
1月31日［水］▶2月2日［金］ 

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。

名刺貼付欄

案内の送付不要

お名前

部署

住所

電話番号

会社名

役職

eメール

Tel

e-mail

Name

Department

Address

Company Name

Job Title

勤務先 自宅
Office Home（ 〒    - 　    ）

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。

■名刺をお持ちでない方は下欄にご記入ください。

会場

▲

東京ビッグサイト 東4・5ホール会場

▲

東京ビッグサイト 東4・5ホール
10：00～17：00

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

http://www.fcshow.jp/

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。
お問い合わせ : ハローダイヤル 03-5777-8600（2月まで）

■あなたの業種は？（一つだけ選んで　 をご記入ください）
What type of industry do you belong to?

1

2

3

4

5

6

小売・流通業 （小売／卸売／商社／物流／通信販売など）

外食・サービス業 （ホテル／レストラン／レジャー／セキュリティサービス／生活関連など）

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）

建築・デザイン
（設計事務所／デザイン・ディスプレー／建設／住宅関連／不動産／電設・工事など）

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）

公共・団体・金融・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）

Retail Industry

Restaurant and Service Industry 

Information and Communication

Construction and Design

Manufacturing

Government, Organization, Finance and Others

2018年

入場
無料
入場
無料

コンサルティング･相談、出版

フランチャイズ支援ビジネス、店舗開発・立地戦略

ビジネスパートナー募集（フランチャイズ以外）

フランチャイズ本部／小売業フランチャイズ本部／サービス業

海外関連

フードサービス開業支援ビジネス

フランチャイズ本部／フードサービス業（フードコート）

フランチャイズ本部／フードサービス業

●IBJ／結婚相談所　日本結婚相談所連盟
●イーモア／防滑事業 
●インキュベクス／訪問看護ステーション　ケアーズ訪問看護ステーション
●サードアイズ／防犯カメラ及び周辺機器の販売 
●G-7アグリジャパン／農産物直売所　めぐみの郷
●シャリオン／セルフホワイトニングサービス 
●スーパーホテル／ホテル　スーパーホテル
●中京医薬品／宅配水(HOD)　AQUAMAGIC(アクアマジック)
●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・健康教室　カルチャーレストラン ほか
●NEXT Creation's／リペア　iふぉん太郎
●パーフェクトウォールジャパン／EPSパネルによる建築資材及び工法
●はなはな／害獣忌避システム　境界守本舗
●ミスエステ／化粧品卸 
●ユニオンビズ  
●ユニタスファーイースト／レザーリペアー 

●ダイハツ工業／自動車メーカー 
●ダイワコーポレーション／コインランドリー 
●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  
●ミスターフュージョン／プログラミングスクール　プロスタキッズ
●ランドリーデポ／コインランドリー　コインランドリーデポ

課題解決ソリューション
●アクトプロ／自動外貨両替機事業
●旭化成／情報配信サービス
●シンカ／クラウド型CTI おもてなし電話 
●テラーメイト・ジャパン／製造業

●アールアンドケーフードサービス／フローズンヨーグルト専門店　ピンクベリー
●アントワークス／どんぶり・ステーキ　伝説のすた丼屋 ほか
●イーネットジャパン／日本そばのつけそば専門店　つけ蕎麦ぢゅるり
●上島珈琲貿易／カフェ　MUC COFFEE ROASTERS
●FTG Company／大阪焼肉・ホルモン ふたご 
●大戸屋／定食店　大戸屋ごはん処
●かわ屋東京／焼き鳥屋　博多かわ屋
●頑固蛸／たこ焼き　頑固蛸
●CANVAS／イタリアンバル・居酒屋　meriken
●牛繁ドリームシステム／焼肉店　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　かつさと
●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
●ゴーゴーカレーグループ／飲食　ゴーゴーカレー
●56フーズ・コーポレーション／鉄板焼　鉄板焼 天神ホルモン
●コズミックホールディングス／居酒屋・カレー屋　海鮮居酒家浜焼太郎 ほか
●コメダ／喫茶・珈琲所　コメダ珈琲店
●サガミグループ 味の民芸フードサービス／うどん、そば・とんかつ　手延べうどん「水山」 ほか
●サンライズ／ベーカリー　Melon de melon
●ジー・テイスト／焼肉　肉匠坂井 ほか
●G-FACTORY／ピザチェーン店　ナポリ・ナポリス
●J・ART／郊外型喫茶店　さかい珈琲
●ジェーシー・コムサ／たい焼　おめで鯛焼き本舗
●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
●すみれ／焼き鳥　やきとり家すみれ
●すり鉢茶さくらびより／喫茶店　すり鉢茶さくらびより
●ダイキチシステム／焼鳥専門店　やきとり大吉
●タキダエンタープライズ／越前海鮮倶楽部 海鮮せんべい　越前海鮮倶楽部
●テイル／お好み焼・鉄板焼　お好み焼・鉄板焼 きん太
●テンコーポレーション／天丼・てんぷらチェーン　天丼てんや
●トライ・インターナショナル／らーめん店　麺場 田所商店
●ドロキア・オラシイタ／洋菓子　PABLO
●バークジャパン／ステーキ・ハンバーグレストラン　ミスターバーク
●HASSIN／串かつ　串かつ・どて焼き専門店 串かつじゃんじゃん
●半田屋／セルフサービス食堂　大衆食堂 半田屋
●ビッグクリエイト／ドーナツ・鳥専門店　JACK IN THE DONUTS ほか
●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
●FOOD ARCHITECT LAB／牡蠣割烹・ワイン酒場・串揚げ　牡蠣入レ時 ほか
●フククルフーズ／ラーメン　麵処直久
●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
●宝舞産業／お持ち帰り餃子専門店　目黒ぎょうざ宝舞
●Milkissimo／ジェラート　MILKISSIMO(ミルキッシモ)
●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
●やる気／カルビ丼とスン豆腐専門店　韓丼
●優勝軒／ラーメン　優勝軒
●ゆで太郎システム／日本そば屋　ゆで太郎
●Landscape／テイクアウトスイーツ　シェリーブラン
●ワイエスフード／ラーメン・飲食店　九州筑豊ラーメン山小屋

●H1GLOBAL／飲食店　Teddy's Bigger Burgers　
●サイドバイサイド／からあげ専門店　からあげ大将亭　
●ストロベリーコーンズ／ピッツァデリバリー＆イートイン＆テイクアウトショップ　ナポリの窯
●マテュリティ／ラーメン　ちゃーしゅうや武蔵
●北海道・札幌パビリオン  
　アイチフーズ／お弁当　ベントス 
　開高／飲食業(ラーメン)　麺屋 開高 
　シンセン／ラーメン店　NINJAMEN 
　TYRELL／飲食業　カレー食堂 心 
　ブルックスカレー／飲食店　ブルックスカレー食堂 

出展者 （ゾーンごとの五十音順）

●IRVINS SALTED EGG（シンガポール）
●ASIAWIDE FRANCHISE CONSULTANTS（シンガポール）
●Association of Chain and Franchise Promotion, Taiwan（台湾）
●イタリアフランチャイズ協会
●KONG FO CHA（台湾）
●JOLLY KINGDOM（香港）
●THAILAND FRANCHISE & BUSINESS OPPORTUNITIES 2018 (TFBO) 14TH EDITION（タイ）
●TCT NANOTEC（台湾）
●PAPA JOHN'S PIZZA（アメリカ）
●BEESKET（韓国）
●Philippine Franchise Association (PFA)（フィリピン）
●Franchising & Licensing Asia (FLAsia) Exhibition（シンガポール）
●香港貿易発展局
●MALAYSIA PAVILION（マレーシア）
　Global Art／The Manhattan FISH MARKET／
　Smart Reader Kids／PONEY／Marrybrown／
　LaundryBar／Rotiboy
●Morganti Caffè Bar（イタリア）
●USA PAVILION（アメリカ）
●LITTLE SHEEP HOT POT（中国）

※本パンフレットに記載したすべての内容は、2018年1月22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。

●ITALYO JAPAN／フードサービス　yogorino
●NIS 鶏笑／飲食店 テイクアウト　鶏笑
●キーコーヒー／セルフカフェ　keyscafe
●キャンディーBOX／PIZZA&WINE BAR　PIZZA&WINE BAR CONA（コナ）
●TGAL／フードデリバリー　テガルデリバリー
●P4／麺店　牛辛麺
●ヤムヤムクリエイツ／シュークリーム　Baked Magic(ベイクドマジック) ほか

●あしカラダ／リラクゼーションサロン　あしカラダ
●アップビート／エステサロン　目の美容院
●アトラ／鍼灸接骨院　ほねつぎ鍼灸接骨院
●アニドック／動物病院　anidocどうぶつ病院
●アパホテル／ホテル業　APA HOTELS&RESORTS
●アピッシュ／洗濯代行サービス　WASH&FOLD
●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／個別指導塾 英会話教室　ECCの個別指導塾ベストワン ほか
●イナバクリエイト／レンタル収納スペースおよび小規模店舗建築　イナバボックス
●エイチ・エム・グループ／学習塾　個別指導Wam
●エックスモバイル／LCC携帯電話会社　エックスモバイル
●MJG／鍼灸整骨院　MJG整骨院グループ
●エム・ワイ・ケー／美容室　美容室イレブンカット
●おそうじ革命／ハウスクリーニング　おそうじ革命
●カーベル／ペット葬祭業　ペットの旅立ち
●学凛社／学童保育・学習塾　学童クラブ アウラ ほか
●カジ・コーポレーション／複合カフェ　アイ・カフェ ほか
●ガッツ・ジャパン／レンタカー　ガッツレンタカー
●ガッツ・ジャパン／福祉車両レンタカー　介護レンタカーさくら 
●金沢屋／ふすま、障子、網戸の張替　張替本舗金沢屋
●金沢屋／クロス張替　KABECO
●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
●Kansai Collection ENTERTAINMENT／モデル・ダンススクール, アカデミー　Kansai Collection ENTERTAINMENT
●Q太郎フーズ／バーベキューケータリングサービス　BB・Q太郎
●京進／個別指導塾　京進スクール・ワン
●CARE PETS／動物看護師によるペット介護・看護　CARE PETS(ケアペッツ)
●健生／美容サロン　CORAN
●KOGAO／美容整骨・整体　Speed小顔
●国土緑化／緑のレンタル　グリーンポケット
●コペル／児童発達支援事業所及び幼児教室　コペルプラス ほか
●さくら介護グループ／介護事業　さくら・介護ステーション
●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
●CEC／カジノエンターテイメント観光事業　日本カジノ学院
●シスプロ／アルバイト紹介サービス　ワーカーズSP
●地盤ネット／住宅向け地盤調査・解析サービス　地盤ネット
●将軍ジャパン／カット専門店　クイックカットBB
●城南進研グループ／学習塾 ・乳幼児教育　個別指導塾 城南コベッツ ほか
●新昭和FCパートナーズ／新築住宅　VARY'S
●ステップゴルフ／インドアゴルフスクール　ステップゴルフ
●スペースチャンス／トレーディングカードショップ　withピタカ
●ダスキン／ハウスクリーニング、家事代行、害虫獣駆除、庭木のお手入れ
●ティア／葬儀会館　葬儀会館TEAR
●TRN／リノベーション×家賃保証　リノリースCLUB
●TRGネットワーク／学習塾　個別指導塾トライプラス
●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
●ToyBox／放課後等デイサービス・児童発達支援事業　おもちゃ箱
●内職市場／内職　内職市場
●NIPPON ACADEMY／日本語学校　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　茶話本舗 ほか
●ネイルズサイエンス／巻き爪補正　ペディグラスFC
●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／不動産売買仲介　ハウスドゥ !
●白狼／iPhone修理業・格安SIM販売業　iPhone修理あいさぽ
●ハッピーテラス／大人の発達障害専門の就労移行支援事業　ディーキャリア ほか
●ビークイック／スポーツジム　BeeQuick
●ヒーローズホールディングス／個別指導学習塾　個別指導学院ヒーローズ
●HITOWAライフパートナー／ハウスクリーニング　おそうじ本舗 ほか
●Beauty Beaute Japan／エステサロン　Rillee-on
●ヒューマンアカデミー／美容スポーツサロン　グッドエイジングサロン
●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／整体　カラダファクトリー
●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
●ポラリス／脱毛エステ&アイラッシュサロン　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
●明光ネットワークジャパン／学習塾　明光義塾 ほか
●やさしい手／介護事業　やさしい手
●やる気スイッチグループ／総合教育事業　スクールIE ほか
●有信アクロス／デイサービス　樹楽 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
●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
●LIEN／ピラティス・ヨガ　ピラティス&ヨガスタジオ リアン
●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
●ルネサンス／リハビリ特化型デイサービス　元氣ジム
●LEIS／訪問医療マッサージ　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
●ワオ・コーポレーション／学習塾　個別指導Axis(アクシス)
●ワンダーコーポレーション／フィットネス　TetraFit（テトラフィット）
●ワンダーコーポレーション／リユースショップ　WonderREX

●いーふらん／買取専門　おたからや
●ゴールドリカー／お酒買取　ゴールドリカー
●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
●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
●タカヨシ／農産物直売所　わくわく広場
●タックルベリー／中古釣具店　タックルベリー
●東洋堂／はんこ、印刷、セキュリティ　はんこ広場
●トレッド・イエローハット／中古タイヤ・中古ホイール販売、車検および鈑金専業　トレッド ほか
●ハードオフコーポレーション／リユース業　モードオフ ほか
●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
●ミニストップ／コンビニエンスストア　ミニストップ
●ローソン／コンビニエンスストア　ローソン
●ロペライオソリューションズ／輸入車販売　ロペシティ
●ワールドフランチャイズシステムズ／小売業　シューラルー

●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
●マイナビ
●リクルートキャリア

●アクアネット フランチャイズ経営研究所
●アセンティア・ホールディングス
●イー・カムトゥルー
●Dai
●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



出展者ワークショップ

※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。

31日[水]1月

12：00～12：40
13：00～13：40
14：00～14：40
15：00～15：40
16：00～16：40

やる気スイッチグループ
ローソン
CARE PETS
サンライズ
地盤ネット

1日[木]2月

11：00～11：40
12：00～12：40
13：00～13：40
14：00～14：40
15：00～15：40
16：00～16：40

コペル
ハウスドゥ
セブン-イレブン・ジャパン
ティア
有信アクロス
からだ元気治療院

2日[金]2月

12：00～12：40
13：00～13：40
14：00～14：40
15：00～15：40
16：00～16：40

日本介護事業
エックスモバイル
野元メンテナンスサービス
アパホテル
ファミリーマート

人材教育が健全経営の秘訣　民家型夜間対応デイサービス
今がチャンス。格安スマホ三千回線で年間二千万の継続収入を獲得
初年度で60店舗に拡大！問合せ急増のおそうじFCのしくみ
アパホテルの独創的経営戦略
法人の事業拡大・多角化にファミリーマートFCビジネスを有効活用

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。

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。

出展者ガイド＆検討ラウンジ

●東4ホール内 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）

注目のセミナー・企画

会場入口
すぐ

東4ホール

受講無料

10:20～10:30
●挨拶：中山 勇氏　日本フランチャイズチェーン協会 会長　ファミリーマート 代表取締役会長

10:30～11:30
日本のフランチャイズビジネスの現状と課題
●講師：山本 善政氏　日本フランチャイズチェーン協会 理事　ハードオフコーポレーション 代表取締役会長 兼 社長

1948年4月新潟県に生まれる。1970年3月拓殖大学商学部を卒業。1972年7月オーディオ販売業 ㈱サウンド
北越（現 ㈱ハードオフコーポレーション）を新潟県新発田市に創業。順調に業績を伸ばすも、1992年初めに業
界縮小のあおりを受け売り上げが急落。当時下取り品をガレージセールという形で販売したことがヒントとな
り「ハードオフ」のビジネスモデルを考案。1993年2月「ハードオフ」へ業態転換を開始。社会の環境問題意識の
高まりを背景に、業績は急速に回復、安定的な成長を続け、2000年11月ジャスダック市場に株式上場を果た
す。その後2004年2月に東京証券取引所第二部、2005年3月に東京証券取引所第一部に市場を変更。現在、日
本全国47都道府県にグループチェーン7業態を約880店舗展開している。

FC-A
JFA共催  オープニングセミナー
1月31日（水） 10:20 ～ 11:30　東5ホール内 セミナー会場A

受講無料 ※事前申し込み制

山本 善政氏

ビジネスの成功はスタッフのやる気スイッチ！その仕組みとは！？
夢や希望を実現するローソンのFCシステムをご紹介致します！
新市場、低投資、1年で70店舗の実績！ペットのホームケア事業
全国に出店加速中。行列のできるメロンパン事業、成功の秘訣とは
知らないと損する地盤と地盤ビジネスのハナシ

半年間で20教室新規開校！！！全教室半年で黒字化実現！！！
超高齢化社会でニーズ急拡大！実は参入容易な不動産ビジネス！
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
創業20年で撤退店ゼロ！異業種限定の葬儀FC
不況に強い安定＆成長ビジネス！複合カフェ事業×介護・福祉事業
4年強で200店舗を実現！5年で売上10倍増のノウハウを提供

門19系統（豊洲駅前経由）
　　

都05系統（勝どき駅前経由）
　　　　　

東16系統（豊洲駅前経由）
　　　　　

約40分

約40分

約30分

東京駅八重洲南口
東京駅丸の内南口

　　　　 門前仲町駅

■りんかい線

■ゆりかもめ

■都営バス

国際展示場駅下車　徒歩約7分　

国際展示場正門駅下車　徒歩約3分　

豊洲駅（地下鉄）　　　　約8分
新橋駅（JR、地下鉄）　　　　

大崎駅（JR）　　　　
新木場駅（JR、地下鉄）　　　　

約13分

約5分

約22分

台場

お台場
海浜公園駅

至上野

至横浜

地下鉄有楽町線

りん
かい
線

新木場 至千葉

新橋

浜松町

大
門

田町

品川

大井町

大
崎

竹芝

汐留
築地市場 勝どき

東雲

有明

有楽町

JR京葉線

豊洲

新豊洲

市場前

有明テニスの森

月島

辰巳

国際展示場

東京

青海船の
科学館

東京
テレポート

テレコムセンター

国際展示場正門

日の出

J
R
山
手
線

都営大江戸線

ゆりかもめ

天王洲
アイル

品川
シーサイド

東
京
モ
ノ
レ
ー
ル

※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。

交通アクセス

開催概要

出展分野

会場レイアウトと同時開催展

主な来場対象

国際展示場駅

国際展示場正門駅

東京ビッグサイト

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217社・団体　展示小間数492小間（12月8日現在）

主　　催
特別協力
後　　援

協　　賛

協　　力
展示規模

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
　
●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

フランチャイズ　支援ビジネス　など

フランチャイズ本部以外のビジネスパートナー募集

●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

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。

■無料シャトルバス

りんかい線
国際展示場駅

ゆりかもめ
国際展示場正門駅

東1･2･3ホール
東7･8ホール

西1･2ホール（1F）

西3･4ホール（4F）東展示棟

西展示棟

社ドイガスネジビ）株（:催主

会期：1月31日（水）～2月2日（金）　会場：東4･5ホール

東京ビッグサイト



1月31日（水）

※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。

東5ホール内 セミナー会場A　
■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

上記ウェブサイトからお申し込みください （展示会の入場登録とは別途に申し込みが必要となります）。

（年末年始、土・日、祝日を除く9：30～17：30）

TEL. 03-6812-8659　
eメール : nm-seminar@nikkeipr.co.jp

日経メッセ セミナー事務局お問い合わせ先

事前申し込み制

フランチャイズ加盟希望者向けセミナー

業種別フランチャイズのトレンドと加盟の留意点

一言でフランチャイズといっても、業種毎（飲食・小売・サービス業）にトレ
ンドや加盟時の留意点が異なります。加盟する業種について最低限の理解を
持つことは加盟の前提条件です。そこで、当セミナーでは加盟希望者向けに
各業界の特徴や最新動向、業界特有の加盟検討時のポイント、留意点などを
分かりやすく解説します。

●講師：髙木 悠氏　中小企業診断士

1月31日（水）  11:50～12:50

http://www.fcshow.jp/事前申し込み制

●事前申し込みは1月26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）。　●有料セミナーをお申し込み
いただいた方には、受講料請求書をお送りしますので、請求書に記載の期日までにお振り込みをお願いいたします。　●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26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。

FC-D 2月1日（木）  10:00～12:00

海外展開セミナー

東5ホール内 セミナー会場A
受講無料

セミナー

セミナー参加
申し込み方法

受講無料
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-1
FC加盟のステップと本部の見かた

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っ
ておくべき知識があります。後になって準備不足を悔やむことがないよう
に、成功するために必要不可欠なフランチャイズビジネスの基礎知識や加盟
のステップ、そして何よりも重要な本部選びのチェックポイントについて分
かりやすく説明します。

●講師：三谷 誠一氏　中小企業診断士
業歴46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。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れている方などに最適な内容です。

●講師：内川 昭比古氏　日本フランチャイズ総合研究所 代表取締役社長

1月31日（水）  13:10～14:10FC-2

2月1日（木）

フランチャイズ加盟で事業多角化・成功へのステップ

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、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ます。

●講師：高木 仁氏　中小企業診断士

2月1日（木）  12:50～13:50FC-3

フランチャイズで年商20億円を目指す／メガジーへの道

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説します。

●講師：山岡 雄己氏　中小企業診断士

2月1日（木）  14:10～15:10FC-4

パート・アルバイトの採用と人材育成のポイント

「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ビジネス参入や複数店経営を目指す加盟者向けに、効果的な採用と定
着化のポイントと、P／A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。

●講師：石川 和夫氏　中小企業診断士

2月1日（木）  15:30～16:30FC-5

2月2日（金）

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。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
についても解説します。

●講師：伊藤 達仁氏　税理士

2月2日（金）  10:10～11:10FC-6
事業成功への近道　あなたにもできる立地の見方・選び方

「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。

●講師：西野 公晴氏　中小企業診断士

2月2日（金）  11:30～12:30FC-7

各受講料
定員：各100名（消費税込み）
20,000円

FC-C 1月31日（水）  14:30～16:30

成功してる本部がやっているコト

●講師：南部 晃舗（あきお）氏　ディーセント・スタイル代表取締役
【本部構築・SV編】 14：30～15：30

東5ホール内 セミナー会場A
受講無料

FC-G 2月2日（金）  13:00～15:30

わが社流「フランチャイズ選びと事業拡大のポイント」
本セミナーは、基調講演とパネルディスカッションの2部構成。先輩加盟者たち
に、今日までの道のりで学んだ、フランチャイズ選びや人材育成などの事業成功の
ポイントを語ってもらいます。登壇するのは、独自の社員教育で顧客の心をつかみ
全国トップクラスの実績を出してきた熊本の加盟者、14業態のフランチャイズに
加盟し45店舗の加盟店を運営する群馬の加盟者、製造業から飲食業に進出し、製
造業出身店長を育て事業を軌道に乗せた福岡の加盟者。それぞれのノウハウと経験
は、フランチャイズ初心者から現役加盟者にまで役立つものです。

●講師：山田 千鶴子氏　サクセスリンク 取締役副社長
【パネルディスカッション】 14：00～15：30 
●パネリスト：中村 信行氏　アッセン 取締役専務　
　　　　　　　福田 大作氏　アメリカヤコーポレーション 代表取締役社長　
　　　　　　　山田 千鶴子氏　サクセスリンク 取締役副社長
●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

【基調講演】 13：00～13：50 
2つのチェーンでトップクラスの実績！成功の鍵は、社員への愛の実践と人物教育～

東5ホール内 セミナー会場A
受講無料

FC-F 2月2日（金）  10:00～12:00

リクルート×日経FCショー コラボセミナー

成功している本部には、共通する社内の雰囲気があったりします。では、成功して
いる本部がやっているコトって何でしょうか？長年FC本部構築コンサルティング
の現場で蓄積してきた経験を基に、本部の持つべき仕組みやSV機能構築のポイン
トについて分かりやすく解説します。これから本部を目指される方はもちろん、既
に本部運営をされている方もタメになる内容です。

●講師：川上 健一郎氏　ディライト・ジャパン代表取締役 フランチャイズ研究家
【加盟開発編】 15：30～16：30

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行っているのか？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、現在様々な業態の加盟開発コン
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。

●講師：藤田 一郎氏　I.Fujita International, Inc (IFI) 代表取締役 CEO 

【講演1】 10：00～11：00　
日本FCビジネスの北米進出する為の条件と成功する為の要因

日本の外食チェーンが次々と世界最大のFC市場である北米にチャレンジしていま
す。ラーメン、うどん、焼肉、カレー、回転寿司、そして近年では、日本のステー
キチェーンまでが進出を遂げています。しかしながら、そのすべてが成功している
わけではなく、勝ち組、負け組が明白になってきていることも事実です。北米市場
に進出するための手順、条件、また、成功する為の要因を実際に成功している日本
企業、急成長を遂げている米国FC本部などの事例を上げ、今後、北米進出を考え
ている日本企業に対してアドバイスを行います。

●講師：佐藤 信之氏　epoc 代表取締役

【講演2】 11：00～12：00　
飲食店の東南アジア進出、成功と失敗の要因

国内での市場規模の減少と深刻な人材不足等により、日本から海外に市場を求める
外食企業が年々増加しています。外食企業の進出支援だけでなく、自社でもタイで
飲食店を開業し運営している経験を基に、日本からの進出候補として上位に挙げら
れる東南アジア地域の市場環境や進出の際の注意点、成功・失敗のポイントを、事
例を踏まえてお伝えします。

●講師：菊池 保人氏　リクルートキャリア「アントレ」編集長、
　　　　副業しているフランチャイズオーナー 

【第1部】 「副業でフランチャイズ加盟」

「独立したいけれど、今の安定した給料と肩書を手放すのは不安だ」という方、副業
でフランチャイズ独立を検討してみてはいかがでしょうか。フランチャイズを副業
で挑戦する、その実際を会社勤めしながら独立をした4名のかたに、アントレ編集
長がズバリ聞いていきます。

【第2部】 「新規事業開発としてのフランチャイズ」
新規事業をテーマとする企業が増える中、何を新規事業として展開していけばよい
のか悩んだり実際に展開していくことに苦労をされている担当者も少なくありませ
ん。今回は、実際にフランチャイズで新規事業を立ち上げて成功している企業のご
担当者にお越しいただき、企業の本音を聞いてみます。

東5ホール内 セミナー会場B
受講無料

1月31日（水）  13:00～16:00

東5ホール内 セミナー会場B

FC-B

2月1日（木）  10:00～13:00FC-E

2月2日（金）  13:00～16:00FC-H
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～ 

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。

【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

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、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。

【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

フランチャイズ本部はこうやって作る 

「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。

●講師：民谷 昌弘氏　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
　　　　　　　　　　日本フランチャイズコンサルタント協会 会長

フランチャイズ本部構築ノウハウセミナー 
～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～




