入場無料

（完全事前登録制）

オンライン展示会
Onlineも同時開催

（会期後、2021年4月30日
（金）
までアーカイブを公開）

2021年は4日間！

［ 火］
▶12日
［ 金］
2021年 3月9日
10：00 〜17：00（最終日は16：30まで）

▲

会場 東京ビッグサイト 西 3・4 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 /

お問い合わせ : ハローダイヤル 03-5777- 8600（3月15日まで）

新型コロナウイルス対策を徹底して本展示会を実施します。

来場事前登録のご案内

（登録無料）

お手数ですが http://www.fcshow.jp/より来場事前登録を必ずお願いします。ご協力ありがとうございます。

1

公式WEBサイトに
アクセス
※来場事前登録より
登録してください。

2

来場者証（QRコード付）を
プリントアウトして
会場に持参

3

来場者証を
バッジフォルダーに
入れて入場

●必ず1人1登録でお願いします。
●来場者証をプリントアウトして会場へお越しください。
●事前登録時に、ご来場予定日をうかがいます。
●スマートフォンなどでの提示の場合でも、来場者証を別途お渡し可能です。会場で登録いただくよりもスムーズですので、来場事前登録にご協力をお願いします。

マス ク

マスクは必ず
着用してご来場ください。

37.5℃

37.5度以上の発熱があるかたは
入場をお断りします。

消毒液

手指消毒に
ご協力をお願いします。

●会場入口では、マスク着用の徹底/消毒液の設置/検温を実施します。 ●扉を開放し、空調設備による常時換気を行います。
●セミナー会場や休憩スペース等では、間隔の確保を行っております。 ●救護室には、看護師が常駐しております。

アプリ

新型コロナウイルス接触確認アプリ
COCOAの利用をお願いします。

出展者一覧
フランチャイズ本部／サービス・小売業
●AKASE／インテリアショップ マスターウォール
●アップビート／EYE & BODY リラクゼーションサロン 目の美容院
●アトムチェーン本部／電気店 アトムチェーン 本部
●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
●アニスピホールディングス／運動療法を取り入れた障がい者デイサービス ワーカウト
●アユザック／歯のホワイトニングサロン 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
●エイチ・エム・グループ／学習塾 個別指導Wam
●エイディーアール／エステサロン アドラーブル・アダムワン
●NC color／ヘアカラー Casa color
●M&メディカルリハ／整体業 筋膜メディカル整体院
●エンパワー／買取専門店 買取専門店 大吉
●学凛社／学童保育 学童クラブ アウラ
●ガッツ・ジャパン／中・長期型格安レンタカー 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
●金子乳業／牛乳食パン専門店 みるく 牛乳食パン専門店 みるく
●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 整体院JITAN BODY
●ギア／iPhone修理業・格安SIM販売業 iPhone修理 アイサポ
●京進／学習塾 個別指導 京進スクール・ワン
●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
●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
●ゴルフライフシステム／インドアゴルフ YGCゴルフ倶楽部
●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
●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
●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
●SMILE CREATE GROUP／10分ファスト整体・整体サロン ファスト整体スタンド チャージ ほか
●センチュリーペット／ペットショップ センチュリーペット
●ダイアナ／プロポーションメイキングサロン
●第一興商／カラオケボックス・フランチャイズ カラオケCLUB DAM
●大器／ボルダリングジム ディーボルダリング
●大伸社／ペイント アンド ワイン Artbar Tokyo
●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、住まいの補修、シニアサービス ダスキン
●Tree Company／セルフエステ mythel self-beauty-gym
●ティア／葬儀会館 葬儀会館TEAR
●ディーラープロデュース&コミュニティ／レンタカー・カーシェアリング エコカーマーケット
●東洋堂／はんこ、印刷、HP、看板など デジアナ「はんこ広場」
●内職市場／内職請負事業 内職市場
●ニシザワ／中古レンタカー事業 JBレンタカー
●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
●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
●パザパグループ／脱毛サロン 3分脱毛VIO脱毛専科サロンNICOL
●ビークイック／スポーツジム&フィットネスクラブ BeeQuick FITNESS
●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
●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／児童発達支援事業 ブロッサムジュニア
●ベンリーコーポレーション／生活支援サービス業
●三笠サービス／ペットフード販売 husseJapan本部
●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
●夢見る／プログラミング教室 ロボ団
●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
●リゼラアンドコー／フットケアサロン リゼラアンドコー
●理想化研／ローコスト・お風呂リフォーム ふろいち
●リンクイット／レディース服飾雑貨販売 ブージュルード
●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

フランチャイズ本部／飲食・フードサービス業
●アークス／カレー 100時間カレー EXPRESS
●OUR KITCHEN／クラウドキッチン
●VANSAN／イタリアン Italian Kitchen VANSAN
●WINCLE ／しゃぶしゃぶ・すき焼き・ステーキチェーン しゃぶしゃぶ すき焼き ステーキのほんそう
●越後屋／炭火焼干物定食 しんぱち食堂
●MIGホールディングス／フードコンテンツグループ MIGホールディングス
●オールハーツ・カンパニー／ベーカリー /パティスリー /カフェ Heart Bread ANTIQUE ほか
●からあげの匠／からあげ専門店(テイクアウト) からあげの匠
●祇園歩兵／餃子歩兵 餃子歩兵
●吉吾／中津からあげ専門店 中津からあげ専門店吉吾
●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
●ゴーゴーカレーグループ／カレー ゴーゴーカレー
●GOSSO／焼肉・居酒屋 0秒レモンサワー ® 仙台ホルモン焼肉酒場ときわ亭
●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 ほか 噂のこの串かつあのおでん ほか

（ゾーンごとの五十音順）
●G-FACTORY／うな丼専門店 名代 宇奈とと
●J・ART／郊外型喫茶店 さかい珈琲
●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
●スパイスワークスホールディングス／寿司、総合居酒屋、焼鳥、ビストロ スシエビス ほか
●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／相席ラウンジ THE SINGLE ほか
●TGAL／フードデリバリー TGALデリバリー
●デルソーレ／デルソーレ おめで鯛焼き本舗
●トライ・インターナショナル／らーめん店 麺場 田所商店
●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／コンビニバー、立ち飲みバー お酒の美術館
●バナナの神様／バナナスムージー専門店 バナナの神様
●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
●フードナビ／居酒屋（手羽先・海鮮・立ち飲みおばんざい・個室） 手羽だるま ほか
●フジタコーポレーション／丼ぶり・生そば かつ丼と天丼の、かつてん
●ブルースターバーガージャパン／ハンバーガー BLUE STAR BURGER
●BENTEX／からあげ専門店 からあげ鶏富士
●宝舞産業／お持ち帰り餃子専門店 目黒ぎょうざ宝舞
●ホットパレット／飲食業 ペッパーランチ
●ミナモト／焼肉ホルモン酒場・蛇口からレモンサワー 焼肉ホルモンたけ田
●焼肉ライク／焼肉 焼肉ライク
●やる気／カルビ丼とスン豆腐専門店 韓丼
●ワタミ／鶏から揚げと玉子焼きの販売 から揚げの天才

フードサービス開業支援ビジネス
●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）
●ダイユー／ベーカリー開業支援
●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
●フーズプランナー／生パスタ専門店 モルト・ボーノ

代理店・ビジネスパートナー募集
●IBJ／結婚相談所 日本結婚相談所連盟
●アダプトゲン製薬／総合スポーツサプリメント
●イーモア／防滑（床の滑り止め販売施工）事業 すべらん革命
●エコプラトラスト／萬工事本舗 萬工事本舗
●エス・エー・アイ／プログラミングスクール プログラミングスクールSwimmy
●エストラボ／美容機器 エストラボ
●CANAK marketing／除菌消臭関連
●K-ブランドオフ／ブランド買取専門店 BRAND OFF買取専門
●ケー・ワイ・ビー／建設業 タフテックス正規代理店本部
●サイテックス／浄水器製品販売
●G.F.G／スマホ広告 スマホde広告
●JPstream／写真画像加工サービス すまでこシステム
●つえ屋／杖・ステッキ専門店 つえ屋
●TOSEI／コインランドリー
●新潟テクノ／製品販売
●NIKO／人工芝施工業 芝本舗
●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 日本障害福祉グループ
●ブレス／抗菌・抗ウィルス対策空気触媒メーカー 空気の王様
●プロフィットジャパン／予防介護フィットネスクラブ コンビニフィットネス® ほか
●ポイント／自動外貨両替事業 JPY EXCHANGE
●ミスエステ／化粧品卸
●メディアブリッジ／光触媒代理店ビジネス SUSANOWO抗菌サービス
●よくばり売却.com ／不動産事業
●ワールドアドベンチャー／火災保険対象建物調査受託 保険請求の窓口
●ワールド・オンライン・システム／オンライン サービス&フード

FC支援ビジネス、店舗開発、コンサルティング、情報、海外関連
●アクアネット フランチャイズ経営研究所
●Asiawide Franchise Consultants（シンガポール）
●アセンティア・ホールディングス
●ADDYOU／店舗運営コンサルタント ADD GROUP
●イナバクリエイト／トランクルームおよび小規模店舗建築
●NSEリアルエステート／店舗物件情報・事業用不動産仲介
●協同コム
●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）
●ダイワコーポレーション／コインランドリー
●拓殖大学／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
●日本トリム／電解水素水整水器の製造、販売
●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／ビジネスマッチング、コンサルティング、海外進出 FranDo
※本パンフレットに記載したすべての内容は、1月8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。

トップセミナー

受講無料
※事前申込制

FC-A JFA共催 オープニングセミナー
3月9日［火］10:20〜11:30

高橋 直司氏

会場：フランチャイズ・ショー内セミナー会場

10:20〜10:30

●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

10:30〜11:30

今後必要とされる教育とやる気スイッチグループの戦略
●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

FC-E フードテック×ニューノーマル時代の新業態
3月10日［水］13:30〜14:30

会場：フランチャイズ・ショー内セミナー会場

●講師：西山 知義氏
Dining Innovation Investment Founder
フードテックを駆使して初期投資や賃料を抑え「高品質×低価格」を実現する「BLUE STAR BURGER」
。
人材不足や食材ロスも解消し、完全非接触のNEW STYLE BURGER業態の新たな戦略。
コロナ禍において、1人でも楽しめる安心安全な焼肉のファストフード！「焼肉ライク」とは
西山 知義氏

受講無料

出展者ワークショップ
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。
●会場：西3ホール内『出展者ワークショップ会場』 ●受講無料（当日受付。開演20分前より受付開始）
11：00 〜 11：40 MIGホールディングス
12：00 〜 12：40 コペル

3月 9 日[火]

13：00 〜 13：40 ガッツレンタカー／介護レンタカーさくら
14：00 〜 14：40 スマートカラー Kirei
15：00 〜 15：40 ハウスドゥ
16：00 〜 16：40 から揚げの天才
11：00 〜 11：40 ハイアルチ

3月10 日[水]

12：00 〜 12：40 HEAT24
13：00 〜 13：40 焼肉ホルモンたけ田
14：00 〜 14：40 ブルースカイランドリー
16：00 〜 16：40 牛乳食パン専門店

みるく

11：00 〜 11：40 THE SINGLE

3月11日[木]

12：00 〜 12：40 ダイユー
13：00 〜 13：40 からあげ鶏富士
14：00 〜 14：40 有信アクロス
15：00 〜 15：40 スマートフィット100

3月12 日[金]

11：00 〜 11：40 メディアブリッジ
12：00 〜 12：40 ミスエステ
13：00 〜 13：40 NOVAホールディングス
14：00 〜 14：40 アトムチェーン本部

フードコンテンツで世界No.1へ！
補助金10割！「長期安定」×「社会貢献」児童発達支援事業とは
コロナ禍影響ほぼ無し！年商５千万超店続出のレンタカービジネス
驚異のリピート率80％！ヘアカラー市場の展望と戦略を解説
景気に左右されない不動産事業なら未経験参入65％のハウスドゥで
渡邉美樹・テリー伊藤によるから揚げの天才フランチャイズ説明会
高地環境（低酸素）ジム「ハイアルチ」の早期回収ビジネスモデル
他社との差別化を図る独創性と集客力！地域に根差すジムを実現！
卓上サーバー業態を大解剖！強み・弱み・高収益の秘密とは？
コロナ禍でも安定収益を確保したブルースカイランドリーの全貌
コロナ禍で高収益の秘密公開！牛乳100％で作る牛乳食パンFC
FC加盟企業新規募集！非接触業態でコロナに強いソロ活相席屋
コロナ禍でも好調！年商約1.5億のベーカリーの経営数値を開示
気を付けろ！膨張するからあげ市場。危険なチェーンとは？！
放課後デイ担当50施設を全店黒字化した加盟開発担当者の秘訣
コロナ禍でも成長！ 24時間ジムの成功の秘訣
加盟金0円！新型コロナ99.99%死滅の施工ビジネス体験会
コロナに左右されない！高収益約7割〜のエステティックビジネス
加盟から15年で110校舎！メガFCジーが語る『成功の裏側』
御社の本業に家電製品の販売をプラスされませんか
※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

西3ホール
会場入口
すぐ

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。

受講無料

フランチャイズ加盟希望者向けセミナー

※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。

会場：フランチャイズ・ショー内セミナー会場

■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

3月11日
［木］
FC-6

10:30〜11:30

フランチャイズ本部選びに役立つ「6つの視点」
●講師：三谷 誠一氏 中小企業診断士
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。

セミナー会場では、座席間隔を確保し、
換気、消毒を実施して開催します。

3月9日
［火］
FC-1

14:30〜15:30

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

FC-7

ポストコロナ時代におけるフランチャイズ加盟のポイントと留意点
●講師：高木 悠氏 中小企業診断士
昨今の新型コロナウイルス感染症問題は、世の中のあり方
を一変させました。コロナ禍でも好業績をあげているFC
に注目が集まりがちですが、これからは将来の予測が困難
な時代であることを前提に、FC本部を選定することが不
可欠と考えます。そこで本セミナーでは、ポストコロナ時
代におけるFC本部選定のポイントや留意点を徹底解説し
ます。

●講師：宇野 毅氏 中小企業診断士
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。

FC-2

16:00〜17:00

12:00〜13:00

FC-8

16:00〜17:00

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

人手不足時代のパート・アルバイトの採用と人材育成のポイント

●講師：伊藤 達仁氏 税理士
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：石川 和夫氏 中小企業診断士
「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。

3月10日
［水］
FC-3

10:30〜11:30

3月12日
［金］
FC-9

10:30〜11:30

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

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

●講師：林 恭輔氏 中小企業診断士
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：山下 哲博氏 中小企業診断士
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。

FC-4

12:00〜13:00

Withコロナ時代の業態別フランチャイズトレンド
●講師：稲葉 康弘氏 中小企業診断士
新型コロナウイルスの影響で多くのフランチャイズビジネ
スは転換期を迎えています。本セミナーでは、2020年以
降に起きた生活者ニーズの大きな変化と小売業・飲食業・
サービス業それぞれのフランチャイズ業界の動向やトレン
ドについて、各業態に特有の注目ポイントを交えて分かり
やすく解説します。

FC-5

15:30〜16:30

フランチャイズで年商20億円を目指す／メガジーへの道
●講師：山岡 雄己氏 中小企業診断士
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。

FC-10 12:00〜13:00
加盟者自らが行う立地の見方・調べ方
●講師：西野 公晴氏 中小企業診断士
「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。

FC-11 15:00〜16:00
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〜
●講師：高木 仁氏 中小企業診断士
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。30社以上のFC本部の構築・立て直しを支援して
きたコンサルタントだから語れるFC本部の本音・ここだ
けの話。FC本部構築の裏話を通じてFC加盟のポイントを
解説します。

専門家による各種セミナー 受講無料
※事前申込制

FC-B

受講料 各20,000円（税込み、事前申込制）

3月9日
［火］12:00〜14:00

今伸びている本部がやっていること！

FC-C

会場：フランチャイズ・ショー内セミナー会場
【本部構築・SV編】 12:00〜13:00
●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。
【加盟開発編】 13:00〜14:00
●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
コロナ禍の中でも伸びているFC本部はあります。では加盟店
開発にはどんな仕組みや取り組みをしているのか？集客方法
は？成約に持っていく流れとは？本セミナーでは加盟開発の
スピードをあげて行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。

FC-G

南部 晃舗氏

川上 健一郎氏

●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

長谷川 勝也氏

河端 徽岳氏

フランチャイズ本部成功7つの鍵

フランチャイズ本部構築9ステップ

〜フランチャイズ本部構築の具体的取り組みを解説〜
●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
経営者・経営幹部の皆様のために、フランチャイズ本部構
築の具体的な取り組み内容を分かりやすくお話しします。
フランチャイズ契約や法的リスクの回避方法、本部機能の
整備なども解説します。

FC-F

民谷 昌弘氏

松久 憲二氏

3月11日
［木］13:00〜16:00

成功するフランチャイズ本部はこうやって作る！

土屋 晃氏

〜さあ、スマートビジネスをはじめよう〜

●講師：伊藤 恭氏 中小企業診断士
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。

伊藤 恭氏

【講演2】 14:35〜16:00

コロナ禍でのフランチャイズ契約の解説、小振法及びFCガイドライン改正案の解説

会場： フランチャイズ・ショー内セミナー会場
●講師：藤間 允維氏 FranDo Founder、
Biz Rise 取締役副社長 兼 COO

お問い合わせ先

【講演1】 13:00〜14:25

【講演1】 13:00〜14:25

はじめてのフランチャイズ・これからのフランチャイズ

セミナー参加方法

3月10日
［水］13:00〜16:00

成功するFC戦略

3月12日
［金］13:30〜14:30

はじめてフランチャイズビジネスを検討される方々向けに、
我が国の基本的なフランチャイズシステムを分かりやすく解
説し、ご自身のステータスと照らし合わせながら、スムーズ
に導入フェーズに移行していただくためのセミナーです。ま
たこれからのフランチャイズビジネスを考える機会としても
ご活用いただけます。

FC-Ｄ

〜経営者のためのフランチャイズ成功ポイントを解説〜
●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
経営者・経営幹部の皆様のために、フランチャイズの導入
メリットとフランチャイズ本部の成功ポイントを分かりや
すくお話しします。リスクの少ないインターン制、のれん
分け、ターンキー制度などの導入についても解説します。
【講演2】 14:35〜16:00

会場： フランチャイズ・ショー内セミナー会場

フランチャイズで目指すサステナブル企業
●講師：河端 徽岳氏 アース（石川県）代表取締役社長
20歳で建設業として創業し32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、FC23店舗+自
社業態22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。コロナ禍で大きなスクラップアンドビルドを行
い、多角化に拍車がかかっています。
【パネルディスカッション】 14:50〜15:30

〜基礎知識から実務まで〜
●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
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。本部も加盟店も
win＝winとなる〈チェーン活性化〉
〈人財戦略構築〉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「社員向けフランチャイズ制度」の重要ノウハウを公開し
ます。更に、フランチャイズ本部構築の基礎から実務、最
内川 昭比古氏
新の事例まで惜しみなく披露。講師の内川昭比古は、経営
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。

成功するFC戦略

3月11日
［木］13:30〜15:30

【講演1】 13:30〜14:10
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〜
●講師：長谷川 勝也氏 エコノス（北海道）代表取締役社長
家電量販店FCを祖業とする当社は、ブックオフやハードオフ
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。このコロナ禍での取
り組み等もお話します。
【講演2】 14:10〜14:50

3月9日
［火］13:00〜16:00

内川流「社員向けフランチャイズ制度」導入＆本部構築セミナー

メガジーセミナー〈地方都市の成長戦略〉

FC-H

フランチャイズ本部・新規ビジネス
立ち上げセミナー 会場：東京ビッグサイト会議棟

藤間 允維氏

事前申込制

●講師：神田 孝氏 弁護士
新型コロナ感染症により店舗営業や雇用形態は大きな変化を余儀なくされて
います。こうした社会情勢の中で、既存のフランチャイズ本部もフランチャ
イズビジネスの経験のない企業も新たなフランチャイズ制度を利用して、難
局を乗り切ろうとしています。本講座ではこうした危機的状況化で、フラン
チャイズ制度どのように利用できるのかをご説明します。また、現在、経済
産業省から情報開示書面の開示事項の改正案（中小小売商業施行規則改正案）
が公開され、公正取引委員会からはフランチャイズ・ガイドラインの改正案
が公開されましたので、これについても解説いたします。

神田 孝氏

http://www.fcshow.jp/

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）
。

日経セミナー事務局 TEL. 03-5730-7724 eメール : info@nseminar.jp

（土・日、祝日を除く10：00〜18：00）

●事前申し込みは3月3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し込みいただいた方は当日会場で現金にてお支払いください。キャンセルの場合は、セミナー事務局まで事前にご連絡ください。
●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。

開催概要
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・予定）
協
賛 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）
協
力 テレビ東京、日経BP（順不同）
展示規模 出展者数152社・団体 展示小間数328小間（2月15日現在）
主
催
特別協力
後
援

主な来場対象

出展分野

●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

フランチャイズ本部

●FC本部／サービス・小売業

●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、

●FC本部／飲食・フードサービス業

経営企画責任者

フランチャイズ本部以外のビジネスパートナー募集

●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

●フードサービス開業支援ビジネス

●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）

●代理店・ビジネスパートナー募集

●新規ビジネスの立ち上げを検討する起業家

フランチャイズ支援ビジネス、コンサルティング、
情報、海外関連など

●業態転換・転業を検討する商店・飲食店経営者

●FC支援ビジネス、店舗開発、コンサルティング、情報

●土地・建物など不動産の有効活用を検討している方

●海外関連

会場レイアウト
防犯カメラや警備システム、サイバー
セキュリティ、ウイルス対策など、社
会やビジネスの
「安全・安心」を実現す
る製品・サービス・ソリューションが
一堂に会するセキュリティ総合展

西3･4ホール（4F）
西展示棟

南展示棟

オフィス、店舗、住宅などの快適な光
環境の創出や照明空間演出に欠かせな
いLEDや有機ELなどの最新照明製品を
はじめ、デバイス・パーツ・マテリア
ルや照明制御システム、測定装置など
照明の性能を向上させるための新製品
を多数紹介
（共催：一般社団法人 日本照明工業会）

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

アトリウム

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

最新の商空間デザイン・ディスプレー、店舗什器・設備、イン
テリア、サイン・看板、演出機器、店頭POP・SPツール、店舗
向け各種サービスなどを紹介する国内最大級の店舗総合見本市

交通アクセス
■りんかい線
国際展示場駅下車

至上野

東京

JR

京

新橋
大門

都営大江戸線

浜松町
田町

築地市場
汐留

線

豊洲
新豊洲

竹芝

辰巳

市場前

国際展示場
有明テニスの森

JR山手線

高輪ゲート
ウェイ

ゆりかもめ

品川

大崎

品川
シーサイド

至千葉

新木場

台場

東京
テレポート

船の
科学館

■ゆりかもめ
「東京ビッグサイト」
駅下車 徒歩約3分
新橋駅（JR、東京メトロ、都営地下鉄）

豊洲駅（東京メトロ）

線
かい
りん

東雲

■都営バス
東16系統
（豊洲駅前経由）

有明

お台場
海浜公園駅

東京モノレール

大井町

至横浜

東京ビッグサイト

天王洲
アイル

大崎駅（JR）

新木場駅（JR、東京メトロ）
勝どき

日の出

徒歩約7分

月島

地下鉄有楽町線

有楽町

葉

青海

東京ビッグサイト

東京駅八重洲口

約14分
約5分

約22分
約8分

東京ビッグサイト駅

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35分

門前仲町

国際展示場駅

東京ビッグサイト

テレコムセンター

※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。

