
3月4日［水］▶6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

□勤務先 □自宅（〒    - 　    ）

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
に努めます。

■名刺をお持ちでない方は下欄にご記入ください。

会場
▲

幕張メッセ 7・8ホール会場
▲

幕張メッセ 7・8ホール
10：00～17：00（最終日は16：30まで）

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（3月15日まで）

2020年

■あなたの業種は？（一つだけ選んで□✓をご記入ください）
1□小売・流通業 2□外食・サービス業 3□情報・通信 
4□建築・デザイン 5□製造業 6□公共・団体・金融・その他
■来場目的の展示会は？（複数回答可）
幕張メッセ開催

4□ リテールテックJAPAN 5□ SECURITY SHOW
6□ Future Office Tech & Facility 7□ フランチャイズ・ショー
東京ビッグサイト開催

1□ JAPAN SHOP　　2□ 建築・建材展　　3□ LED NEXT STAGE
■次回展示会の出展に興味がありますか？
□ 出展を検討したいので、出展に関する資料を送ってほしい
□ 出展には興味がない

入場
無料
（登録制）

2020年は
幕張メッセ
で開催！

チャンス到来2020チャンス到来2020



コンサルティング･相談、出版

FC支援ビジネス・課題解決、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／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
●IBJ／結婚相談所　日本結婚相談所連盟
●アカセ木工／インテリアショップ　マスターウォール
●イーモア／防滑(床の滑り止め販売施工)事業 
●wash-plus／コインランドリー　洗剤を使わないコインランドリーwash+
●HF／バーベキューケータリングサービス　BBQ王
●笑顔プロジェクト／就業支援開業サポートコンサルティング 
●SB C&S／STEM＆プログラミングスクール　STELABO(ステラボ)
●CAONA／カーシェアリング　CAONA
●GlobaKids／子供向け語学スクール　GK
●軽急便／貨物軽自動車運送 
●G7アグリジャパン／農産物直売所　めぐみの郷
●ジップス／パーソナルフィットネスジム＋美容　MeYouGYM（ミーユージム）
●スパイスドリーム／フードサービス　SPICE DREAM
●つえ屋／杖・ステッキ専門店　つえ屋
●Tree Company／セルフエステ　ラブエス
●DSデンタルスタジオ／歯科技工業　DSパートナー
●TOSEI／コインランドリー 
●にしがき／グランピング　マリントピア リゾート
●日本シーディーアール／外貨両替店 
●日本障害福祉グループ／障害者グループホーム 
●bnb plus／ホステル　bnb+
●プリベントメディカル／健康推進事業　がん予防メディカルクラブ 「まも～る」
●ポイント／自動外貨両替事業　JPY EXCHANGE
●ミスエステ／化粧品卸 
●みんなの笑顔治療院／訪問医療マッサージ 
●メディカルインフォメーションジャパン／加圧トレーニングジム　加圧スタジオHIWALANI
●リンクイット／レディース服飾雑貨販売　ブージュルード
●レナード／エステティックサロン　都度払い専門脱毛サロン ミライ
●ロジカ・エデュケーション／プログラミング教室　ロジカ式

●NSEリアルエステート／店舗物件情報・事業用不動産仲介
●NTTメディアサプライ／店舗・施設向けBGM、サイネージその他店舗支援
●エルゴジャパン／喫煙ブース（スモーククリア）の販売
●エン・ジャパン／中途・アルバイト・新卒採用　engage(エンゲージ)
●クリック&モルタル／FC出店サポート（SC非公開物件情報・商圏調査）
●シイエム・シイ／フランチャイズ運営支援
●シスプラ／FC経営分析支援  
●ダイワコーポレーション／コインランドリー 
●ペイミー／給与前払いサービス　ペイミー
●マイナビ／アルバイト採用 
●マップマーケティング／ FCマーケティング支援　マップマーケティング
●Luci／衛生管理 

出展者一覧 （ゾーンごとの五十音順）

●Asiawide Franchise Consultants(シンガポール)
●アセンティア・ホールディングス
●Association of Chain and Franchise Promotion, Taiwan(台湾)
●香味徳／ラーメン　Kamitoku ramen
●Kingza International(台湾)／ビーフヌードルスープ　Duan Chun Zhen 段純貞 
●Schwartz Consultores Associados（ポルトガル）／コンサルティング
●大伸社／ペイント アンド ワイン　Artbar Tokyo
●Papa John's Pizza（アメリカ）／配達とテイクアウト可能なクイック
サービスレストラン　Papa John's Pizza
●BRD CONSULTING(イタリア) 
●FIVE STAR HAINANESE KAMPUNG CHICKEN RICE RESTAURANT(シンガポール)
　／東南アジア・シンガポール料理レストラン
●PHILIPPINE FRANCHISE ASSOCIATION(フィリピン) 
●FRANGLOBAL(インド)／フランチャイズコンサルティング
●Franchising & Licensing Asia (FLAsia) Exhibition & Conference(シンガポール)
●Vietnam International Retailtech + Franchise Show(ベトナム)
●香港貿易発展局
●USA PAVILION（アメリカ）
　I. FUJITA INTERNATIONAL
　UNCLE SHARKII／POKEサラダ　Uncle Sharkii Poke Bar
　Wingstop Restaurants／フライドウイングのカジュアルダイニング　WINGSTOP
　Xponential Fitness／フィットネス　Xponential Fitness
　MFV EXPOSITION／International Franchise Association 
 Greenberry's coffee／プレミアムカフェチェーン　Greenberry's coffee
　CHRONIC TACOS／カリフォルニアメキシカングリル　CHRONIC TACOS MEXICAN GRILL
　Seniors Helping Seniors／介護 
　SBARRO／ピザレストラン  
　PIZZA CUCINOVA／プレミアムカスタマイズピザ　PIZZA CUCINOVA
●La Kaffa International(台湾)／スペシャルティードリンク専門店　Chatime 日出茶太
●リトアニア
　eKopija／ IT、ビジネスコンサルティング、プロジェクト管理およびビジネス開発サービス
　MD Projects／ ビジネスコンサルティング及び育成サービス
　Consultus Magnus／ コンサルティング
　Teise／ 法律事務所
　Baltic Business Solutions／ 事業資金に関するコンサルティング
　Bonus Socius／ 会計事務所
　Manlida／ IT、ビジネスコンサルティング、プロジェクト管理およびビジネス開発サービス
●ROYAL DYNASTY INTERNATIONAL DEVELOPMENT(香港)
　／フードサービス（中華料理店）　Simmer Huang
●ROYAL DYNASTY INTERNATIONAL DEVELOPMENT(香港)
　／フードサービス（中華デザート）　Hui Lau Shan
●YIF International(台湾)／タピオカ・フルーツティー　一芳

※本パンフレットに記載したすべての内容は、2020年1月9日現在のものです。  ※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場合があります。
　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。

●INGS／ラーメン　らぁ麺 はやし田
●キャンディーBOX／PIZZA&WINE BAR　CONA(コナ)
●タケノ／居酒屋　とりかわ竹乃屋
●テイクユー／ラーメン
●TGAL／フードデリバリー　TGALデリバリー
●ネクシィーズ／照明・空調・厨房機器の販売・レンタル　ネクシィーズ・ゼロシリーズ
●ファースト／タピオカドリンク専門店　FOODBOATcafe
●BOBA.T／手作りタピオカドリンク専門店　BOBA.T
●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

●アイエフシー／スマホサービス全般　IFC
●アイクリエーション／トレーニングジム　ASSIST24 ほか
●アクトス／フィットネスジム　スポーツクラブAXTOS Will_G
●あしカラダ／リラクゼーションサロン　あしカラダ
●アニスピホールディングス／ペット共生型 障がい者グループホーム　わおん
●アパホテル／ホテル業　APA HOTELS&RESORTS
●アユザック／歯のホワイトニングサロン　WhiteningCafe
●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
●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
●イベント・コミュニケーションズ／恐竜・トレインのレンタル・販売　アドベンチャーファクトリー
●うちすけ／リペア・リフォーム・ハウスクリーニング・便利屋　おうちの御用聞き 家工房
●エイチ・エム・グループ／学習塾　個別指導Wam
●MJG／接骨院・整体院　MJG整体院
●エム・ワイ・ケー／美容室　美容室イレブンカット
●LICグローバル／マーケティング&コンサルティング　コーポレートコネクションズ
●学凛社／学童保育　学童クラブ アウラ　
●学研エデュケーショナル／学習塾　学研スクエア ほか
●ガッツ・ジャパン／中・長期型レンタカー　ガッツレンタカー
●ガッツ・ジャパン／福祉車両専門レンタカー　介護レンタカーさくら
●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
●カラダスイッチ医学研究所／整体　JITAN BODY
●ギア／iPhone修理業・格安SIM販売業　iPhone修理 アイサポ
●京進／個別指導塾　京進スクール・ワン
●KIREI produce／ハウスクリーニング　おそうじ革命
●Care Nation  ／夜間個室対応型デイサービス　ブルーミングケア
●ケイアイネットクラウド／不動産売買仲介　KEIAI FC
●GOEN／不動産支援業　おうちの買い方相談室
●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
●サンミュージック／フィットネスクラブ　HYPER FIT24
●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
●JBNインターナショナル／リファーラルマーケティング　BNI
●しちだ・教育研究所／学習塾　七田式教室
●シムラ／フィットネスジム　HEAT24
●Japan Wellness Innovation／サーキット型キックボクササイズ　9ROUND
●ジョブタス／障がい福祉サービス　ジョブタス
●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
●スマートフィットネス／24時間フィットネスジム　スマートフィット100
●3eee／障がい者グループホーム　イグルー
●大黒屋／ブランド品買取　大黒屋
●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　ダスキン
●ツリーベル／インドアゴルフ練習場、スクール　ゼンゴルフレンジ
●ティア／葬儀会館　葬儀会館TEAR
●内職市場／内職　内職市場
●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
●High Altitude Management／高地トレーニングスタジオ・低酸素ジム　ハイアルチ
●ハウスドゥ／不動産売買仲介　ハウスドゥ !
●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
●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
●ファクトリージャパングループ／総合整体サロン・リラクゼーションサロン　整体×骨盤カラダファクトリー ほか
●フィットイージー／24時間スポーツジム　FIT-EASY
●Blanc／まつげエクステと眉の専門美容室　Eyelash Salon Blanc
●ブロッサムグループ／総合福祉サービス　ブロッサム
●FROM NOW INTERNATIONAL／美容　キングスサロン
●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
●ボディーズ／フィットネス事業　Bodies
●ボン／エステティック業(ビューティ&ウェルネス)　シミ・しわ専門サロン ピュアマインド
●MaxAbility／アイゾーン専門サロン　ディーエルビューティー
●明光ネットワークジャパン／学習塾　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
●有信アクロス／複合カフェ/デイサービス　コミックバスター ほか
●ユウソリューションズ／スマホ修理業　スマホ修理工房 ほか
●UPライフ／ヘアカラー専門店　スマートカラーKirei
●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
●ライフスタイルデザイン／パーソナルトレーニング専門ジム　パーソナルトレーニング専門ジム Aid
●ライフストリームジャパン／フィットネス
●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
●ワールドプラス／24時間スポーツジム　ワールドプラスジム
●ワオ・コーポレーション／学習塾　個別指導Axis(アクシス)
●ワンダービルド／北海道スイーツ専門店　HOKKAIDO BOON'S
●ワンダービルド／北海道物産展　北海道うまいもの館
●ONE FOR ALL／整骨院　むさし鍼灸整骨院

フランチャイズ本部／小売業
●アトムチェーン本部／電気店　アトムチェーン 本部
●いーふらん／買取専門　おたからや
●IDOM／中古車の買取・販売事業　ガリバー
●エーツー／駿河屋 ほか
●FTC／質屋及びリユースビジネス　質屋かんてい局
●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
●スケッチャーズジャパン／靴小売　スケッチャーズ
●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
●センチュリーペット／ペットショップチェーン　センチュリーペット
●東洋堂／はんこ、印刷、セキュリティ　はんこ広場
●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
●三笠サービス／ペットフード販売　husseJapan本部
●ミニストップ／コンビニエンスストア　ミニストップ
●夢や／菓子・玩具　だがし 夢や
●ローソン／コンビニエンスストア　ローソン
●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 ほか

●アクアネット フランチャイズ経営研究所
●Dai／フランチャイズWEBリポート
●拓殖大学
●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／World Food Franchise Market

フランチャイズ本部／フードサービス業（フードコート）
●王滝／セルフスタイルそば　信州そば 小木曽製粉所
●オールハーツ・カンパニー／ベーカリーカフェ　ANTIQUE
●オールハーツ・カンパニー／高級食パン専門店　ねこねこ食パン
●マテュリティ／ラーメン　ちゃーしゅうや武蔵
●ワタミ／鶏から揚げと玉子焼きの販売　から揚げの天才

●アークス／カレー　100時間カレーEXPRESS
●味の民芸フードサービス／らーめん・油そば　らーめん専門店ぶぶか
●VANSAN／Italian Kitchen VANSAN
●上島珈琲貿易／カフェ　MUC COFFEE ROASTERS
●エムピーキッチン／つけ麺専門店　三田製麺所
●大戸屋／定食　大戸屋ごはん処
●かわ屋インターナショナル／焼き鳥屋　博多かわ屋
●吉吾／唐揚げ専門店　中津からあげ吉吾
●牛繁ドリームシステム／焼肉店　元氣七輪焼肉 牛繁
●クイックリージャパン／タピオカドリンクショップ　クイックリー
●グロービート・ジャパン／ラーメン店　らあめん花月嵐
●元気と情熱／からあげ専門店(テイクアウト)　からあげの匠
●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／飲食業　ゴーゴーカレー
●GOSSO／焼肉・居酒屋　仙台ホルモン焼肉ときわ亭 ほか
●コバック／中華・ラーメン　台湾食堂 台湾ケンさん
●コメダ／喫茶・珈琲所　珈琲所コメダ珈琲店
●コロンブスのたまご／串かつ　噂のこの串かつあのおでん
●ゴンチャ ジャパン／台湾ティーカフェ　Gong cha（ゴンチャ）
●ジー・テイスト／焼肉　肉匠坂井 ほか
●J・ART／郊外型喫茶店　さかい珈琲
●ジェーシー・コムサ／たい焼き　おめで鯛焼き本舗
●重光産業／ラーメン　味千拉麺
●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
●シャトレーゼ／洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パン、飲料の製造・販売およびFC店の全国展開　シャトレーゼ
●新昭和FCパートナーズ／ピッツァがメインのイタリア料理店　ピッツァフィレンツェ
●すみれ／焼き鳥　やきとり家すみれ
●すり鉢茶／喫茶店　すり鉢茶 さくらびより
●セクションエイト／スタンディングバー　The Public stand(パブリックスタンド) ほか
●TAPISTA／タピオカドリンク専門店　Tapista
●ティーカンパニー／タピオカ・チーズティー等 ティースタンド　comma tea
●トッペミート／一人焼肉　MY YAKINIKU STYLE 将泰庵
●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／食パン専門店　高級食パン専門店 嵜本
●ドロキア・オラシイタ／タピオカチーズティー専門店　タピチティースタンド
●直久／ラーメン　麵処直久
●日本サブウェイ／ファストフード　サブウェイ
●のぶちゃんマン／レトロバー　お酒の美術館
●博多製麺処／製麺業・出店サポート・FC　博多三氣
●パスファインダー／カフェ　蔵元焙煎茶寮 京や八右衛門
●半田屋／セルフサービス食堂　大衆食堂 半田屋
●B級グルメ研究所／ナポリタン専門店　スパゲッティーのパンチョ
●ファーストキッチン／ファストフード　ウェンディーズ・ファーストキッチン
●フークル／台湾スイーツ　騒豆花
●フードナビ／居酒屋（海鮮・手羽先・立ち飲みおばんざい・個室）　浜焼太郎 ほか
●フジタコーポレーション／丼・そば　かつ丼と天丼の、かつてん
●ブルームダイニングサービス／バル業態　がブリチキン。
●宝舞産業／お持ち帰り餃子専門店　目黒ぎょうざ宝舞
●ホットランド／銀だこ・銀だこハイボール酒場 ほか
●Milkissimo／ジェラート　MILKISSIMO(ミルキッシモ)
●麺食／喜多方ラーメン坂内
●焼肉ライク／焼肉ライク ほか
●やる気／カルビ丼とスン豆腐専門店　韓丼
●ワークス／ラーメン店　らーめん食堂れんげ



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。

4日[水]3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

セクションエイト
アニスピホールディングス
ローソン
ハッピーテラス
アパホテル
いーふらん

5日[木]3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

シスプラ
コペル
ハウスドゥ
有信アクロス
ジーアイビー
エーツー

6日[金]3月

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

アトムチェーン本部
スマートフィットネス
ファミリーマート
シムラ
UPライフ

御社の本業に家電製品の販売をプラスされませんか
市場急拡大の24時間営業フィットネスジム。全貌をお伝えします！
ファミマの安心のフランチャイズパッケージ
競合他社との差別化を実現する初動マシン！独自ルートの集客力！
驚異のリピート率80％！ヘアカラー市場の展望と戦略

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

出展者ガイド＆検討ラウンジ

●7ホール内 出展者ワークショップ会場　●受講無料（当日受付のみ。開演20分前より受付開始）

JFA共催  オープニングセミナー

高橋 直司氏

ヒット業態の作り方を紹介！相席屋・パブスタのFC展開について
いま話題の障害者グループホーム事業を創業者が徹底的に解説！
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！
凸凹が活きる社会を創る！！～発達障害専門の就職支援事業～
アパホテルの独創的経営戦略～選ばれるホテルであるために～
初期費用200万円で加盟できる！今なら直営店舗をご紹介します

FC加盟店の経営を見える化！クラウド予実管理YOJiTSU
補助金「10割」社会貢献と安定収益を両立/児童発達支援の魅力
少子高齢化社会の新ビジネスなら未経験参入70％の不動産FCで！
ライバルはホテル？完全個室ネットカフェの市場性と収益性
驚愕！『節税』×『資産形成』稼ぐブルースカイランドリーの全貌
webからリアルまで駿河屋のリサイクル全方位サポート　

受 講 無 料

8ホール

会場入口
すぐ

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。

●挨拶：渡辺 裕明氏　日本フランチャイズチェーン協会 会長
　　　　　　　 　　　B-R サーティワン アイスクリーム 代表取締役社長

●講師：高橋 直司氏　
　　　　日本フランチャイズチェーン協会 理事　
　　　　やる気スイッチグループ 代表取締役社長

10:20～10:30

やる気スイッチグループのマルチブランド戦略とこれからの教育

FC-A 会場：幕張メッセ国際会議場2F コンベンションホールB3月4日［水］10:20～11:30

10:30～11:30

1998年　入社　
2005年　取締役 新校開発部本部長兼務
2008年　専務取締役 スクールIEの台湾進出にともない事業責任者として現地企業との合弁会社を設立
2012年　常務取締役
2013年　株式会社拓人こども未来 代表取締役社長 および 株式会社拓人 常務取締役
2015年　株式会社やる気スイッチグループホールディングス 専務取締役
2018年　株式会社やる気スイッチグループホールディングス（現 株式会社やる気スイッチグループ）代表取締役社長　
以来、同社の創業社長の後継者として同グループの第二創業を標榜し、組織改革と事業拡大を進める。
　  （株式会社やる気スイッチグループホールディングス、株式会社拓人、株式会社拓人こども未来は2019年3月1日に統合し、
　  社名を株式会社やる気スイッチグループに変更）
横浜国立大学 経営学部 卒業、1969年1月31日、静岡県生まれ

受講
無料
※事前申込制



※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。

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）。

（土・日、祝日を除く10：00～18：00）
TEL. 03-5730-7724　eメール : info@nseminar.jp日経セミナー事務局お問い合わせ先

フランチャイズ加盟希望者向けセミナー

http://www.fcshow.jp/事前申込制

●事前申し込みは2月26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）。  
●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。

事前申込制

 “ゼロから学ぶ”フランチャイズビジネスの基本と加盟のステップ

初めてのフランチャイズ加盟を成功させるには、十分な情報収集に加えてフラン
チャイズビジネスの基本を理解しておくことが欠かせません。基本を確実に押さ
えておくことで、ご自身にとっての正しい選択をしやすくなります。本セミナー
では、加盟のステップごとに確認しておくべき注意点を、ゼロからわかりやすく
お伝えします。

●講師：宇野 毅氏　中小企業診断士

セミナー参加方法

FC-1 10:30～11:30
小売業フランチャイズの業界動向と加盟時の留意点

他の業種と比較して粗利益率が低い小売業では、商品開発や独自の品揃えによる
粗利益の改善だけでなく、物流や情報分析などのシステムイノベーションによる
資本生産性の飛躍的な向上が業態としての成功を左右します。24時間営業問題
で揺れるコンビニエンスストアをはじめとして、広く小売り分野の業界動向と加
盟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。

●講師：池田 安弘氏　中小企業診断士

FC-2 12:00～13:00

モデル収支から見るフランチャイズ加盟の判断基準と留意点

各FC本部はモデルとなる店舗の初期投資額や収支を公表しています。一見すると
類似の業態でも投資の回収性が高い本部の方が良く見えるのですが、モデル収支
は重要な指針である反面で参考例に過ぎず、加盟店の投資額や利益額を保証する
ものではありません。加盟先を選定するにあたりモデル収支の注意すべき点など
を解説します。

●講師：林 恭輔氏　中小企業診断士

FC-3 13:30～14:30
人材不足時代のパート・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、人手不足時代に合わせたFCビジネ
スの選択基準や開業前の採用・資金計画のポイント、さらには採用したP／Aを定着
化させると同時に、効果的に育成して戦力化するためのポイントを解説します。

●講師：石川 和夫氏　中小企業診断士

FC-4 15:00 ～ 16:00

フランチャイズ本部選びに役立つ「6つの視点」

FC本部との契約は、その後の人生を左右する大きな投資です。本部選びはFC加
盟において最も重要な要素であり、自分の目で、複数の本部を様々な角度から比
較検討してみることが成功への第一歩です。本セミナーでは加盟希望者が本部を
評価するときの６つのポイントを分かりやすく解説します。

●講師：三谷 誠一氏　中小企業診断士

FC-5 10:30～11:30
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

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
にとって有力な候補先になります。ただしサービス業には固有の特性もあり、FC
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、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
く解説します。

●講師：稲葉 康弘氏　中小企業診断士

FC-6 12:00～13:00

フランチャイズで年商20億円を目指す／メガジーへの道

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、フランチャイズ加盟により成長を加速させた企業
も少なくありません。それらの成長戦略のシナリオに加えて、人事制度設計や情
報システム整備などチェーンオペレーションに不可欠となる機能戦略についても
解説します。

●講師：山岡 雄己氏　中小企業診断士

FC-7 13:30～14:30
加盟者自らが行う立地の見方・調べ方

「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が多くみられます。本セミナーで
は、本部が行った調査資料の吟味の仕方や、加盟者自らが立地を評価するための
ポイントをわかりやすく解説します。

●講師：西野 公晴氏　中小企業診断士

FC-8 15:00～16:00

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。FC加盟をした場合の経営をバーチャル
体験しながら、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

FC-9 10:30 ～ 11:30
飲食フランチャイズの業界動向と加盟時のポイント

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。

●講師：高木 悠氏　中小企業診断士

FC-10 12:00～13:00

全部見せますFC加盟の勘所 ～FCコンサルタントが語る本部の裏側～

多様で柔軟な働き方を求める人々が増える中、副業でFC加盟、ステルスFC、加
盟金0円独立制度など様々な業態や契約形態が現れています。FC加盟成功の鍵は
本部を知ること。多数のFC本部の構築・立て直しを支援してきたコンサルタント
が語るFC本部の本音・ここだけの話。働き方改革時代におけるFC加盟のポイン
トを解説します。

●講師：高木 仁氏　中小企業診断士

FC-11 13:30～14:30
フランチャイズ加盟時に知っておきたい、フランチャイズの契約知識

FC加盟の際、本部と加盟店とが「対等なビジネスパートナー」として契約します
が、実際にはそれぞれが有する契約や法律の知識には大きな差があり、対等とは
言えない面もあります。FC加盟後にトラブルになるケースもありますので、契約
する前に押さえておくべきポイントについて、事例を交えながら分かりやすく解
説します。

●講師：山下 哲博氏　中小企業診断士

FC-12 15:00 ～ 16:00

会場：幕張メッセ7ホール内セミナー会場A　■特別協力：東京都中小企業診断士協会 フランチャイズ研究会
受講無料

3月4日［水］

3月5日［木］

3月6日［金］



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）

http://www.fcshow.jp/
事前申込制

会場：幕張メッセ国際会議場3F 中会議室302
【本部構築・SV編】　13:00～14:00

【加盟開発編】　14:00～15:00

【講演1】　10:00～11:00

今伸びている本部がやっていること！

お申し込みはこちらから
お問い合わせは日経セミナー事務局まで。

http://www.fcshow.jp/

伸びているFC本部は伸びることが出来る仕組み、急成長に耐えられる仕組みが存
在します。加盟開発から契約、オープンまでの流れの中にどのような仕組みが必
要なのか？実際の事例を参考にしながら、必要となる仕組みや運用のポイントに
ついてご紹介します。フランチャイズの基礎的知識から本部立上げの流れなどに
ついても解説しますので、これから本部を立ち上げようとしている方、より効率
的に本部運営を行いたい方は必見の内容です。

●講師：南部 晃舗氏　ディーセント・スタイル代表取締役

伸びているFC本部の加盟店開発にはどんな仕組みや取り組みをしているのか？
そのポイントとは？本セミナーでは加盟開発のスピードを上げていくための他社
の取り組みをご紹介します。加盟開発関係者必見のセミナーです。

我が国の基本的なフランチャイズシステムをおさらいし、加盟検討フェーズだか
らこそ念頭に置きたいマーケットの考え方を事例を交えて解説いたします。若手
コンサルタントがゆえに抱く危機感から業界の実態と課題に迫ります。

●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

FC-B 3月4日［水］13:00～15:00

会場： 幕張メッセ7ホール内セミナー会場B
海外のフランチャイズ展示会から

●講師：Gaurav Marya氏　Master Franchise Show（インド） Chairman ほか

FC-C 3月5日［木］10:00～12:00

会場： 幕張メッセ国際会議場3F 中会議室302

はじめてのフランチャイズ・これからのフランチャイズ
～FC途上国日本への警鐘と課題～

●講師：藤間 允維氏　Biz Rise 取締役副社長 兼 COO

FC-D 3月5日［木］14:00～15:00

会場： 幕張メッセ国際会議場3F 中会議室302
海外展開セミナー

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

FC-E 3月6日［金］10:00～12:00

“内川流”のれん分け制度導入＆フランチャイズ本部構築セミナー
～基礎知識、実務から海外進出まで～

直営チェーンに問題点や限界を感じている方、優秀な人材の流出や人材募集で
ご苦労されている方、新たにフランチャイズ本部を始めたい方に最適な講座。
本部ものれん分け店もwin＝winとなるチェーン活性化と人財戦略の切り札で
あり、大小問わず多くのチェーンを成功に導いた“内川流のれん分け制度”の奥
義を、業歴49年目にして遂に明かします。更に、フランチャイズ本部構築の
基礎から実務、最新の事例、そして海外進出まで惜しみなく披露。講師の内川
昭比古は、コンサルタント業に加えて大学教授としての顔も持ち、経済産業
省・JETRO・日本フランチャイズチェーン協会などの公的機関からも絶大な
信頼を得ています。その理由をぜひ直接お確かめください。

●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

【講演1】　13:00～14:25
成功するフランチャイズ本部はこうやって作る！

フランチャイズ展開の最大のメリットは他人資本を活用して事業規模を拡大で
きること。これまでに、多くの企業がフランチャイズを活用して成長を果たし
ています。ところが、フランチャイズ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。これを誤ると加盟
店とのトラブルに発展し、この解決に膨大な労力をつぎ込むことになりかねま
せん。本セミナーでは、成功するフランチャイズ本部づくりのノウハウをわか
りやすく解説します。

●講師：伊藤 恭氏　中小企業診断士

【講演2】　14:35～16:00
今からでも間に合う！改正民法に沿ったフランチャイズ契約書の作り方

2020年4月1日から改正民法が施行されますが、今回の法改正は、契約解
除、瑕疵担保責任、連帯保証、定型約款など様々な点がフランチャイズ契約に
影響します。そのため、多くのフランチャイズ本部が改正民法に沿ってフラン
チャイズ契約書や情報開示書面を改正していますが、未だ改正に着手していな
い本部も少なくありません。本講座では改正民法や最新判例にそって、どのよ
うなフランチャイズ契約書を作成すればよいのかをご説明します。これからフ
ランチャイズ・ビジネスを始める会社はもちろん、既存の契約書の改正を検討
中のフランチャイズ本部もご参加ください。

●講師：神田 孝氏　弁護士

NB-A 3月4日［水］13:00～16:00

IPOを目指すFC本部の作り方
～早期にIPOを実現する高生産性FC本部運営システムとは？～

「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、早期にIPOを実現できる高い生産性を誇るフラン
チャイズ本部運営システムの内容と作り方を分かりやすくお話しします。

●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

●講師：松久 憲二氏　アクアネット フランチャイズ経営研究所 専務執行役 
　　　　　　　　　　 チーフコンサルタント
　　　　　　　　　　 日本フランチャイズコンサルタント協会 代表理事

NB-B 3月5日［木］13:00～16:00

NB-C 3月6日［金］13:00～16:00

TEL：03-6812-8692
eメール：messe-seminar@nex.nikkei.co.jp

NBセミナー事務局

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
事前申込制専門家による各種セミナー

受講料  各20,000円（消費税込み）

当セミナーのみお問い合わせ先が異なりますのでご注意ください。

会場：幕張メッセ7ホール内セミナー会場B

米国の2020年FC最新トレンドと期待される日本FCカテゴリー

インドのフランチャイズ産業とアジア市場にもたらす利益

米国では、2020年の課題として、・顧客に対する付加価値の提供・運営の効率化・マー
ケテイングの強化に最新のテクノロジーの導入・メニュー、サービスの質の差別化をあげ
ている。急成長を遂げているPlant Basedの各社における導入など、将来の日本のFC業
界を予測する上で、アメリカのFC動向は目が離せない。また、そのような米国市場にチャ
レンジする日本のFCについて、どのようなカテゴリーが定着出来るのかも紹介する。

1人あたりGDPがいよいよ3000ドルの大台をとらえている。急ピッチな所得の上昇
で、ベトナムの消費は、あきらかに勃興期に突入。親日国ベトナムのダイナミックな
消費パワーと驚きの最前線を紹介。日式ビジネスの出店と展開、その課題を追う。

【講演2】　11:00～12:00

●講師：上田 正巳氏　イー・カムトゥルー 代表取締役社長
勃興するベトナム消費と日式出店の課題

【講演1】　13:00～13:40
会場： 幕張メッセ国際会議場3F 中会議室302
メガジーセミナー〈地方都市の成長戦略〉

●講師：長谷川 勝也氏　エコノス（北海道） 代表取締役社長

FC-F 3月6日［金］13:00～15:00

フランチャイズビジネスと出逢って～株式上場とこれから～

【パネルディスカッション】　14:20～15:00
●パネリスト：河端 徽岳氏　アース 代表取締役社長
　　　　　　　   長谷川 勝也氏　エコノス 代表取締役社長
●モデレーター：土屋 晃氏　アセンティア・ホールディングス CEO

●事前申し込みは2月26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）。  ●有料セミナーをお申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、2月28日（金）までにお振込みいただくか、当日会場で現金にてお支
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（ご入金前のキャンセルのご連絡は2月28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。

セミナー
参加方法

※追加の講師情報はウェブサイトでご確認ください。

家電量販店FCを祖業とする当社は、ハードオフやブックオフなどリユース商品を
扱う業態のFCに進出し、現在は北海道内に66店舗を展開。2015年には株式上
場を果たしました。エリア特性などを踏まえた事業展開や、今後の成長を見据え
た新規事業などについてお話しします。
【講演2】　13:40～14:20

●講師：河端 徽岳氏　アース（石川県） 代表取締役社長
フランチャイズで目指すサステナブル企業

20歳で建設業として創業し31年。地方での成長戦略としてFCを選び、外食・美容・
介護等に参入。更にFC周辺の他ビジネスを自社オリジナル業態として開発し、FC22
店舗+自社業態19拠点のバランスを保ち、サステナブルな企業を目指しています。



※ご来場の際は、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
幕張メッセ開催展

主な来場対象

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、
GS1 Japan（（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）
全国商店街振興組合連合会、（一社）全国スーパーマーケット協会、（公財）全国中小企業振興機関協会、（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、
（一社）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（順不同）
出展者数228社・団体　展示小間数484小間（1月9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
　サービス業、フードサービス業、小売業、海外FCブランド
　
●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、海外展開などを検討する
　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

■幕張メッセ
JR京葉線「海浜幕張」駅下車 徒歩約5分
駅前から会場まで無料シャトルバスも運行
海浜幕張駅までは、
東京駅（JR／東京メトロ）から約30分、
蘇我駅（JR）から約12分

JR総武線／京成線「幕張本郷」駅下車
「幕張メッセ中央」行きバスで約15分
幕張本郷駅までは、
秋葉原駅（JR／東京メトロ）から約40分

高速バス
東京駅八重洲口（定期便で35～55分）、
横浜YCAT（約70分）、
羽田空港（約40分）、成田空港（約40分）

1ホール4ホール5ホール6ホール7ホール8ホール 3ホール

流通・小売業界のビジネスを変革する最
新のIT機器・システムが一堂に揃う日本
最大級の専門展。キャッシュレスやAI活
用、デジタル販促、店舗の働き方改革な
ど話題のソリューションも紹介。
（2・3・4・5・6ホール）

RPAなど業務自動化ソリューション、業務支
援システム、オフィス向け飲食サービスなど
未来のオフィスを支える情報技術とファシリ
ティを集中的に展示し、オフィス改革の最新
製品・サービスを紹介（3ホール）

フランチャイズ・
ショー

フランチャイズ・
ショー リテールテックJAPAN

防犯カメラや警備システム、サイバ
ーセキュリティなど、社会やビジネ
スの「安全・安心」を実現する製品・
サービスが一堂に会する日本最大級
のセキュリティ総合展
（1・2・3ホール）

Future 
Office 
Tech

& Facility

2ホール

SECURITY SHOW

商空間デザイン・ディスプレー、店舗什器・設備、サイン・看板、店頭POP・SP
ツールなどを紹介する国内最大級の店舗総合見本市（西1～4ホール）
［特別展示］ NIPPONプレミアムデザイン
日本の伝統的なものづくりの技とデザインを紹介（西4ホール）

住宅・店舗・ビル用の各種建材をはじめ、設備機器やソフトウエア、工法、関連サ
ービスなどを幅広く紹介する国内有数の建築総合展（南1～4ホール）

LEDのさらなる高効率・高付加価値化を実現する先進技術をはじめ、商空間・住
空間を魅力的に彩る照明を紹介（西2ホール）
共催：特定非営利活動法人LED照明推進協議会（JLEDS）

東京ビッグサイト開催展

※フランチャイズ・ショー以外は2020年3月3日（火）～6日（金）開催、入場料3,000円（全展共通、税込み。ウェブサイトからの事前登録で無料）
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