2 017年 2 月 1日 [ 水 ] - 3 日 [ 金 ]

10：00 〜17：00

▲

会場 東 京ビッグサイト 東5・6 ホール

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

h t t p : / / w w w. f c s h o w. j p /

同時開催
お問い合わせ : ハローダイヤル 03-5777- 8600（3月まで）

www.fcshow.jpより入場がスムーズになる事前登録ができます。当日、以下の招待券でも登録ができます。

招待券

【本展は入場登録制です】
名刺2枚と本券をお持ちください。

本券1枚で、同時開催のインバウンド ビジネス総合展にもお一人様無料でご入場いただけます。

■名刺をお持ちでない方は下欄にご記入ください。
お名前

会社名

Company Name

Name

部署

Address

電話番号
Tel

eメール

e-mail

What type of industry do you belong to?

小売・流通業（小売／卸売／商社／物流／通信販売など）

2

外食・サービス業（ホテル／レストラン／レジャー・観光施設／生活関連など）

3

情報・通信（情報システム／情報通信／ソフト開発／インターネット関連など）

4

デザイン・インフラ（設計事務所／デザイン・ディスプレー／建設／住宅関連／不動産など）

5

製造業（日用雑貨／食品／素材・エネルギー／自動車／電機／機械など）

）

Retail Industry

Restaurant and Service Industry

Information and Communication
Design and Infrastructure
Manufacturing

官公庁・地方自治体、公共・団体、その他

（官公庁・地方自治体／公益法人／銀行・証券・生損保／各種団体など）
Government, Organization, Finance and Others

Job Title

-

をご記入ください）

1

6

役職

Department

（〒
住所

■あなたの業種は？（一つだけ選んで

勤務先

名刺貼付欄
Oﬃce

自宅

Home

■来場目的の展示会は？（複数回答可）Which exhibition are you interested in?
1

フランチャイズ・ショー

2

インバウンドビジネス総合展

JAPAN INTERNATIONAL FRANCHISE SHOW

Inbound Business EXPO Japan

ご登録いただいた「お名前」
「住所」
「eメール」等の個人情報は、日経グループが行う各種事業の開
発・サービス向上のための統計や、日本経済新聞社が行う展示会・セミナー及び日本経済新聞社
が発行する媒体に関連する情報を郵便やeメールなどでご案内する際に利用します。案内が不要な方
は、下記にチェックしてください。日本経済新聞社は、ご登録いただいた個人情報を当社の個人情報
取り扱い規則、
「個人情報保護法」
及びその他関連法令等を遵守し、適正に取り扱うよう努めます。

案内の送付不要

出展者
フランチャイズ本部／フードサービス業
●あさくま／ステーキレストラン

ステーキのあさくま ほか

●アントワークス／どんぶり・ステーキ
●イーネットジャパン／そば居酒屋
●IBQLO／どんぶり専門店
●ウィズリンク／ラーメン

伝説のすた丼屋 ほか

つけ蕎麦ぢゅるり

肉丼専門 富士晃 ほか
最強濃厚らーめん『ばり馬』ほか

（ゾーンごとの五十音順）

フランチャイズ本部／サービス業
●アクロス／デイサービス
●アトラ／鍼灸接骨院

●AKIRA／リサイクル子供服の買取・販売

●AKIRA／ヨーロッパ子供用玩具の輸入・販売 POLESIE(ポリシエ)

●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

●AKIRA／子供服・ファミリーウェア雑貨の製造・販売 BooFooWoo(ブーフーウー )

●ECC／個別指導塾 英会話教室 ECCの個別指導塾ベストワン ほか

●FTC／リユースビジネス

●いーふらん／買取専門

●ゴルフパートナー／総合ゴルフショップチェーン ゴルフパートナー

おたからや

●イナバクリエイト／レンタル収納スペース

●大戸屋／定食店

●エイチ・エム・グループ／学習塾

●フードナビ／居酒屋・カレー
●KAWAKATSU／カフェ

浜焼太郎 ほか

●牛繁ドリームシステム／焼肉店
●串カツ田中／串カツ居酒屋

●エム・ワイ・ケー／美容室

元氣七輪焼肉 牛繁

●グロービート・ジャパン／ラーメン店

らあめん花月嵐

●ケイ・アライアンスシステム／かつ丼とんかつ専門店

●学凛社／学童保育・学習塾
かつさと

●56フーズ・コーポレーション／鉄板焼

●金沢屋／ふすま、障子、網戸の張替

●コメダ／喫茶・珈琲所

手延べうどん「水山」

京進スクール・ワン
ミットネス

●シービーサービス／高級懐石料理ケータリング 五味旬彩割烹 旬菜亭

●グロウバレー／個別指導塾

●J・ART／郊外型喫茶店

●KCE／モデル・ダンススクール, アカデミー Kansai Collection ENTERTAINMENT

●シカゴピザ／和食宅配

さかい珈琲

●シニアライフクリエイト／高齢者専門宅配弁当 宅配クックワン・ツゥ・スリー

●国土緑化／緑のレンタル

●スイートスタイル／喫茶店

●コペル／幼児教室

●すみれ／焼き鳥

元町珈琲

やきとり家すみれ

●トライ・インターナショナル／らーめん店
●花研／ラーメン・焼肉

天丼てんや

麺場 田所商店

●ジーアイビー／コインランドリー

ブルースカイランドリー

エスピーワーカーズ

●城南進学研究社／学習塾

●FOOD ARCHITECT LAB／牡蠣割烹・ワイン酒場・串揚げ 牡蠣入レ時 ほか

●スプリックス／学習塾

●FOODLINKS／串かつ 串かつ・どて焼き専門店 串かつじゃんじゃん

●ステップゴルフ／インドアゴルフスクール

●フククルフーズ／ラーメン

●ぜん／ピラティススタジオ

個別指導塾 城南コベッツ

●大黒屋／ブランド品買取

●ポポラマーマ／生パスタ専門店

●ティア／葬儀会館

ゆであげ生パスタ ポポラマーマ

●Muzz Buzz Japan／コーヒーショップの運営
●MANNA JAPAN／フードサービス

muzz buzz

CoCoManna

地盤ネット

ステップゴルフ

PILATES STYLE

●TRN／リノベーション×家賃保証

●デューアソシエ／美容室
●内職市場／内職

●ゆで太郎システム／日本そば屋

ゆで太郎

●ワイエスフード／ラーメン・飲食店

ファミリーヘアサロン デューポイント

内職市場

●NIPPON ACADEMY／日本語学校

九州筑豊ラーメン山小屋

NIPPONおもてなし語学院

●日本介護事業／介護保険サービス 小規模通所介護 生きる力を育む介護 だんらんの家
●日本介護福祉グループ／デイサービス

フランチャイズ本部／フードサービス業（フードコート）
●アークランドサービスホールディングス／からあげ からやま ほか
●イートアンド／ベーカリーカフェ

Rベイカー

●ゴンチャ ジャパン／台湾ティー カフェ

Gong cha（ゴンチャ）

●ダイタク／移動販売

チキンマスターズカフェ

●天高く／ラーメン店

RAMEN IROHA

●ファーストキッチン／ファストフード ファーストキッチン・ウェンディーズ
●マテュリティ／ラーメン

ちゃーしゅうや武蔵

フードサービス開業支援ビジネス

BNI

●NOVAホールディングス／個別指導学習塾・こども英会話 ITTO個別指導学院 ほか
●野元メンテナンスサービス／ハウス・エアコンクリーニング ノモメンテ
ハウスドゥ !

●バサラホールディングス／着物レンタル VASARA KIMONO RENTAL
●長谷川興産／ハウスクリーニング

おそうじ本舗 ほか

●ビューティーネットワーク／整体・リンパ・骨盤

リフレーヌ

●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／ストレッチ・整体 カラダファクトリー ほか
●Fits横濱／放課後等デイサービス・児童発達支援事業 おもちゃ箱
●Blanc／まつげエクステと眉の専門美容室 Eyelash Salon Blanc
●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 まかせてグループ

●ITALYO JAPAN／yogorino
●キーコーヒー／セルフカフェ

茶話本舗

●日本ビー・エヌ・アイ／リファーラルマーケティング

●ハウスドゥ／不動産売買仲介

●ベンリーコーポレーション／生活支援サービス業 ベンリーチェーン

keyscafe

●ジャパンフードイノベーション／ブランディングラーメン開業プロジェクト
●Belett／焼きスパ+ビアバル・ワインバル

ローマ軒

●ポラリス／脱毛エステ&アイラッシュサロン
●名学館ホールディングス／個別学習塾
●明光ネットワークジャパン／学習塾

名学館
明光義塾 ほか

●やる気スイッチグループ／総合教育事業

スクールIE ほか

●ユニバーサルスペース／介護リフォーム

介護リフォーム本舗

●Landscape／メンズエステ

スペースクリエイト自遊空間
GEDAN

●ランドピア／コンテナ収納(トランクルーム)

※本パンフレットに記載したすべての内容は、2016年12月12日現在
のものです。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。
※フランチャイズ本部の表記＝●社名／業態 チェーン名
※今回出展している中には、本パンフレットに記載している以外に複数
のチェーンを展開し、加盟店募集しているFC本部があります。また、
出展者の業種と今回の出展ゾーンが必ずしも一致していない場合があ
ります。

パリス・デ・スキン

●マルタカ・パルス／健康サロン・ヘルスケア事業 マルタカ健康サロン

●ランシステム／複合カフェ

脱毛サロン ラココ
もしもシークス

おそうじ革命

●健生／整骨院開業運営支援サービス

kenseiやわら.net

●ザオバ
●CEC／カジノエンターテイメント観光事業
●スーパーホテル／ホテル

日本カジノ学院

スーパーホテル

●つえ屋／杖・ステッキ専門店

つえ屋

●日本コスモトピア／生涯学習教室
●システムズhana／エステサロン

カルチャーレストラン
FLORA BEAUTY協会（FBA）

●G-7アグリジャパン／農産物直売所

●ディッグ・フィールズ・アンド・コー／こども写真館 プレシュスタジオ

伏竜

ミス・ユニバース・ジャパンエリアパートナー

●エストラボ／美容機器

●みやざき／女性専用30分フィットネス

リノリースCLUB

個別指導塾トライプラス

●やる気／カルビ丼とスン豆腐専門店
●優勝軒／ラーメン

●HDR／イベント

前払いできるくん

●マウンテンコミュニティー／クライミング・ボルダリング室内移設運営 クライミングジムPEAK'N

●モミアンドトイ・エンターテイメント／スイーツ MOMI&TOY'S ほか
韓丼

●インキュベクス／訪問看護ステーション開業・運営支援 ケアーズ訪問看護ステーション

●Payment Technology／福利厚生サービス

大黒屋

葬儀会館TEAR

●TRGネットワーク／学習塾

日本結婚相談所連盟

●イエローハット／中古タイヤ販売・車検および鈑金専業 トレッド ほか

●トレーラーハウスデベロップメント

自立学習 RED

●ペッパーフードサービス／ステーキレストラン ペッパーランチ ほか

ビジネスパートナー募集（フランチャイズ以外）
●IBJ／結婚相談所

●経成会

キングラム

●ファーストキッチン／ファストフード ファーストキッチン・ウェンディーズ

麵処直久

シューラルー

●オフィスサポート

カードボックス

●コモンプロダクツ／ブランド品買取

●地盤ネット／住宅向け地盤調査・解析サービス

大衆食堂 半田屋

ローソン

●おそうじ革命／ハウスクリーニング

コペル

●シスプロ／人材サービス

ばんから ほか

●ローソン／コンビニエンスストア

●エックスモバイル／LCC携帯電話会社

グリーンポケット

●Shapes／女性専用ボディメイクジム ShapesGirl（シェイプスガール）ほか

PABLO

●半田屋／セルフサービス食堂

ゴールドリカー

●コモンプロダクツ／トレカ専門店

●テンコーポレーション／天丼・てんぷらチェーン
●ドロキア・オラシイタ／洋菓子

学びの森J-STUDIO

●ゴールドリカー／お酒買取

どんぶり名人 ほか

ファミリーマート

ミニストップ

張替本舗金沢屋

●グッドウェーブプロモーション／フィットネスジム

村さ来 ほか

モードオフ

●ファミリーマート／コンビニエンスストア

●ワールドフランチャイズシステムズ／小売業

ガッツレンタカー

●キットカンパニー／有料老人ホーム紹介センター キットカンパニー
●京進／個別指導塾

厳選 神の赤肉

●ジー・テイスト／居酒屋

アイ・カフェ ほか

はんこ広場

●ハードオフコーポレーション／リユース業
●ミニストップ／コンビニエンスストア

●からだ元気治療院／訪問治療(医療のリハビリ・鍼灸マッサージ) からだ元気治療院

コメダ珈琲店

●サガミマイスターズ／フードサービス
●GHK／焼肉店

スタジオ ル・ポ

●カジ・コーポレーション／複合カフェ
●ガッツ・ジャパン／レンタカー

鉄板焼 天神ホルモン

●東洋堂／はんこ、印刷、セキュリティ

学童クラブ アウラ ほか

●神戸物産／ビュッフェレストラン 神戸クックワールドビュッフェ

●ジャパンエクスプレス／ペットフードデリバリー (宅配) husse Japan
●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

買取専門店 大吉

●OJI／エステ併設フィットネススタジオ

質屋かんてい局 ほか

●スペースチャンス／トレーディングカードショップ トレカパーク

スマイルプラス

美容室イレブンカット

●エンパワー／買取専門店

串カツ田中

イナバボックス

個別指導Wam

●エム・ジェイホーム／福祉サービス

錦一葉かふぇ

ECO&KIDS AKIRA

ほねつぎ鍼灸接骨院

●ヴィア・ホールディングス／飲食業・居酒屋業 やきとりの扇屋 ほか
大戸屋ごはん処

フランチャイズ本部／小売業

樹楽 ほか

スペースプラス

カロリロ

めぐみの郷

フランチャイズ支援ビジネス、店舗開発・立地戦略
●アイカ／店舗戦略型販促アプリの開発・運営
●エネット／店舗向け電力販売
●グリーンクロス
●ダイワコーポレーション
●タカラエージェンシー／人材紹介業

アランチャイズ

●店舗探し.com
●中道リース
●マップマーケティング／ FCマーケティング支援

コンサルティング･相談、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フランチャイズ研究会
●日本政策金融公庫
●日本フランチャイズコンサルタント協会
●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
●Biz Rise
●ベーシック
●マイナビ
●リクルートキャリア

海外関連
●ASIAWIDE FRANCHISE CONSULTANTS（シンガポール）

●Lien（リアン）／ピラティス・ヨガ ピラティス＆ヨガスタジオ リアン

●ASSOCIATION OF CHAIN AND FRANCHISE PROMOTION, TAIWAN（台湾）

●リビアス／お顔そり・まつげエクステ・ヘアカラー Beauty Color Plus ほか

●SCHWARTZ CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA（ブラジル）

●リフォームスタジオ／靴・カバン修理・クリーニングおよび洋服のお直し リアット! ほか

●THAILAND FRANCHISE & BUSINESS OPPORTUNITIES（TFBO）
（タイ）

●LEIS／訪問医療マッサージ

●PIZZA FIRENZE by PIZZAMAN INTERNATIONAL（イタリア）

レイス治療院

●ロボット科学教育／ロボット・プログラミングスクール ロボット科学教育Crefus

●PHILIPPINE FRANCHISE ASSOCIATION（PFA）
（フィリピン）

●ワオ・コーポレーション／学習塾

●FRANCHISING & LICENSING ASIA（FLASIA）
（シンガポール）

個別指導Axis(アクシス)

●FRANCHISE AND LICENSE EXPO INDONESIA 2017（インドネシア）
●香港貿易発展局
●MYANMAR INTERNATIONAL FRANCHISE & SME EXPO 2018（ミャンマー）

注目のセミナー・企画
JFA共催 オープニングセミナー
FC-A

2月1日（水）10:20〜11:30
10:20〜10:30
●挨拶：山本 善政氏

会議棟607、608会議室

日本フランチャイズチェーン協会会長

ハードオフコーポレーション 代表取締役会長 兼 社長

10:35〜11:30

2年8ヵ月で100店舗、いきなり！ステーキ急成長の秘密
●講師：一瀬 邦夫氏

日本フランチャイズチェーン協会理事

ペッパーフードサービス 代表取締役社長CEO

1942年静岡市生まれ。幼少期から東京の下町（墨田区）に住み、高校卒業と同時にコックの修業に入る。山王ホテルの
調理場勤務を経て1970年、「キッチンくに」を開業する。1985年「有限会社くに」を設立し、代表取締役に就任。

受講無料
※事前
申し込み制

1994年低価格ステーキ店「ペッパーランチ」のフランチャイズ展開を開始。1995年社名を現在のペッパーフードサー
ビスとし、株式会社に組織変更。2003年韓国ソウル出店を皮切りに海外展開を積極化。2005年農林水産大臣賞「新規
業態開発部門」賞受賞。2006年東証マザーズ上場。2013年12月「いきなり！ステーキ」銀座4丁目店開店。2014年
米国子会社「Kuni s Corporation」設立。

一瀬 邦夫氏

現在は国内256店舗、海外13カ国（15地域）に261店舗（2016年10月末時点）を展開。

出展者ワークショップ

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

2月

2月

出展者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分前より受付開始）

1 日[水]

2 日[木]

2月

3 日[金]

11：00〜11：40

NIPPON ACADEMY

誰にでも出来る留学生に対する日本語教育事業FC展開について

12：00〜12：40

AKIRA

在庫リスクゼロで粗利益70％！日本最大級のリサイクル子供服チェーン

13：00〜13：40

セブン-イレブン・ジャパン

近くて便利セブン-イレブンの加盟条件、サポート体制のご紹介

14：00〜14：40

からだ元気治療院

5年で売り上げ10倍！感動を巻き起こす社会貢献ビジネスです。

15：00〜15：40

地盤ネット

年間5万件の地盤ビジネス！地盤を正しく知れば、地震は怖くない

11：00〜11：40

日本ビー・エヌ・アイ

リファーラル（紹介）パートナーを増やして売上拡大

12：00〜12：40

アクロス

成長し続ける空間提供ビジネス 複合カフェ 高齢者・放課後等デイ

13：00〜13：40

ハウスドゥ

高齢化・空家・相続ニーズ激増中！実は参入容易な不動産ビジネス

14：00〜14：40

ファミリーマート

15：00〜15：40

CEC

11：00〜11：40

エックスモバイル

国民全員が見込み客！年2000万円のストック収益ビジネス

12：00〜12：40

みやざき

女性専用30分フィットネスの革命

13：00〜13：40

やる気スイッチグループ

成功オーナーを生む安定の教育ビジネス〜勝ち続ける為のサポート力〜

14：00〜14：40

日本介護事業

介護離職ゼロを目指す地域密着型通所介護だんらんの家

15：00〜15：40

ティア

注目の葬儀事業！ティア社長が語る創業の想い

充実の加盟支援制度、安心サポートと将来の複数店経営について
『日本カジノ学院』が『カジノ解禁』で大爆発！全国展開する狙いとは？

※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。

出展者ガイド＆検討ラウンジ

FCショーを10倍 使いこなす特設ラウンジコーナー
すべて無料でご利用いただけます

ラウンジ内でWiFiが
使えます。
WiFi通信ができる
端末があれば
インターネット通信を無料
でご利用いただけます。

時間が無い方のための
パンフレットコーナー。
出展者資料をまとめて
お持ち帰り
いただけます。

フランチャイズの
専門家と直接話せる
相談コーナー。
加盟から本部構築まで
お気軽に
ご相談ください。

ドリンクコーナーも
併設。
ブース訪問後は
こちらでごゆっくり
おくつろぎください。

会場入口
すぐ

フランチャイズに
関する情報を
ラウンジ内端末で
検索できます。
資料では不明な点は
こちらで。

セミナー

事前申し込み制

受講無料

フランチャイズ加盟希望者向けセミナー
法人・個人加盟共通 基本編

定員：各80名

FC-1
100mm

東5ホール内 セミナー会場 ■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）

加盟成功のためのフランチャイズ本部の見つけ方〜フランチャイズ・ショーの活用法〜

2月1日
（水）

●講師：金井 高志氏

2月2日
（木）

小売・飲食・サービス 業種別編

FC-2

2月1日（水） 11:00〜12:10
フランテック法律事務所 弁護士

※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。

FC-3

2月1日（水） 12:30〜13:40

小売業フランチャイズの業界動向と加盟時の留意点
●講師：池田 安弘氏

法人加盟編

中小企業診断士

個別実務編

FC-4

2月1日（水） 14:00〜15:10

フランチャイズ加盟で事業多角化・成功へのステップ
●講師：高木 仁氏

中小企業診断士

開催概要

2月1日（水） 15:30〜16:40

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
●講師：伊藤 達仁氏

税理士

多くのFC本部やビジネスパートナー（代理店）の本部が会場に出展していますの

コンビニエンスストアに代表されるように、粗利益率が飲食業やサービス業と比較

法人の事業多角化は成長戦略の大きな転換点です。対価を支払いノウハウや情報

FC加盟初心者でも、FCに加盟して経営を始めれば「経営のプロ」であるべきです。

で、加盟希望者は、出展者を回るにあたり、本部を選択して加盟するための判断基

して低い小売業では、オリジナル化された商品開発や独自の品ぞろえがノウハウで

などを補完して事業成功確率を高めるフランチャイズ加盟は、多角化の有効な手段

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・お金の借り方な

準を持つ必要があります。そこで、本セミナーでは、加盟成功のための本部の探し

あるだけでなく、物流や情報分析などのシステム整備による生産性の向上が業態と

といえます。リスク分散かシナジー効果か、経営資源はどのように配分するのか、

どの基礎を習得していただきます。実際にFC加盟をしたFCオーナーの事例も紹

方や本部選択の判断基準を説明し、フランチャイズ・ショーを活用するための具体

しての成功を左右します。コンビニだけでなく広く小売り分野の業界動向と、加盟

具体的な留意点を示しながら、法人フランチャイズ加盟のロードマップを解説し

介しながら、月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も解説し

的な注意点を説明します。

判断の際に必要なポイントを、事例を紹介しながら分かりやすく説明します。

ます。

ます。

FC-5

FC-6

FC-7

2月2日（木） 11:00〜12:10

2月2日（木） 12:30〜13:40

FC-8

2月2日（木） 14:00〜15:10

2月2日（木） 15:30〜16:40

飲食フランチャイズの業界動向と加盟時のポイント

フランチャイズで年商20億円を目指す／メガジーへの道

事業成功への近道 あなたにもできる立地の見方・選び方

●講師：西野 公晴氏

●講師：髙木 悠氏

●講師：山岡 雄己氏

●講師：楊 典子氏

中小企業診断士

中小企業診断士

協

賛

協
力
展示規模
同時開催

フランチャイズビジネスの基礎知識と加盟のステップ
中小企業診断士

主
催
特別協力
後
援

日本経済新聞社
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
経済産業省、中小企業庁、（公社）商業施設技術団体連合会、全国商工会連合会、（独）中小企業基盤整備機構、日本商工会議所、
（一財）流通システム開発センター、日本貿易振興機構（ジェトロ）
（順不同）
（一社）新日本スーパーマーケット協会、全国商店街振興組合連合会、（公財）全国中小企業取引振興協会、（一社）中小企業診断協会、
日本小売業協会、（一社）日本ショッピングセンター協会、日本政策金融公庫、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、（一社）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（50音順）
テレビ東京、日経BP社（順不同）
出展者数187社・団体 展示小間数426小間（12月12日現在）
インバウンド ビジネス総合展

初めてのフランチャイズ加盟に取り組むにあたっては、通常の起業準備以外にも知

近年の飲食フランチャイズは、居抜き物件を活用した低投資パッケージ、ランニン

法人の経営多角化としてのフランチャイズ加盟ではなく、フランチャイズというシ

「店の売上の7割は立地で決まる」とはよく言われるフレーズです。特に店舗運営が

っておくべき知識があります。十分な情報収集を行わずに加盟を進めて「こんなは

グコストが少ないライセンス販売、テイクアウト業態とのボーダレス化など、多様

ステムを利用したシナリオを成長戦略に織り込み、大いに発展した企業も少なく

標準化されているFC店ならなおさらです。「素人だから」と立地の評価を本部任せ

ずではなかった…」という事態にならないように、成功するために必要不可欠なフ

化が進んでいます。飲食業界の特徴や最新動向、飲食フランチャイズ特有の加盟検

ありません。単一業態による複数店舗出店、複数業態に加盟するマルチ戦略、サ

にしたり、勘で決めたりして失敗するケースは後を絶ちません。本セミナーでは加盟

ランチャイズビジネスの基礎知識や加盟のステップを分かりやすく説明します。

討時のポイント、留意点などを中心に分かりやすく解説します。

ブライセンス権を取得するエリア戦略など、メガジーに向けたロードマップを解

者が自ら立地や商圏を評価するためのポイントを、分かりやすく解説いたします。

説します。

主な来場対象

出展分野

中小企業診断士

フランチャイズ本部

●加盟店募集や企業PRを行う
フードサービス業、サービス業、小売業

フランチャイズ本部以外のビジネスパートナー募集

●自社製品・サービスの販売代理店・特約店・業務提携先募集を行う企業
●フードサービス開業支援ビジネスを行う企業

FC-9

2月3日
（金）

FC-10

2月3日（金） 11:00〜12:10

FC-11

2月3日（金） 12:30〜13:40

FC-12

2月3日（金） 14:00〜15:10

自分でできるフランチャイズ本部評価〜本部を見極める6つのポイント

サービス業フランチャイズの動向と加盟時の検討ポイント

パート・アルバイトの採用と人材育成のポイント

●講師：三谷 誠一氏

●講師：高橋 利忠氏

●講師：安 紗弥香氏

中小企業診断士

中小企業診断士

社会保険労務士

●講師：川本 到氏

「FCビジネスの成否はパート・アルバイト（P／A）を戦力化できるかどうかで決ま

フランチャイズに加盟する際にはフランチャイザーとフランチャイジーは契約を締

おいて何よりも重要な要素であり、加盟しようとする本部を、自身で様々な角度か

とって有力な候補先になります。ただし、サービス業は固有の特性もあり、FC加

る！」と言っても過言ではありません。そこで、当セミナーでは多角化によるFCビ

結します。契約ですので、この先のやるべきこと、やってはいけないことなどが、

ら評価することが成功への第１歩です。本セミナーでは、本部選びのステップ、加

盟にあたっては、本部サポートをよく考慮する必要があります。本セミナーでは、

ジネス参入や複数店経営を目指す法人向けに、効果的な採用のポイントと、P／A

その時点で決まります。本セミナーでは、後で「知らなかった！」とならないため

盟希望者の立場から本部を徹底的に評価する方法を分かりやすく解説します。

業界動向のほか、注目のサービス業FC、加盟時の検討ポイントを分かりやすく解

個々人の業務習得レベルや仕事上のニーズに合わせた育成法などを解説します。

に、そして、後日の失敗やトラブルに繋がらないために必要な法律・契約知識を解

2月1日（水） 13:00〜16:00

会議棟102会議室

フランチャイズ本部構築ノウハウセミナー

FC-H

2月3日（金） 13:00〜16:00

会議棟102会議室

フランチャイズ本部はこうやって作る

〜経営者のためのFC本部立ち上げから本部体制づくりまで〜
アクアネット フランチャイズ経営研究所 代表取締役社長

「ザ・フランチャイズ」
（ダイヤモンド社）
はじめ数多くの著作を持ち、数百社に及ぶFC本部の立ち上
げや運営支援を手掛けてきたFCビジネスの専門家が、経営者・幹部の皆様のために、FC本部の立ち
上げから加盟店開発、のれん分け制度、SVシステムの構築などFC本部体制整備に関して実際の事例
を交えながら分かりやすく解説します。

【講演1】 13：00〜14：25
フランチャイズ本部構築の要点とステップ
●講師：伊藤 恭氏 中小企業診断士
FC展開の最大のメリットは他人資本を活用できること。これまでに、多くの企業がFCを活用して成
長を果たしています。ところが、FC展開するためには越えなければならないハードルがあり、押さ
えなければならない定石があります。本セミナーでは、FC本部づくりのノウハウを分かりやすく解
説します。

2月2日（木） 10:00〜13:00

会議棟101会議室

成功するフランチャイズ本部構築・再構築セミナー

〜"本物の"のれん分けから海外進出のポイントまで〜
●講師：内川 昭比古氏

【講演2】 14：35〜16：00
最新フランチャイズ契約書の作り方〜業種別フォーマットを基に〜
●講師：神田 孝氏 弁護士
フランチャイズ契約書はフランチャイズ・ビジネスを始めるうえで不可欠なツールです。しかし、

日本フランチャイズ総合研究所 代表取締役社長

業歴44年、経済産業省様・JETRO様などの公的機関からも多数の依頼を頂くオーソリティが、こ
れまでの豊富な経験から実例を交えて分かりやすく解説します。
小売・外食・サービス業の分野を問わずフランチャイズ本部構築をコンサルティングしてきた第一
人者が"本物の"フランチャイズ・チェーンの作り方、本部構築でつまずかない秘訣を伝授します。更

FC-B

2月1日（水） 13:00〜15:00

会議棟101会議室
受講無料

海外展開セミナー

ます。想定される加盟店が法人か個人か元従業員（社員独立FC）でも大きく異なります。本講座では
具体的な条項例を示しながら、フランチャイズ契約書の作成方法を業種ごと加盟店の種類ごとに解
説します。

世界最大のフランチャイズ市場を誇るアメリカ。過去に多くの米国ブランドが日本
市場への進出に成功する一方、米国進出を果たした日本FCビジネスは驚くほど少
ない。そのギャップはどのようにして生まれ、なぜ今も続いているのか？ また、
世界第２位の日本に相応しい米国FCビジネスとは何か？日米双方のフランチャイ
ズビジネスの導入と進出について、新たな選択肢を含め提案します。

【講演2】飲食店の海外進出、成功と失敗の要因
●講師：佐藤 信之氏 epoc代表取締役
国内での競争激化や市場規模の減少、日本食の世界的なニーズの高まりなどによ
り、日本の飲食店の海外進出は近年急激に増加しています。講師は、コンサルティ
ング会社として飲食店の海外進出を多数支援しているほか、海外市場で飲食店を出
店してきた立場から、どのようにすれば海外出店の成功確率を上げられるのか、逆
にどのようなことが失敗の要因になるのかを、具体的な事例を用いて解説します。

FC-E

2月2日（木） 13:00〜15:00

【本部構築編】
●講師：南部 晃舗（あきお）氏

れている方などに最適な内容です。

会議棟102会議室
受講無料

会期：2月1日
（水）
〜3日
（金）
会場：東5･6ホール

会議棟102会議室
受講無料

コラボセミナー

東5ホール

「ヒト・モノ・カネ」専門家による【お金とフランチャイズ】ここだけの話

東6ホール

【第一部】実は見ている！融資担当者の視点
●講師：奥田 展久氏 日本政策金融公庫 国民生活事業本部
創業支援部業務部 創業支援グループ グループリーダー

市場規模が拡大するインバウンド消費。訪日客の誘致から、
交通・宿泊、商品や観光資源開発、受け入れ現場を支え
る各種製品・サービス、さらに地域経済活性化支援まで、

これまで6,000社を超える事業者の融資審査を担当してきた奥田氏による融資の
メリット・デメリットや融資審査の「あるある話」を紹介します。

東1ホール

【第二部】日本政策金融公庫へのぶっちゃけ公開質問
●講師：川村 崇氏 ミナト・アドヴェンチャー 代表取締役
日本政策金融公庫、リクルートキャリア

東2ホール

洋服を着替えるように、住まいを自分流にコーディネイト。

アントレ、ミナト・アドヴェンチャーに

"Gift Show LIFE×DESIGN"はより高度な専門性のニー

についてお答えします。当日皆様からの質問もお受けしていますのでお気軽にご参

ズに対応するために
『暮らし デザイン 新時代』
をテーマに

主催:（株）ビジネスガイド社

加ください。

●モデレーター：菊池 保人氏

関連ビジネスを一堂に紹介するビジネス総合展

東3ホール

よる「ヒト・モノ・カネの専門家」が、誰もが感じる、お金とフランチャイズの疑問

開催されます。

リクルート「アントレ」編集長

ディーセント・スタイル 代表取締役

ベテラン加盟者に聞く、フランチャイズの基本と厳しい時代の事業運営

現場で蓄積してきた経験を基にフランチャイズの基礎知識から本部立ち上げの流
れ、FC本部の収益確保の仕組みや成功するための条件とあわせて解説します。こ
れから本部を目指される方や、本部運営をされている方にもタメになる内容です。

ディライト・ジャパン 代表取締役、フランチャイズ研究家

フランチャイズビジネスの成功に欠かせない本部機能の一つが加盟店開発です。
では伸びている本部はどのような加盟店開発をおこなっているのか？過去に1万人
以上の加盟検討者との面談や800店舗以上の加盟開発、様々な業態のコンサルテ
ィングを行ってきた経験から、加盟開発に必要になる仕組みや選択する開発手法な
どについて詳しく解説します。加盟開発にお悩みの本部必見のセミナーです。

ズ選びなどのフランチャイズ事業の基本と、少子高齢化や人手不足など厳しさを増す状況下

新橋

介護サービスに活用し好業績を上げたり、フランチャイズ本部として海外で事業を展開した
都営大江戸線

浜松町

する経営者。ベテランの知恵と経験は、フランチャイズ事業成功のヒントにつながります。

【基調講演】13：00〜13：50
ちょっと待った！フランチャイズ加盟契約前に確認すべきポイント〜撤退から学んだこと〜
●講師：中島 康博氏 メガエフシーシステムズ 代表取締役社長
【パネルディスカッション】14：00〜15：30
●パネリスト：山西 佑育氏 映クラ(えくら) 取締役会長
河野 信隆氏 ニッシンコーポレーション 代表取締役社長
中島 康博氏 メガエフシーシステムズ 代表取締役社長
●モデレーター：松本 陽子氏 ツーウェイコミュニケーションズ 代表

JR

京

田町

築地市場
汐留

葉

線

新豊洲
辰巳

国際展示場
有明テニスの森

品川

大井町
品川
シーサイド
至横浜

国際展示場正門

天王洲
アイル

■ゆりかもめ
国際展示場正門駅下車

市場前

日の出

東京
テレポート

船の
科学館

新木場
線
かい
りん

東雲
有明

お台場
海浜公園駅
台場

大崎駅
（JR）

新木場駅（JR、地下鉄）
豊洲

勝どき

竹芝

ゆりかもめ

徒歩約7分

月島
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でのフランチャイズ事業運営について語ってもらいます。各加盟者は、飲食店のノウハウを
り、社員の幸福感重視の人事管理を行ったりと、各々の方法で厳しい時代を乗り越えようと

■りんかい線
国際展示場駅下車

至上野

東京

東京モノレール

eメール : nm-seminar@nikkeipr.co.jp

交通アクセス

会議棟101会議室
受講無料

大崎

（年末年始、土・日、祝日を除く9：30〜17：30）

●事前申し込みは1月27日
（金）
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）
。 ●FC-C、FC-D、FC-Hをお申し込みいただいた方には、受
講料請求書をお送りしますので、1月27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1月27日
（金）
までにお願い
いたします）
。 ●都合により講師・演題等、内容は変更になる場合がありますので、ご了承ください。

2月3日（金） 13:00〜15:30

JR山
手線

日経メッセ セミナー事務局 TEL. 03-6812-8659

組みをどのように組み込む必要があるのか？長年FC本部構築コンサルティングの

【加盟開発編】
●講師：川上 健一郎氏

FC-G

大門

http://www.fcshow.jp/

上記ウェブサイトからお申し込みください。ウェブ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。
お申し込みいただいた方には、セミナー事務局より申込完了メールをお送りします。

お問い合わせ先

日経メッセ 街づくり・店づくり総合展（東京ビッグサイト）

本セミナーでは、基調講演とパネルディスカッションを通じ、3人の加盟者にフランチャイ

伸びている本部には伸びる仕組みが存在します。本部立上げ過程において、その仕

セミナー
参加申し込み
方法

2月3日（金） 10:00〜12:00

リクルート×日経FCショー

【講演1】日米フランチャイズの新たな可能性を語る
●講師：藤田 一郎氏 I.Fujita International, Inc (IFI) 代表取締役CEO

伸びている本部にはワケがある！

新たに本部を始めたい方や直営チェーンに限界を感じている方、優秀な人材の流出や独立で苦慮さ

事前申し込み制

FC-F

など

フランチャイズには飲食業、小売業、サービス業など様々な業種があり、それぞれ注意点が異なり

に、内川流"本物の"のれん分け制度や海外進出成功のポイントについても言及します。

97mm

支援ビジネス

●フランチャイズ本部向け製品・設備・システム・サービス
●フランチャイズ本部向け人材派遣・採用サポートサービス
●店舗開発、立地戦略のための情報提供
●コンサルティング・相談、情報提供サービス・出版、海外関連

説します。

受講料（消費税込み） 各 10,000円 定員：各100名

フランチャイズ本部・新規ビジネス立ち上げセミナー

FC-D

行政書士

サービス業FCは、低投資で開業できる業態が多く、FC加盟を初めて検討する方に

100mm

●講師：民谷 昌弘氏

事例で学ぶ FC加盟の法律・契約知識

FC本部との契約は、その後の人生を決める大きな投資です。本部選びはFC加盟に

説します。

FC-C

フランチャイズ

2月3日（金） 15:30〜16:40

●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
●事業拡大・多角化、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
●フランチャイズオーナーで多店舗化、複数業態加盟を検討する方
●個人の独立・開業希望者（中高年、女性、脱サラ、早期退職者など）
●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

青海
テレコムセンター

至千葉

徒歩約3分
新橋駅
（JR、地下鉄）
豊洲駅
（地下鉄）

■都営バス
東16系統
（豊洲駅前経由）

東京駅八重洲南口

約13分
約5分

約22分
約8分

国際展示場正門駅

約40分

都05系統
（勝どき駅前経由） 東京駅丸の内南口

約40分

門19系統
（豊洲駅前経由）

約30分

門前仲町駅

国際展示場駅

東京ビッグサイト

■無料シャトルバス
展示会開催期間中、丸ノ内鍛冶橋駐車場
（JR東京駅八重洲南口から徒歩約10分）─ 東京ビッグサイト
（東展示棟）
間を約30分で結ぶ無料シャトルバスを運行します。詳細はウェブサイトでご案内します。
※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のご来場は、公共交通機関をご利用ください。

開催概要
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催
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力
展示規模
同時開催

日本経済新聞社
一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会
経済産業省、中小企業庁、（公社）商業施設技術団体連合会、全国商工会連合会、（独）中小企業基盤整備機構、日本商工会議所、
（一財）流通システム開発センター、日本貿易振興機構（ジェトロ）
（順不同）
（一社）新日本スーパーマーケット協会、全国商店街振興組合連合会、（公財）全国中小企業取引振興協会、（一社）中小企業診断協会、
日本小売業協会、（一社）日本ショッピングセンター協会、日本政策金融公庫、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、（一社）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（50音順）
テレビ東京、日経BP社（順不同）
出展者数187社・団体 展示小間数426小間（12月12日現在）
インバウンド ビジネス総合展

主な来場対象

出展分野
フランチャイズ本部

●加盟店募集や企業PRを行う
フードサービス業、サービス業、小売業

フランチャイズ本部以外のビジネスパートナー募集

●自社製品・サービスの販売代理店・特約店・業務提携先募集を行う企業
●フードサービス開業支援ビジネスを行う企業

フランチャイズ

支援ビジネス

など

●フランチャイズ本部向け製品・設備・システム・サービス
●フランチャイズ本部向け人材派遣・採用サポートサービス
●店舗開発、立地戦略のための情報提供
●コンサルティング・相談、情報提供サービス・出版、海外関連

●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
●事業拡大・多角化、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
●フランチャイズオーナーで多店舗化、複数業態加盟を検討する方
●個人の独立・開業希望者（中高年、女性、脱サラ、早期退職者など）
●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

日経メッセ 街づくり・店づくり総合展（東京ビッグサイト）
会期：2月1日
（水）
〜3日
（金）
会場：東5･6ホール
東5ホール

東6ホール

市場規模が拡大するインバウンド消費。訪日客の誘致から、
交通・宿泊、商品や観光資源開発、受け入れ現場を支え
る各種製品・サービス、さらに地域経済活性化支援まで、
東1ホール

東2ホール

関連ビジネスを一堂に紹介するビジネス総合展

東3ホール

洋服を着替えるように、住まいを自分流にコーディネイト。
"Gift Show LIFE×DESIGN"はより高度な専門性のニー
ズに対応するために
『暮らし デザイン 新時代』
をテーマに

主催:（株）ビジネスガイド社

開催されます。
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