
お問い合わせ

3.2（水） 4（金）　東京ビッグサイト 西3・4ホール2022.

2022. 2.15（火） 3.11（金）

http://www.fcshow.jp/
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［ 開場時間 ］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

ハローダイヤル 050-5541-8600（3月11日まで）

店舗DX・支援ビジネス展

特別企画

同時開催

入場無
料

（事前
登録制

）

お手数ですが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。来場事前登録のご案内（登録無料）

●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。

来場者証（QRコード付）を
プリントアウトして会場に持参2.

来場者証をバッジホルダーに入れて入場3.

公式ウェブサイトにアクセス
※「来場事前登録」より登録1.

手指消毒にご協力を
お願いします。

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。

37.5度以上の発熱があるかたは
入場をお断りします。

マスクは必ず着用して
ご来場ください。

アプリ

37.5℃マスク

消毒液

●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。

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。

こちらの来場事前登録で、
フランチャイズ・ショーOnlineにもご参加いただけます。

会期：2月15日（火）～3月11日（金）



フランチャイズ本部／サービス・小売業

フードサービス開業支援ビジネス

フランチャイズ本部／飲食・フードサービス業

出展者一覧 （ゾーンごとの五十音順）

●アップラインズ／肉餃子専門店　肉餃子専門店 包王paou
●INGS／ラーメン　らぁ麺 はやし田
●INGS／焼売居酒屋　焼売のジョー
●エアサポ／ゴーストセントラルキッチン　GCK ゴーストセントラルキッチン
●FTF／フードデリバリー　Eaterys
●OMO／鶏白湯専門店・ミシュラン坦坦麺 開業支援　鶏白湯専門店 ほか
●スリーアローズ／ゴーストセントラルキッチン　ゴーストセントラルキッチン
●ダイユー／ベーカリー　パン屋開業支援 ダイユー
●To-U／焼き鳥居酒屋　大衆焼き鳥酒場やきとりさんきゅう
●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
●ふくまる／ラーメン店　末廣ラーメン本舗
●ワールドリカーインポーターズ／クラフトビール　クラフトビールタップ

フランチャイズ本部／フードサービス業（フードコート）
●GC／焼肉ホルモン　レモホル酒場
●GC／対馬のまぐろ専門店　新鮮組まぐろ屋
●GC／焼肉　焼肉たむら
●マコトフードサービス／牛骨ラーメン　ラーメンまこと屋

●アトムチェーン本部／電気店　アトムチェーン本部
●AVANCE／子供服・育児用品リサイクルショップ　ECOLIFE COCO
●アピッシュ／洗濯代行サービス　WASH&FOLD
●アピッシュ／スニーカーウォッシュ　Licue&Sneakers
●VICTORIA／セルフエステ、プラスエステ　ヴィクトリアプラスエステ
●HER／環境計量証明フランチャイズシステム　ERネットワーク
●エイチ・エム・グループ／学習塾　個別指導Wam
●HBS(ヘアカラービジネスサポート)／ヘアカラー専門店(美容室)　ヘアカラー専門店『First Color』
●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
●epi produce JAPAN／脱毛サロン　3分脱毛 VIO脱毛専科サロン NICOL
●FTC／質屋及びリユースビジネス　質屋かんてい局
●M&メディカルリハ／整体業　筋膜メディカル整体院
●L&K／韓国コスメ製造、販売、セレクトショップ運営　cos:mura
●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
●学研メソッド／学習塾　学研G-PAPILS  
●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
●金子乳業／牛乳食パン専門店　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
●カルチュア・コンビニエンス・クラブ／書店・シェアラウンジ・カフェの複合型店舗　TSUTAYA BOOKSTORE
●カルチュア・コンビニエンス・クラブ／時間制シェアラウンジ(カフェ・ワークプレイス)　SHARE LOUNGE
●ギア／iPhone修理業・格安SIM販売業　iPhone修理 アイサポ
●CareNation／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
●K Consulting／児童発達支援　フォレストキッズ
●K Village Tokyo／ボイストレーニングスクール　ナユタス
●K-ブランドオフ／ブランド買取専門店　BRAND OFF 買取専門店
●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
●ザ・エージェント／総合リフォーム会社　ザ・エージェント
●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
●Japan Wellness Innovation／サーキット型30分キックボクササイズ　9ROUND
●スケッチャーズジャパン／靴小売り　スケッチャーズ
●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
●3eee／クラウドFC本部、障がい者グループホーム、放課後等デイサービス 
●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　ダイアナ
●第一興商／カラオケボックス　カラオケCLUB DAM
●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、住まいの補修、シニアサービス　ダスキン
●タックルベリー／中古釣具店　タックルベリー
●ティア／葬儀会館　葬儀会館TEAR
●デコボコベース／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
●内職市場／内職請負事業　内職市場
●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
●ハードオフコーポレーション／リユース業　ハードオフ ほか
●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
●ハウスドゥ住宅販売／不動産売買仲介　ハウスドゥ
●ハコジム／24時間営業の個室ジム　ハコジム
●ビークイック／スポーツジム&シミュレーションゴルフ　BeeQuick Fitness & Golf
●ファクトリージャパングループ／整体サロン　整体×骨盤 カラダファクトリー ほか
●フィオーレ／頭蓋骨小顔矯正専門サロン　グレースフィオーレ
●フィットイージー／24時間フィットネスクラブ　FIT-EASY
●Blanc／まつげエクステと眉の専門美容室　Eyelash Salon Blanc
●ベアーズ／ハウスクリーニング 
●ベストライフ／リユース　ブランド買取ベストライフ
●ベンリーコーポレーション／生活支援サービス業 
●丸幸／セレクトショップ　アールアンドコー
●三笠サービス／ペットフード販売　フッセジャパン本部
●メガ・ブルーバード／バレエスクール　ボンジュBallerina
●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／放課後等デイサービス・児童発達支援事業 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+CASA COLOR JAPAN／ヘアカラー専門店　スマートカラーKirei ほか
●夢見る／プログラミング教室　ロボ団
●ライフウェル／ジム・スタジオ型スポーツジム　ライフウェル
●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
●ルルアーク／カプセルトイ店舗の運営　ガチャガチャの森
●レナード／脱毛サロン　メンズ脱毛サロン MIRAI HOMME
●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（ファッション）　シューラルー ほか
●ワンライフ／障害福祉サービス　児童発達支援事業所CHOUCHOU(シュシュ ) ほか

●IFC／食パン専門店　焼きたて食パン専門店 一本堂 ほか
●アイワ広告／パウンド食パン専門店　パン以上、ケーキ未満。
●アントワークス／どんぶり・ステーキ　伝説のすた丼屋 ほか
●VANSAN／イタリアン　Italian Kitchen VANSAN
●魚松／松茸と和牛食べ放題　松茸屋魚松あばれ食い
●ウッドボーイ／十割蕎麦　中村麺兵衛
●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
●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
●KAWAKATSU／カフェ　錦一葉
●祇園歩兵／餃子専門店　餃子歩兵
●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
●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
●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　コメダ珈琲店
●コロッケエンターテイメントフーズ／コロッケの持ち帰り店　コロッケのころっ家
●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
●サンパーク／珈琲店、移動販売、ファストフード、パンケーキ専門店　高木珈琲 ほか
●G-FACTORY／うな丼専門店　名代 宇奈とと
●C-United／喫茶　珈琲館
●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
●すみれ／焼き鳥、チキンバーガー　やきとり家すみれ ほか
●sommet farm／カフェ、デリバリー&テイクアウト、バル　Café Hanamori
●TERMINAL／熟成焼き芋　芋王
●ダイニングインターナショナル／ホットサンドカフェ　バンクサンドイッチ
●九十九商事／坦々麺　坦々麺 一龍
●TGAL／フードデリバリー　TGALデリバリー
●デルソーレ／鯛焼き　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
●日本サブウェイ／ファストフード　サブウェイ
●日本サロネーゼ／韓国スイーツ、韓国チキン　Licorne(リコルヌ) ほか
●日本ピザハット／宅配ピザ　ピザハット
●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
●フークル／パンケーキ専門店　オリジナルパンケーキハウス
●フーズプランナー／生パスタ専門店　モルト・ボーノ
●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
●麦の穂／スイーツ・シュークリーム専門店　ビアードパパ
●麦の穂／スイーツ・わらび餅　きなこととろり
●やる気／カルビ丼とスン豆腐専門店　韓丼
●ユニティジャパン／代替えミートカレー、インドカレー、 ステーキ　世界を救うカレー家 ほか
●ワタミ／鶏から揚げと玉子焼き専門店　から揚げの天才
●ワタミ／韓国フライドチキン　bb.qオリーブチキンカフェ
●WAパートナーズ／飲食店の運営 フランチャイズ加盟店の募集　SHARE THE SOUP

★
★

★
★

★
★
★



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。

※本パンフレットに記載したすべての内容は、1月7日現在のものです。  
※表記＝●社名／業態　チェーン名や屋号　★＝オンライン出展者
※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。

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
●アクア／コインランドリー 
●アスコテクニカ／遺影写真加工、フレグランス販売 
●アダプトゲン製薬／総合スポーツサプリメント　XTEND 
●イースタイル／24時間無人ダンススタジオ　Dance & GO
●イーモア／防滑(床の滑り止め販売施工)事業　すべらん革命
●イゲット千恵子／子供を起業家に育てる教育プログラム　CEOキッズアカデミー
●エクシング／カラオケボックス　JOYSOUND
●エルゴジャパン／喫煙ブース(スモーククリア)の販売 
●小野医療器／鍛えないジム
●CAONA／カーシェアリング　CAONA 
●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
●ダイワコーポレーション／コインランドリー 
●つえ屋／杖・ステッキ専門店　つえ屋
●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
●日本コスモトピア／生涯学習サロン　カルチャーレストラン
●日本シーディーアール／外貨両替店 
●日本光触媒センター／感染症対策「光触媒LIFE」の施工
●ビークルファン／小型電気モビリティ　ビークルファン 
●美楽総研／セルフホワイトニング専門店 
●フラッグ／化粧品卸　style table ほか
●プロフィットジャパン／高齢者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／エステティックサロン 
●ラストウェルネス／短期集中パーソナルジム×24時間ジム　Anatato ～一緒に作るダイエット～

●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）

コンサルティング、情報、海外

●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)
●FIG／ビジネスマッチング　フランチャイズクエスト ほか
●Dai／フランチャイズWEBリポート
●拓殖大学／大学 
●東京信用保証協会／支援機関 
●東京都中小企業診断士協会フランチャイズ研究会  
●日本フランチャイズ総合研究所／FC本部構築支援、経営コンサルティング
●日本フランチャイズチェーン協会  
●Biz Rise／Webアプリケーション、ビジネスマッチング、コンサルティング、海外進出　FranDo ほか

特別企画

●アット・ファシリティラボ／移転撤退等工事のコスト削減提案　施設総合研究所
●アルー／店舗従業員のeラーニング教育　アルー
●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 
●クリック&モルタル／FC出店サポート(商業施設非公開物件情報・商圏調査) 
●タイミー／人材マッチングサービス 
●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

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 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。

西3ホール
会場入口
すぐ

受講無料

3月2日[水] 3月3日[木] 3月4日[金]
11：00
▼

11：40

12：00
▼

12：40

13：00
▼

13：40

14：00
▼

14：40

15：00
▼

15：40

16：00
▼

16：40

パン以上、ケーキ未満。
集客の超プロが創る！
行列のパウンド食パン専門店

ブルースカイランドリー
圧倒的！一括償却で決算対策！
究極コインランドリーの真実

ハウスドゥ
無在庫・高収益の不動産事業なら
業界No.1のハウスドゥ FCへ

有信アクロス
最新の脳科学に基づく療育ケアで
発達障害を良くする

ベアーズ
ベアーズのフランチャイズは
こんなところがすごい！

HYPER FIT24
コロナ後に社会貢献と安定成長を具体化する
スポーツジム事業

アルー
店舗教育におけるｅラーニングの
活用方法についてご紹介

牛乳食パン専門店 みるく
1年間15店舗以上出店！
利益率20％以上の秘訣公開！！

ベンリーコーポレーション
2025年を見据えて導入する
生活支援サービスの説明と事例紹介

コロンブスのたまご
1店舗でも黒字店であれば
飲食FC化できるモデルの仕組み

Anatato ～一緒に作るダイエット～
高単価、高付加価値！！
高収益パーソナルジム運営の成功ポイント

ゴーストセントラルキッチン
利回り70％超も！？話題沸騰中の
ゴーストレストランで新事業！

GCK ゴーストセントラルキッチン
ゴーストレストランをすぐに開業！　
デリバリー参入で高収益を！

アールアンドコー
セレクトショップのオーナーになりませんか？
ノウハウ教えます！

コペルプラス
事業所数日本一！満足度99％の
長期安定×社会貢献事業とは？！

Café Hanamori
自己資金100万円からカフェオーナー！
飲食の未来形とは？

珈琲館
友成社長が語る珈琲館ビジネス。
理想の喫茶店がここにある！

※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。

会期：2月15日（火）～3月11日（金）
●会期中、いつでもどこからでも参加できます。もちろんスマホからでもOK！
●リアル展の来場事前登録でオンライン展にも参加できます。
●リアル展同様、各種セミナーが視聴できます。（一部オンライン配信がないセミナーもあります）
●メッセージ機能を活用し、出展者とコミュニケーションをとることができます。

http://www.fcshow.jp/
★印はフランチャイズ・ショーOnlineへも出展している企業・団体です。

も同時開催

★

「店舗DX・支援ビジネス展」

★



3月2日［水］
FC-B

12:00～14:00

3月3日［木］
FC-C

13:30～14:30

フランチャイズ本部を立ち上げたいという個人・法人は増加の一途をたどっておりますが、本部を立ち上げただけで「拡大が実現しない」という
事例も後を絶ちません。どのようにフランチャイズ本部を立ち上げて、どのようにフランチャイズをオーガナイズしていけば、適切な形で拡大
が実現するのかを解説させていただくセミナーです。フランチャイズ本部のお話がメインですが、これからフランチャイズ加盟を検討される皆
様にとっても有意義な内容になっております。

●講師：佐々木 翔氏　フリグマ 代表取締役社長／フランチャイズオーガナイザー

3月4日［金］
FC-E

13:30～15:00

イエローハットを主軸に121店舗を展開し、東日本大震災を乗り越えて上場企業となった「ホットマン」の伊藤信幸社長。また借入金150億円の状態からFCビジネ
スをスタートさせ、現在はブックオフとハードオフを中心に131店舗を展開する上場企業の「ありがとうサービス」の井本雅之社長。両社の上場までの軌跡、またメ
ガフランチャイジーとして上場することのメリットについて、FC専門誌の「ビジネスチャンス」編集長が鋭く切り込みます。

●パネリスト：伊藤 信幸氏　ホットマン 代表取締役
　　　　　　　井本 雅之氏　ありがとうサービス 代表取締役最終経営責任者
●モデレーター：中村 裕幸氏　ビジネスチャンス 代表取締役社長 兼 編集長

FC-A 10:30～11:30

会場：フランチャイズ・ショー内セミナー会場

●講師：増本 岳氏
日本フランチャイズチェーン協会 会長／カーブスホールディングス 代表取締役社長／カーブスジャパン 代表取締役会長
［略歴］
神奈川県出身・1964年6月16日生まれ。明治大学政治経済学部卒。
18年間の経営コンサルタントとしてのキャリアの中で、数多くのニュービジネス、FCチェーンを育て、また、中堅中小企業の新規事業開
発を支援してきた実績を持つ。2004年に米国にて、～女性だけの30分フィットネスクラブ～「カーブス」に出会い、その理念とビジネスに惚れ
込む。カーブス創業者Gary Heavin氏との交流の中で知遇を得て、2005年2月に「カーブス」の日本での事業展開権利を取得。カーブスジャパ
ン設立、代表に就任。以来、正しい運動習慣を広めること、を使命としてカーブスワークアウトの普及に邁進している。

カーブスの経営戦略～顧客の創造と使命感による経営

はフランチャイズ・ショーOnlineでも配信します。

3年で100店舗を実現するフランチャイズオーガナイズ

●主催：日本フランチャイズチェーン協会、日本経済新聞社
女性だけの30分フィットネス「カーブス」の経営戦略やコロナ下での経営、フランチャイズ戦略などをお話いたします。

【JFA会長挨拶・基調講演】

～ FCと出会ってから上場するまで～　
メガフランチャイジーが大切にしてきたポイントとは？

ビジネスチャンス×日経FCショー コラボ　パネルディスカッション

佐々木 翔氏

川上 健一郎氏南部 晃舗氏

増本 岳氏

Online

Online

Online

Online

Online

中村 裕幸氏伊藤 信幸氏 井本 雅之氏

【本部構築・SV編】　12:00～13:00

【加盟開発編】　13:00～14:00

これから本部を作る人必見！  強いフランチャイズ本部の作り方・伸ばし方

自社事業をフランチャイズ化して展開するメリットや意義は何か？コロナ禍でニーズが生まれている事業モデルはどのよう
なものか？基本的知識や時事情報を盛り込みながら、強いFC本部を立ち上げるための流れやポイントを分かりやすく解説し
ます。その中で、強いFC本部が持つ仕組みやチェーンが広がるための条件やポイントなども具体的に解説します。これから
FC本部を立ち上げようと考えている方必見の内容です。

●講師：南部 晃舗氏　ディーセント・スタイル 代表取締役

強いFC本部には加盟開発の仕組みが存在します。ここ数年コロナ禍において加盟開発における手法も変わってきました。強い本部が実際どういう取り組みを行なっ
ているのか？自社にはどのように取り入れることができるのか？本セミナーでは加盟開発の基本から今後展開スピードをあげて行くための取り組みをご紹介します。
これから本部を作られる方には必見のセミナーです。

●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

セミナー

JFA共催 オープニングセミナー
3月2日［水］

受講無料
※事前登録制



受講無料
※事前登録制

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9：30～17：30）
eメール : machi-online@nex.nikkei.co.jp日経メッセオンライン事務局セミナーに関する

お問い合わせ先

http://www.fcshow.jp/事前登録制

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

セミナー参加方法

3月2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。

フランチャイズ加盟希望者向けセミナー

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

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

FC-2
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

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

会場：フランチャイズ・ショー内セミナー会場

3月3日［木］

FC-3
10:30～11:30 Withコロナ時代の業態別フランチャイズトレンド

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。

●講師：山岡 雄己氏　中小企業診断士

FC-4
12:00～13:00 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：三谷 誠一氏　中小企業診断士

3月4日［金］

FC-5
10:30～11:30 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：高橋 利忠氏　中小企業診断士

FC-6
12:00～13:00 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：神田 孝氏　弁護士

一部のセミナーはオンライン上でもライブ配信します。お申し込みの際は来場事前登録後、セミナー申込画面にて「リアル会場での受講」「オンライン視聴予約」のいずれかをご選択ください。
各セッションは定員を超えますと締め切らせていただきますが、座席に余裕がある場合には当日受付も行います。プログラム・開催時間は変更になる場合がございます。
※一部、オンライン、リアル開催の設定がないセミナーもございます。あらかじめご確認のうえ、申し込みください。



最寄駅は「ゆりかもめ・東京ビッグサイト駅」または「りんかい線・国際展示場駅」です。

4F

1F

東
展示棟

りんかい線
国際展示場駅

ゆりかもめ
東京ビッグサイト駅

東6ホール 東5ホール 東4ホール

東2ホール 東1ホール

西4ホール

西3
ホール

東3ホール
西
展示棟

開催概要

出展分野

会場レイアウト

交通アクセス

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・予定）
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176社・団体　展示小間数415小間（1月7日現在）

主　　催
特別協力
後　　援

協　　賛

協　　力
展示規模

●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）
●新規ビジネスの立ち上げを検討する起業家
●業態転換・転業を検討する商店・飲食店経営者
●土地・建物など不動産の有効活用を検討している方

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

高輪ゲート
ウェイ   

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

東京ビッグサイト

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

東京ビッグサイト
門19系統（豊洲駅前経由）
　　

東16系統（豊洲駅前経由）
都05-2系統（勝どき駅前経由）
　　　　　

約40分

約40分

約35分

東京駅丸の内南口
東京駅八重洲口

　　　　 門前仲町

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　

「東京ビッグサイト」駅下車　徒歩約3分　

豊洲駅（東京メトロ）　　　　約8分
新橋駅（JR、東京メトロ、都営地下鉄）　　　　

大崎駅（JR）　　　　
新木場駅（JR、東京メトロ）　　　　

約14分

約5分

約22分

国際展示場駅

東京ビッグサイト駅

東京ビッグサイト

※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。

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・サービスが
一堂に会する日本最大級のセキュリティ総合展

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

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、照明、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

インテックス大阪
7月21日［木］─22日［金］ 2022年

フランチャイズ本部
フランチャイズシステムに基づき事業を行っている法人が加盟店募集や企業PRを行う
●サービス・小売・飲食・フードサービス業

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・業務提携先の募集やPRを行う
●代理店・ビジネスパートナー募集、フードサービス開業支援ビジネス

コンサルティング、情報、海外関連など
コンサルティング、加盟相談、情報提供サービス・出版などを行う法人が新規顧客開拓や企業PRを行う

特別企画「店舗DX・支援ビジネス展」
店舗支援ビジネス・課題解決ソリューション・店舗向けテクノロジーやノウハウを展示・紹介
●店舗向け製品・設備・システム・サービス　●店舗向け人材派遣・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

出展者募集中！！




