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新しい展示会を2月に開催
訪日客が2千万人に近づき、インバウンド消費が拡大しています。個人旅行の急増が、ネットやSNSで日本
情報の急増に波及、日本各地の観光資源・地域や文化が一気に注目される現象が増えています。多様な訪日
客の「よりリアルな日本を見聞きし生活体験をしたい」というニーズは今後も拡大し、インバウンド市場に
新しいビジネスや新規参入企業が見込まれます。本展は、大手企業から中堅企業まで、最新のインバウンド
支援企業が一堂に出展します。成功事例を豊富に紹介するセミナーや、個別のシーズやニーズに応える商談・
ビジネスマッチングを実現し、来場者の課題解決に直結する情報を提供します。日本経済新聞社は、本展を
継続し都市・地方の最新情報を提供することで、「持続的なインバウンド市場の拡大」と、関連産業の活性化、地方
創生など新産業創出とビジネス展開を支援します。皆様のご出展をお待ちしております。　　

出
展
対
象

■集客支援：海外向け発信・マーケティング、コンテンツ制作、体験・企画旅行、
イベント、インバウンド商品開発
■接客・接遇支援：翻訳、マルチ言語対応、Wi-Fi・通信、免税、決済、ハラル対応、
地図、サイネージ、交通・移動・旅客・物流、インバウンド教育・人材育成
■施設対応事業：商業・観光・宿泊施設、施設改修、公共・街づくり、
和の内装・建材、都市の不動産活用、民泊、遊休地利用、設計・コンサルタント
■新ビジネス、経済活性化事業：地方創生、金融支援、観光投資、産業観光、
不動産オーナー向け新ビジネス、地域ブランディング、ベンチャー支援、
シェアリングエコノミー、ソーシャルビジネス、行政・自治体、アウトバウンド関連

来
場
対
象
者

■インバウンドビジネスユーザー：製造業のインバウンド商品企画・開発、
観光地・施設、商業施設（小売、レジャーなど）、外食・サービス・店舗関連、
ホテル・旅館、旅行企画・運輸サービス、行政・自治体、中心市街地事業推進・商店街、
地域ブランディング・コミュニティー事業
■新ビジネス事業開発者：インバウンド事業新規参入企業、金融機関・支援事業、
投資家、起業支援、不動産･土地オーナー
■インバウンド関連事業者：商業施設デベロッパー、施設運営、
商業施設デザイン・施工関連、インバウンド企画・調査・コンサルティング、
街づくりデザイン、マーケティング支援、ICT情報開発・インフラ提供

●課題解決に直結する商談・相談

●比較検討するための資料・名刺情報入手

●製品・サービスの導入選定・見積り

●新規取引先や事業パートナーの開拓

●先進事例のセミナー参加

●個別ニーズ毎の商談会参加

●テーマ別マッチング会への参加

2016年3月下旬より出展申込受付開始

日本経済新聞社 文化事業局 イベント事業部　フランチャイズ・ショー担当
〒100-8066 東京都千代田区大手町1-3-7　Tel. 03-6256-7355　eメール：info@fcshow.jp

出展申し込みはウェブサイトから

早期出展割引 7月末／申込締切 9月16日（金）

BtoB商談会の
本展でできること 2017年2月1日［水］─3日［金］

日本経済新聞社主 催

一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会特別協力

10:00～17:00

該当する箇所に✓をし、右記の必要事項をすべてご記
入のうえFAXにてご返信ください。事務局よりご連絡
させていただきます。

□出展する（　　　小間）

□詳しい話が聞きたいので、打ち合わせに来てほしい。
（希望日：　　　月　　　日（　　　）　　　　　時頃）

□出展を検討するので、資料が欲しい。

インバウンドビジネス総合展事務局
日本経済新聞社 文化事業局 イベント事業部
〒100-8066　東京都千代田区大手町1-3-7
Tel. 03-6256-7355 Fax. 03-6256-7844
inbound@shopbiz.jp

※ご記入いただくか、お名刺をお貼りください。

貴社名

氏名 部署・役職

所在地

〒

Tel Fax

eメール
取り扱い
製品・サービス

展示会お問い合わせフォーム：下記にご記入の上、FAXにてご返信ください。 Fax: 03-6256-7844

東京ビッグサイト

2017年2月1日［水］─3日［金］ 東京ビッグサイト 東6ホール

今回で33回目を迎える「フランチャイズ・ショー」は、フランチャイズ本部やニュービジネス企業が加盟店・販売代理店・業務提携先を
募集する展示会として、来場者数、出展者数、展示面積いずれにおいても国内最大規模の展示会です。

出展募集

出展分野 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

●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

●フランチャイズオーナーで、複数業態加盟や多店舗化を検討する方

●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）

●業態転換・転業を検討する商店・飲食店経営者

●新規ビジネス立ち上げを検討する起業家

●土地・建物など不動産の有効活用を検討している方

フランチャイズ本部（FC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・業務提携先募集やPR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

お問い合わせ先

http://www.fcshow.jp/

出展のご案内出展のご案内出展のご案内出展のご案内出展のご案内

早期申込割引は
7月29日（金）まで!!

東5・6ホール

申込締切：2016年9月16日（金）

展示会規模（見込み）：来場者数 30,000人／出展者数 300社・団体／出展小間数 500小間 ※インバウンドビジネス総合展（仮称）を含む

（
仮
称
）

ご記入いただいた個人情報は、上記資料のご送付ならびに日本経済新聞社が主催する展示会のご案内に利用
させていただきます。

日本経済新聞社
主 催



■展示構成イメージ（東京ビッグサイト 東5・6ホール）

■開催概要

■小間形状

小間高さ制限

四方が通路になる独立小間は8小間以上の場合となります。その場合、上記基礎小間のパネルはつきません。なお、4小間でご出展の場合は単列
（1×4）、複列（2×2）のいずれかの小間形状をお選びください。L字型や通路を挟むなどの特殊な小間の配置はできません。

高さ4m
高さ2.7m

5小間 システムパネル

2小間 1小間 2小間

5小間以下
隣接小間、後壁から1m以内は高さ2.7mまで。
それ以外は、高さ4mまで。

高さ2.7m

高さ6m

システムパネル

6小間
隣接小間、後壁から1m以内は高さ2.7mまで。
それ以外は、高さ6mまで。

高さ6m

独立小間（8小間以上）
小間全体の高さは6mまで。

■スケジュール

出展者説明会・
小間割り抽選会

●会　場：日経ビル3階「日経ホール」東京都千代田区大手町1-3-7　Tel. 03-6256-7355
●内　容：開催までの運営スケジュール、展示装飾に関する諸注意、出展細則・提出書類などの説明および小間割り抽選会
●抽選会：小間の配置は、事前にお送りする図面に基づき「小間割り抽選会」にて決定します。
※フランチャイズ・ショーの抽選は本展に特別協力をいただいている日本フランチャイズチェーン協会の会員（正会員、準会員のみ）の方から順に行います。

出展者説明会・小間割り抽選会

各種提出書類の締め切り

ウェブサイト公開

搬 入

12月下旬以降

10月17日（月）

2016年7月29日（金）

11月16日（水）

12月下旬

12月中旬

2017年1月30日（月）～31日（火）

会 期 　3日（金）即日撤去：22時まで2月1日（水）～3日（金）

早期申し込み締切日 出展受理後、「出展料金請求書」などをお送りします。

9月16日（金） 出展申し込み締切日 出展受理後、「出展料金請求書」などをお送りします。

●広報、宣伝活動本格化　●招待券セットなどを出展者へ送付

出展料金入金締切日

■出展小間仕様　1小間：9㎡＝間口3m×奥行き3m

バック・サイドパネル、
社名板付き

ABCDEFG

●間口3m×奥行き3m×高さ2.7mのシステムパネル製ブース
（内寸：間口2.93m×奥行き2.95m×高さ2.7m）

●パラペット、社名板（ゴシック体・クロ文字）

1小間で出展の場合［ベーシック仕様］

バック・サイドパネルのみ

●高さ2.7mのシステムパネルによって隣接小間との間を仕切ります。

●パラペットや社名板、カーペットなどは一切付きません。

2小間以上で出展の場合［基礎パネル仕様］

■出展料金（税込み）

共同出展
複数企業による共同出展は、1社につき1小間以上でお申し込みください（例えば2小間の出展の場合、3社以上の共
同出展はできません）。また、「共同出展登録料」は共同出展1社あたり54,000円（税込み）が必要になります。

キャンセルについて

出展申し込み受理後の出展取り消し・解約は認められません。出展者の事情により、出展のすべてまたは一部の取り
消し・解約をする場合、出展者は主催者が認める方法で主催者に届け出たうえ、規定のキャンセル料を主催者に支払
わなければなりません。

キャンセル料
出展申込受理通知の送付日から2016年10月17日まで …………………………請求金額の50％
2016年10月18日以降会期終了まで………………………………………………請求金額の全額

421,200円
367,200円／小間

早期申込 2016年7月29日（金）まで

432,000円
378,000円／小間

通常申込 2016年9月16日（金）まで

1小間［ベーシック仕様］ バック・サイドパネル、社名板付き

2小間以上［基礎パネル仕様］ バック・サイドパネルのみ

●名　称： フランチャイズ・ショー 2017
インバウンドビジネス総合展2017 （仮称）

●会　期： 2017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

●入場料：無料（登録制）
●主　催：日本経済新聞社
●出展規模（見込み）：300社・団体／500小間（2展合計）
●来場見込み数：30,000人以上（2展合計）

▶集客支援事業
◎海外向けホームページ／アプリ作成支援
◎SNS・ソーシャルメディア活用支援
◎映像・コンテンツ制作
◎各国別集客・マーケティング
◎海外向けマーケティング支援事業
◎各種企画旅行
（伝統・文化・景観、医療、和食体験、エコ・スポーツ・ヘルスツーリズムなど）
◎訪日客向けイベントプロデュース
◎インバウンド向け商材開発
（菓子・食品・化粧品・日用品・地域特産品など）　ほか

▶接遇・接客・受入環境支援事業
◎翻訳アプリ・ソフトウエア構築
◎マルチ言語対応サービス・機器
◎Ｗｉ－Ｆｉ構築・通信環境
◎免税・決済サービス
◎ハラル対応施設・食材
◎地図情報・サイネージ
◎交通・移動・旅客・物流サービス
◎接客ロボット
◎インバウンド関連教育・人材育成　ほか

▶施設・観光地対応
◎商業施設・観光地・宿泊施設
◎商業・観光・宿泊施設の設計・建設・改修
◎公共・交通など街づくりのインバウンド対応
◎飲食店・店舗向け「和の内装」改修
◎畳・檜風呂など和式住宅設備・内装材
◎都市の不動産有効活用
◎民泊事業・改修
◎地域の土地、遊休地、空き施設・民家活用
◎各種設計・不動産コンサルタント　ほか

▶経済活性化、新ビジネス支援事業
◎ハラル認証・飲食店対応
◎地方創生事業
◎行政・自治体のインバウンド支援
◎都銀・地銀・信金など金融支援
◎観光投資、産業観光
◎街づくり・観光促進事業
◎不動産オーナー向け新ビジネス
◎地域観光資源開発の新事業
◎インバウンドベンチャー・起業支援
◎シェアリングエコノミー事業
◎ソーシャルビジネス
◎関連アウトバンド事業（越境EC、サービス事業海外展開）　ほか

インバウンドビジネス総合展　出展分野詳細

■本展の出展メリット

●日経メッセの初開催＊から45年、「街づくりと店づくりのプロが集結する」展示会の豊富なビジネス来場者へ訴求できます。 
＊初回は、1972年のJAPAN SHOP

●サービス産業のアジア展開など、アウトバウンド事業の事例・ノウハウや人的ネットワークを活かし、新しいインバウンド市場との
ビジネス交流を活性化させます。　

●サービス産業（観光、小売、外食、サービス）に従事する多くのステイクホルダーが、業界の最新動向を得るために一堂に来場します。

フランチャイズ・ショー
入場登録所

インバウンドビジネス総合展
入場登録所

セミナー
会場

セミナー
会場

代理店・ビジネスパートナー募集

海外フランチャイズ
サービス産業の海外展開

インバウンド
施設対応

インバウンド
新ビジネス

経済活性化事業

インバウンド
接客・接遇

インバウンド
集客

商談・マッチングスペース

商談・
マッチング
スペース

フランチャイズ本部

セミナー
会場

相談
コーナー




