マッチング・相談
●日本貿易振興機構(JETRO)
●海外マッチング・相談コーナー
●BIZLINK EXHIBITION SERVICES
●MACAO TRADE AND INVESTMENT PROMOTION INSTITUTE

ビジネスパートナー募集 （フランチャイズ以外）
●I-MAKE FC
●インキュベクス
●エルエーシー
●ガナシス
●協同乳業
●GEKKO&CO.
●結婚情報センター
●五色
●コスモライフ
●テンポス店舗企画

●TOKAI
●DREAMJETKOREA
●ナッティー・ババリアン・ジャパン
●ビジネスゲート
●芙蓉商事
●マーキュロップ
●早稲田エルダリーヘルス事業団
●ワンズネットワーク
●ONE'S ホールディングス

フードサービス開業支援ビジネス
●M&Aオークション
●グローバルキッチン

●ゼネラルフード事業スタジオ

コンサルティング・相談・情報・出版
●アクアネット フランチャイズ経営研究所＊
●東京信用保証協会＊
●東京都中小企業診断士協会＊
●トーチ出版
●日経BP社
●日本政策金融公庫＊
●日本フランチャイズ総合研究所＊
●日本フランチャイズチェーン協会＊
●八重洲ブックセンター
●リクルートキャリア
＊＝フランチャイズ無料相談受付出展社
展示会会期中、フランチャイズビジネスに関する相談を無料で受け付けます。事前予約は
不要。フランチャイズ加盟や本部立ち上げを検討されている方は、お気軽にご相談ください。

フランチャイズ本部／小売業
●AKIRA ／リサイクル子供服の販売 ECO&KIDS AKIRA
●アクアクララ／宅配水 アクアクララ
●アップガレージ／タイヤ販売店 東京タイヤ流通センター
●いーふらん／買い取り専門 おたからや
●FTC ／質・買取・総合リユース リサイクルマート
●エムアイエー／電動オートバイ・電動ミニカー・電動車イスの販売 電動プロショップ
●お宝あっとマーケット／トレーディングカード買取・販売店 トレカ・スタジアム
●オフィスコンビニ／デリバリー飲料販売 オフィスコンビニ
●カインド／ユーズドセレクトショップ カインド
●キャンドゥ／ 100円ショップ キャンドゥ
●コモンプロダクツ／トレーディングカード専門店 カードボックス
●サークルKサンクス／コンビニエンスストア サークルKサンクス
●セブン-イレブン・ジャパン／コンビニエンスストア セブン-イレブン
●ダイアナ／プロポーションメイキングの総合コンサルティング ダイアナ
●醍醐／健康茶販売 健茶薬醍醐
●大黒屋／ブランド品買取 大黒屋
●タオル美術館／タオル製品の販売 タオル美術館
●たまゆら／ユニフォーム販売 いいネしごとぎや

フランチャイズ支援ビジネス
●アックスコンサルティング
●インテグラン
●エスエスティー

●NTTタウンページ
●ソフケン
●マップマーケティング

店舗開発ショウ
●営業モデル研究所
●カンボウ プラス
●技研商事インターナショナル
●JPS
●店舗探し.com

●中道リース
●日栄インテック
●ホクトシステム
●ポムフード
●マインドシステム

※出展社の業種と出展ゾーンが必ずしも一致していない場合があります。
※本パンフレットに掲載されているすべての内容は、2013年1月31日
現在のものです。また、記載の会社名・チェーン名などは各社の商標
または登録商標です。

出展社ワークショップ

受講無料

出展企業がFC加盟店・販売代理店募集や事業内容・商品・サービスなどの説明会を行います。
●展示会場内 出展社ワークショップ会場（定員：80名）●受講無料（当日受付のみ。開演20分前より受付を開始します。事前登録の必要はありません。）

3月6日[水]

11：00〜11：40
12：00〜12：40
13：00〜13：40
14：00〜14：40
15：00〜15：40

RATS
ランシステム
日本介護福祉グループ
トーチ出版
アックスコンサルティング

革新！超効率型フィットネススタジオIP STUDIOのFCモデル紹介
複合カフェ自遊空間ノウハウ公開！―集客力・収益力がある理由―
5年間で600事業所！介護事業の魅力と茶話本舗成功の仕組み！
誰よりもFC本部社長と会っている編集長が語る"FC成功の法則"
新時代のFC店舗会計と経理代行、資金繰りと税務のプロ活用法！

3月7日[木]

11：00〜11：40
12：00〜12：40
13：00〜13：40
14：00〜14：40
15：00〜15：40

アクロス
お宝あっとマーケット
ONE'S ホールディングス
アトラ
AKIRA

介護事業のビジネスモデル比較！これから参入すべきビジネス分野
子供が知ってるビッグビジネス！なぜトレカが熱いのか
営業力のいらない地域密着型ビジネスモデルのご紹介
長期安定成長モデル 景気や流行に左右されない高収益接骨院FC
在庫リスクゼロだから実現する粗利益70%のリサイクル子供服店

3月8日[金]

11：00〜11：40
12：00〜12：40
13：00〜13：40
14：00〜14：40
15：00〜15：40

ほっとステーション
ダイタク
JKK
稲葉製作所
スケール

3年で営業利益1.2億円を目指すリハビリ型デイサービスとは？
誰も気が付かないニッチでスキマなビジネスこそ成功のチャンスがある！
仕事の流儀
レンタル収納ビジネスもやっぱりイナバで大丈夫！
ウサギとカメはどちらが本当に競走に強いか？の考察
※講演企業、演題などが予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

フランチャイズ・ショー Webサイトを活用しよう
展示会の前にWebサイトをチェック！
来場者Q＆A

http://www.fcshow.jp/

「Q&A」
コーナーにアポイント機能を追加！

展示会のWebサイトでは、出展社に質問・相談できる
「来場者Q＆A」
をご利用いただけます。自社の業
務改善につながるソリューションなどについて質問を投稿すると、出展社から回答が届きます。ビジ
ネスや商談にお役立てください。また、今回から出展社と事前にブース訪問のアポイントを取ること
のできる機能を追加しました。アポイントを事前に確定しておけば、効率的に会場を回ることができ
ますので、ぜひご活用ください。
iPhone & Androidアプリ

無料スマホアプリで展示会情報をキャッチしよう

フランチャイズ・ショーをはじめとする
「NIKKEI MESSE 街づくり・店づくり総合展」
の全出展社の
詳しい情報と、会場マップを自由にご覧いただける無料のスマホアプリをご提供しています。Twitter
のリアルタイム情報を閲覧できるので、最新情報を簡単にキャッチできます。今回からセミナー情報
も見られるようになりました。来場前の予習や会場内のナビゲーションに大活躍します。
iPhoneアプリはApp Storeで、AndroidアプリはGoogle Playで
「日経の展示会」
を検索してください。
※アプリケーションのご利用は無料ですが、通信にかかる費用はお客様のご負担となります。
※iPhone、App StoreはApple Inc.の登録商標です。
※Android、Google PlayはGoogle Inc.の登録商標です。

これからの新しい街づくりの方向性や企業の戦略・役割について考える
日経メッセ 特別プロジェクト

「街づくり・店づくり未来戦略会議」
〜10年後の「心地よい街」と企業戦略を考える〜
午前の部

9：30〜12：00

3月5日（火） 午後の部 13：00〜16：30

要事前申込
午前・午後入替制

参加無料

東京ビッグサイト 会議棟7Ｆ・国際会議場

■開催趣旨 今後の日本の街づくりを支えるすべての皆様を対象にした、人口減少社会への入り口に立った日本におけるにぎわいのある商業施設やオフィ
ス、駅を中心としたコンパクトな街づくりの意味・意義と、これからの新しい街づくりの方向性や企業の戦略・役割について考えるシンポジウムです。
■午前の部【戦略セッション】 9:30〜12:00
講演：
「10年後 魅力ある都市にするために」
（仮） 辻 慎吾氏 森ビル 代表取締役社長
「Eco & Smart Solutionsで目指す将来の家づくり・店づくり・街づくり」 長榮 周作氏 パナソニック 代表取締役副社長 ほか
■午後の部【オープンイノベーションセッション】 13:00〜16:30
講演：
「10年先の住みたい街をつくるために、企業はビジネスの視点をどう変えるべきか」 山脇 正俊氏 スイス近自然学研究所 代表
「10年先の街の姿から予測できる、成長できる企業と新ビジネス」 山崎 亮氏 コミュニティデザイナー
参加型討論会：未来戦略セッション「次代の街づくりを支えるビジネスシナリオを描く」
ファシリテーター：野村 恭彦氏 フューチャーセッションズ 代表取締役社長
ゲスト登壇者：山脇 正俊氏、山崎 亮氏、鈴木 雅穂氏 トヨタ自動車 商品企画部 未来プロジェクト室長 ほか

申込締切日

お問い合わせ

2月20日
（水）

右記Web 事前申込制、午前・午後入替制
各回950人定員、応募多数の場合は抽選

お申し込み先

http://www.nikkei-events.jp/machi-mirai2013/

「街づくり・店づくり未来戦略会議」事務局 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-6-10 笠原ビル （株）日経ピーアール内
TEL:03-6812-8695（9:30〜17:30、土・日・祝日は除く） FAX:03-6812-8649 Eメール : machi-mirai2013@nikkeipr.co.jp

セミナー
オープニングセミナー
会議棟101会議室

■主催：（一社）日本フランチャイズチェーン協会、日本経済新聞社

FC-A
■第1部講演

受講無料
定員：100名

10：00〜10：30

「モスのフランチャイズ戦略と10年ビジョン」
●櫻田 厚氏 （株）モスフードサービス 代表取締役社長／
（一社）日本フランチャイズチェーン協会 会長
■第2部講演 10：30〜11：20

「今後のフランチャイズ業界予測と加盟開発動向」
●黒川 孝雄氏（株）フランチャイズ研究所 代表取締役

会議棟101会議室

FC-E

会議棟101会議室

FC-C

3月6日（水） 10:00〜11:20

特別セミナー

フランチャイズ本部・
新規ビジネス立ち上げセミナー

受講無料
定員：100名

3月7日（木） 14:00〜16:30

ベテラン加盟者に聞く！
「フランチャイズ選びの基本と『これからイケる』フランチャイズ分野」
本セミナーのメインテーマは、ベテラン加盟者が経験から学んだフランチャイズを
選ぶ際のポイント、
『これからイケる』
フランチャイズ分野と伸びるフランチャイズ
チェーンの見極め方。さらに、多店舗化・多業態化、海外でのフランチャイズ事業
展開、加盟者経験を生かしたフランチャイズ本部設立のポイントなど、ベテラン加
盟者の実体験に基づいた、加盟者として飛躍する方法にも触れていきます。フラン
チャイズ初心者はもちろん、現役加盟者にも役立つセミナーです。
■第1部 基調講演
21世紀を代表する感動創造企業グループへ
「現役メガフランチャイジーが語る！フランチャイズビジネスの活かし方」
●講師：安倍 康一氏 イー・ホールディングスグループ 代表
本社は愛知県大府（おおぶ）
市。2002年に脱サラ、個別指導塾「がんばる学園」
フ
ランチャイズに加盟。現在、国内グループ会社4社で、フランチャイズ加盟者と
して「ITTO個別指導学院」40校舎、デイサービス「茶話本舗」10事業所、WEBリ
サイクル店「ハニーブラウン」
１店舗運営。海外グループ会社（在タイ）
１社で回転
寿司「平禄寿司」
のタイ地域本部として5店舗（うち加盟店2店舗）
運営。グループ
全体の2011年度年商は約11.4億円。
※安倍氏には、パネルディスカッションにもご参加いただきます。
■第2部 パネルディスカッション
【パネリスト】
●安倍 康一氏 イー・ホールディングスグループ 代表
●青木 謙侍氏 セント・リングスグループ 代表
本社は静岡県沼津市。家業の呉服業経営に常務として参加、その後独立し、
1993年に宅配ピザ「ピザーラ」
フランチャイズに加盟。現在、
「ピザーラ」10
店舗、焼肉店「牛角」5店舗、美容室「11cut」3店舗、デイサービス「茶話本舗」
3拠点、個別指導塾「明光義塾」
13教室など、20業態52店舗を展開。独自の
視点で有望フランチャイズを見極める、青木氏の「目利き力」
には定評があり、
これまで多数のメディア取材を受けてきた。グループ全体の2011年度年商は
約26億円。
●島 一徳氏 （株）ワンズネットワーク 代表取締役
本社は千葉県船橋市。1995年に脱サラ、車買取店「ガリバー」
フランチャイズ
に加盟。ガリバーグループ内で「車買取台数No.1」を3度獲得。その後、中古
車レンタカー「ワンズレンタカー」
フランチャイズを立ち上げ、400店舗を数
えるまでに育てる。現在、
「ワンズレンタカー」
本部として活動する一方、フラ
ンチャイズ加盟店として「ガリバー」
3店舗、リラクゼーションサロン「もみ処
らく屋」2店舗、ラーメン店「麺屋空海」
1店舗を展開。2011年度年商は約20
億円。
※島氏には、加盟者の立場でパネルディスカッションにご参加いただきます。
【コーディネーター】
●松本 陽子氏 ツーウェイコミュニケーションズ 代表
フランチャイズプランナー。加盟店、及び顧客開発に的を絞ったWebサイト
コンテンツ、各種販促PR企画などの立案・制作・実施を中心に、フランチャ
イズ本部をサポートする。

受講料（消費税込み）

10,000円

各

定員：各100名

3月6日（水） 14:00〜16:30

「成功するフランチャイズ本部構築・再構築セミナー
〜のれん分けからアジア進出の新潮流まで」
●講師：内川 昭比古氏 (株)日本フランチャイズ総合研究所 代表取締役社長
業歴40年、常に最前線で活躍し続けてきた第一人者が、フランチャイズビジネス
の基礎からその実際まで、
「本物」
のフランチャイズ本部構築の秘訣を伝授。更に、
直営店舗チェーン活性化の切り札「のれん分け制度」
導入のポイントや、インドネシ
ア、インド、フィリピン、タイ、韓国、台湾など海外市場進出のための戦略を、豊
富な事例をもとに分かりやすく解説します。新たにフランチャイズ本部構築をめざ
す方、トラブルでお悩みの本部の方は勿論、直営チェーンに限界を感じている経営
者の方、海外進出を検討している方にも必ずお役に立つ内容です。

FC-D

3月7日（木） 10:00〜13:00

「フランチャイズ本部立ち上げと100年続く本部運営ノウハウセミナー」
●講師：民谷 昌弘氏 (株)アクアネット フランチャイズ経営研究所 代表取締役
小売、外食、建設、サービスなど幅広い事業分野における数百社に及ぶFC本部に
対する支援実績をもとに、スピーディー且つリスクの少ないFC本部立ち上げノウ
ハウと永続的に継続できる本部運営ノウハウを、実践的な事例を交えて分かりやす
く解説します。特に、近年急拡大している介護、医療など健康関連や保育・教育な
どに代表されるサービス業フランチャイズが成功するために欠かせないポイントも
併せて紹介します。

FC-F

3月8日（金） 10:00〜13:00

「本部立上げの初期に取り組む加盟店開発」
●講師：黒川 孝雄氏 （株）フランチャイズ研究所 代表取締役
フランチャイズ本部を立ち上げて、一番難しいのは加盟店開発です。知名度もな
い、開発の経験も無い本部が、どのように行動すれば加盟店が開発できるのか。日
本フランチャイズチェーン協会の「加盟店開発基礎講座」をベースに、更に改良を
加えた、初期段階の本部の加盟店開発の手ほどきを行います。

受講無料

NEW！
自治体向けフランチャイズセミナー

FC-H

3月8日（金） 14:00〜16:00

会議棟101会議室

「自治体とフランチャイズはwin-winになれる」
「フランチャイズは社会のインフラ」14:00〜14:30
●山本 善政氏 （株）ハードオフコーポレーション 代表取締役会長兼社長／
（一社）日本フランチャイズチェーン協会 副会長
事例紹介①【福岡県】
「自治体初！フランチャイズで雇用創出」14:30〜14:50
●丹所 康洋氏 福岡県福祉労働部労働局新生活産業室事務主査
「FC専門家から見た福岡県事業と自治体に期待すること」14:50〜15:00
●川上 健一郎氏 ディライトジャパン 代表
事例紹介②「青森県におけるフランチャイズビジネス導入可能性検討事業について」15:00〜15:30
●田中 絡久氏 青森県県土整備部監理課建設業振興グループ主事
「フランチャイズで成功する法則はこれだ！」15:30〜16:00
●伊藤 恭氏 （一社）東京都中小企業診断士協会 フランチャイズ研究会 会長

アントレ×FCショー コラボセミナー

FC-G

3月8日（金） 10:00〜12:00

会議棟607・608会議室

「自分らしい独立・開業のヒントを探る！
『アントレ』
失敗しないための脱サラ独立セミナー」
■第１部 講演
「起業を取り巻く環境や脱サラ独立の動向について」
●講師：藤井 薫氏 アントレ編集長
（株）
リクルートに入社以来、人材サービス事業に従事。営業、編集、商品企画を担
当し、『TECH B-ing』編集長、『Tech総研』初代編集長を歴任。2004年、アント
レ事業部へ。2007年、コンピタンスマネジメント支援室にて、組織固有智の開発
浸透を兼務。
「雇われない生き方・働き方」
が当たり前に実現できる社会を目指し、
多くのカスタマーの開業支援を推進中。
■第2部 パネルディスカッション
すでに脱サラ開業している方々の生の体験談を伺います。
「なぜ独立した？開業資金は？」
「周囲の反応は？相談相手は？不安だったことは？」
「独立して一番困ったこと、よかったことは？」など

フランチャイズ加盟希望者向けセミナー

受講無料

西4ホール セミナー会場

定員：各80名

■特別協力：（一社）東京都中小企業診断士協会 フランチャイズ研究会（FC-１を除く）
※フランチャイズ加盟を検討している方を対象にしたセミナーです。フランチャイズ本部や起業コンサルタントの方のお申し込みは、一部を除きご遠慮ください。

月

3

日︵水︶
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FC-1

3月6日（水） 11:00〜12:10

「FC加盟成功への加盟チェックポイント」
●講師：金井 高志氏 フランテック法律事務所 弁護士
本セミナーでは、FCシステムの基本事項を代理店などと比較しながら明らかに
し、過去に問題となった事例を参考にして、独立開業目的の個人加盟者と事業多
角化・業態転換目的の法人加盟者がそれぞれ加盟前に確認すべきことを解説しま
す。また、FC加盟希望者が加盟の際に調査・対策をすべき具体的内容やFC加盟
で成功するためのチェックポイント、展示会で本部に確認すべきことなどについ
て、わかりやすく説明します。

FC-2

3月6日（水） 12:30〜13:40

「フランチャイズの基礎知識と成功するためのポイント」
●講師：山崎 泰央氏 中小企業診断士
フランチャイズビジネスでは、加盟者と本部は各々が独立した事業体であり、契
約に基づいたパートナー関係としてビジネスを行います。この特徴を踏まえ、フ
ランチャイズ加盟で成功するためには、まず何から手をつければよいのでしょう
か。本セミナーでは、フランチャイズ加盟を検討されている方を対象に、フラン
チャイズの基礎知識や、フランチャイズ加盟で成功するためのポイントを、加盟
ステップごとにわかりやすく解説します。

月

3

日
︵木︶
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FC-5

3月7日（木） 11:00〜12:10

「小売業フランチャイズの業界トレンドと加盟の留意点」
●講師：井上 竜也氏 中小企業診断士
現在フランチャイズ加盟を目指す方の中に、景気の低迷により加盟のタイミング
を迷っている方を散見します。しかし、環境変化が激しい今日においても、時代
のニーズに応じた「専門性」
や、他社にない「強み」
を武器として、業績を伸ばして
いるチェーンは多数存在します。本セミナーでは小売フランチャイズを中心に、
成長を続けるチェーンの売れる仕組み、今後注目のビジネスチャンス、加盟に際
しての留意点について解説します。

FC-4

3月6日（水） 15:30〜16:40

「失敗しない本部からの資料の見方・読み方」
●講師：川本 到氏 行政書士
フランチャイズ加盟の際、本部から法定開示書面、売上予測資料、損益モデルな
ど様々な資料が提示されます。これら資料の読み方を理解することは、将来起こ
るかもしれないトラブルを予防することにも通じ、失敗しないフランチャイズ加
盟の大切なポイントになります。本セミナーでは、実際に起こるトラブル事例や
過去の裁判例などを見ながら、本部から提供される資料をどのように読み解くか
をわかりやすく解説します。

FC-7

3月7日（木） 14:00〜15:10

「独立開業の成功を左右するパート・アルバイトの『採用』と『戦力化』のポイント」

●講師：伊藤 達仁氏 税理士
フランチャイズ加盟初心者（脱サラ起業家）
でも、フランチャイズに加盟して経営
を始めた途端「経営のプロ」
にならなくてはいけません。本セミナーでは、経営の
プロとして最低限必要な会計・資金繰りの知識やお金の借り方などの基礎を習得
していただきます。特に初期投資・月次（年次）
収支モデルと実際のお金の流れと
のギャップについては、具体的に解説します。実際に経営を行っている加盟店オ
ーナーの事例も紹介します。

●講師：石川 和夫氏 中小企業診断士
フランチャイズビジネスの現場で働く従業員の主力はパート・アルバイトです。
そのため、パート・アルバイトをいかに戦力にできるかで、ビジネスの成否が左
右されると言っても過言ではありません。そこで、当セミナーではより良い人材
を採用するポイントと資金計画の必要性、従業員個々人の業務習得レベルに合わ
せた育成方法を解説し、従業員の定着率と生産性の双方を高めることができる職
場作りを提案します。

3月7日（木） 12:30〜13:40

「飲食フランチャイズの業界動向と加盟時のポイント」
●講師：山岡 雄己氏 中小企業診断士
外食不況に追い討ちをかけるように起こった東日本大震災。この１年は、外食フ
ランチャイズにとって新たなビジネスモデルを模索した１年であったといえるで
しょう。テイクアウト業態とのボーダレス化、居抜き物件を活用した低投資パッ
ケージ、ランニングコストが少ないライセンス販売と、外食フランチャイズは多
様化しています。業界最新動向、法人多角化および個人加盟の留意点などについ
て事例を交えながら解説します。

月
日
︵金︶
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3月6日（水） 14:00〜15:10

「フランチャイズビジネスにおける初期投資・収支モデルの見方・読み方」

FC-6

3

FC-3

FC-9

3月8日（金） 11:00〜12:10

FC-8

3月7日（木） 15:30〜16:40

「フランチャイズ加盟希望者が自分でできる店舗の立地・商圏の見方」
●講師：山崎 泰嗣氏 中小企業診断士
実店舗を必要とする多くのフランチャイズビジネス。本部から出店予定立地の提
案を受けたり、本部に立地評価に関する相談をすることはできても、最終的に出
店地を決めるのは、加盟希望者です。加盟希望者は店舗の立地や商圏を正しく判
断できる必要があります。どのような立地に出店すべきなのか、出店してはなら
ないのか、立地判断の基本を実例を使ってわかりやすく解説します。セミナーの
目標は、出店地を自ら決められることです。

FC-11

3月8日（金） 13:40〜14:50

「６つのチェックで見極める『自分でできるフランチャイズ本部評価』」

「法人企業がフランチャイズ加盟をする際のポイントと留意点」

●講師：高木 仁氏 中小企業診断士
フランチャイズ本部との契約は、その後の人生を決める大きな投資となります。
フランチャイズに加盟し成功するためには本部選びが何より重要であり、成功へ
の第１歩は、加盟前に自身で加盟を検討する本部を様々な角度で評価することで
す。本セミナーでは、本部選びのステップおよび６つの評価ポイントに触れ、加
盟希望者の立場から本部を客観的に評価する方法を分かりやすく解説します。加
盟を検討中の方には必須のセミナーです。

●講師：柴田 昌行氏 中小企業診断士
フランチャイズ加盟を検討されている法人様を対象としたセミナーです。フラン
チャイズは法人企業の事業多角化や企業成長の手段として極めて有効です。本セ
ミナーでは、フランチャイズ加盟の基礎知識に加え、法人企業がフランチャイズ
に加盟するメリット・デメリット、最新の法人向けフランチャイズパッケージの
トレンドをわかりやすく解説します。あわせて、豊富な成功・失敗事例を交えな
がら法人加盟の留意点について説明します。

FC-10

3月8日（金） 12:20〜13:30

「介護や学習塾だけでない！ 低投資サービスフランチャイズ、これからの本命は？」
●講師：山下 哲博氏 中小企業診断士
サービス業フランチャイズは低投資で始められる業態が多く、初めて加盟を検討
する方にとって、有力な対象になるでしょう。サービス業フランチャイズには多
様なビジネスモデルがあります。本セミナーでは、介護や学習塾も含めた注目業
態を紹介するとともに、加盟を検討する際に必ず確認すべきチェックポイント、
サービス業フランチャイズ特有の留意点などについて、初めての方にもわかりや
すく解説させていただきます。

FC-12

3月8日（金） 15:00〜16:10

「フランチャイズに加盟して出店するための法律知識」
●講師：神田 孝氏・井嶋 倫子氏 弁護士
フランチャイズに加盟して出店するとしても、本部が何もかも用意してくれるわ
けではありません。加盟店は、フランチャイズ契約の締結に始まり、店舗の賃貸借
契約、従業員との雇用契約など様々な契約を締結します。そこでは正確な法律知識
が不可欠です。本セミナーではフランチャイズ加盟を通じて出店を検討している
方を対象に、出店までに予想される各種契約についての法律知識を解説します。フ
ランチャイズ・ビジネスに精通した神田弁護士と井嶋弁護士が講師を務めます。

グローバルプログラム 新設！
「海外マッチング・相談コーナー」
展示会場内（西４ホール）
海外展開をめざす国内のFC本部と、日本進出をめざすアジア
などの海外ブランドを紹介するパンフレットコーナー。
右記セミナーの講師等による無料相談・コンサルティングも行
います（詳細はHP参照）。
3月6日（水）午後4時より、本コーナーで、海外からの来場者
や、海外展開を支援するコンサルタント、日本の投資家、メガ
フランチャイジー、日本のFC本部経営層や海外担当者を交え
て、名刺交換会を実施します（詳細はHP参照）。
※本コーナーへの入場は、別途入場登録を行います。

FC-B

3月6日（水） 13:00〜15:45

FCビジネス海外展開セミナー（受講無料

会議棟102会議室

定員：100名、先着順）

成長から成熟、そして新時代へ向かうフランチャイズビジネス。日本企業の海外展開や、海
外ブランドの日本誘致など話題が豊富です。日本の生活支援産業や食文化などのFCビジネス
が、アジアをはじめとする世界の社会・生活に「新たなライフスタイル」
「新たなビジネス」を
提供するために必要なポイントは何か。著名な専門家と国際ビジネスで活躍中の講師を迎
え、セミナーを行います。
●講師：
北川 浩伸氏 日本貿易振興機構（JETRO) 生活文化・サービス産業部サービス産業課長
内川 昭比古氏 （株）日本フランチャイズ総合研究所 社長
藤田 一郎氏 （株）フランチャイズタイムズジャパン 会長／
（株）アイ フジタ インターナショナル 社長
土屋 晃氏 （株）アセンティア・ホールディングス 社長
嶋 浩一氏 （一社）東京都中小企業診断士協会 フランチャイズ研究会 特別会員／
（有）シマインターナショナル 社長
（プログラム詳細はHPをご覧ください）

セミナー参加申し込み方法
事前申し込み制

http://www.fcshow.jp/

上記Webサイトからお申し込みください。Webがご覧になれない方は下記セミナー事務局までお問い合わせください。
有料セミナーをお申し込みいただいた方には、セミナー事務局より受講料請求書をお送りいたします。

お問い合わせ先

日経セミナー事務局（土・日、祝日を除く10：00〜18：00）

TEL. 03-5730-7724 FAX. 03-5730-7723 E-mail : info@seminar.shopbiz.jp

●事前申し込みは2月27日（水）まで。ただし先着順で定員となり次第
締め切らせていただきます（席に余裕がある場合は当日受付を行い
ます）。
●有料セミナーの受講料は3月1日（金）までにお振り込みいただくか、
当日現金にてお支払いください。

●ご入金後のキャンセル、当日欠席の場合も受講料は返金いたしませんので、代理の方の出席
をお願いします。また申し込みが完了した時点で席を確保しますので、連絡されずに欠席
された場合でも受講料をお支払いいただきます。
（ご入金前のキャンセルのご連絡は3月1日（金）までにお願いいたします）
●都合により講師・演題等、内容は変更される場合がありますので、ご了承ください。
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※東京駅から「東展示棟行き」
「西
展示棟・会議棟行き」の2系統
を会期中9:30より10 〜15分
おきに交互に運行します。
※交通事情により所要時間が変
わる場合や、乗車定員の都合
により利用できない場合もあ
ります。予めご了承ください

※このほか、空港バスなどもございます。東京ビッグサイトへご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

会場（東京ビッグサイト）ご案内
近距離無線通信規格
「NFC｣やスマートフォン、
ICカード・タグと関連するソリューションを紹介

防犯カメラや警備システムなど、社会の
「安全・安心」
を
実現する製品を紹介する日本最大級のセキュリティ展

会期：3月6日（水）
〜8日（金）

東3・2・1ホール

住宅・店舗・ビル用の各種建材や設備
機器、ソフトウエア、工法などを幅広
く紹介する国内有数の建材関連総合展

東6・5・4ホール

東展示棟

西3・4ホール

会議棟

西展示棟

西1・2ホール

LEDや有機ELなど最先端の照明製品と新しい
照明の使い方が集まる日本最大級の展示会
商空間デザイン・ディスプレーをはじめ、魅力
的な店づくりの最新情報を発信する、日本最大
級の店舗総合見本市
流通・小売業の決済システムやマー
ケティング、物流、環境対応などを
進化させる日本最大級の専門展

りんかい線
国際展示場駅

ゆりかもめ
国際展示場正門駅

※フランチャイズ・ショー以外は2013年3月5日
（火）
〜8日
（金）
開催

