
◆ 参加・お問合せは裏面をご覧ください。
メール、お電話または FAX にて参加申し込み・お問合わせいただけます。

 ご案内 ---------------------フォロインプレンディ株式会社　
～ 画一的でないフランチャイズシステム ～　 
13：00 ～   ネオフランチャイズ方式「カーヴ隠れや」
13：30 ～「１度はたちよってみたいメロンパン屋」      

 講演会 ------------------------------講師：氏家秀太
14：00 ～ 17:00
感動マインドを育てる　
売上に直結するサービス　～サービス 3.0」（仮称）』
／ 今年の狙い目新ビジネス紹介

　　　フォロインプレンディ株式会社

▼
▼◆開催日時：

　2017 年 6月3日（土）
　13:00～17:00
◆受付開始：12:45 ～
◆開催場所：
　アットビジネスセンター　渋谷東口駅前
　東京都渋谷区渋谷 2-22-8 名取ビル 403

◆参加費：通常参加料 10,000円　→　無料！
◆特典：先着 20名様
　　　　氏家秀太のベストセラー書籍を
 　プレゼント!

講 演 内 容

フランチャイズ店　説明会開催

WEBグルメサイト人気No.1

驚異の低投資金！早期回収！

今回は、大人気の FC 店 ２店の説明会を開催致します。

２００万円～
５坪～
開業可能！

8００万円～
２０坪～
開業可能！
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無料セミナー
先着30名様

▼
▼◆開催日時：

　2017 年 6月3日（土）
　13:00～17:00
◆受付開始：12:45 ～
◆開催場所：
　アットビジネスセンター　渋谷東口駅前
　東京都渋谷区渋谷 2-22-8 名取ビル 403

◆参加費：通常参加料 10,000円　→　無料！
◆特典：先着 20名様
　　　　氏家秀太のベストセラー書籍を
 　プレゼント!

講 演 内 容

講師：ＮＰＯ法人 フードビジネスマネージャー協会 理事長
フォロインプレンディ㈱  代表取締役   氏家　秀太

いつの間にか、商品が売れだす！
サービスの評判があがった
気が付いたら、周りに人が集まっている

経営もサービスもあるひとつの力を養えば
　激変する！

それは、あなたの殻を破り、感動マインド
を養うことです。

当社主催のセミナーは協賛で運営されてい
る為、通常 10,000 円 → 料金無料です！!

新規顧問先、営業力ＵＰ。サービス力Ｕ
Ｐを次々獲得できる、独自のキラーコンテ
ンツづくりを行います。

「感動マインドを育てる　
  売上に直結するサービス
　　～サービス3.0」（仮称）

< 第１４６回（他シリーズ通算）成功力ＵＰセミナー >

      　                 あなたの殻を破
り、感動マインドが溢れだす

  　    「感動マインド・セールス力ＵＰセミナー」
氏家 秀太の講演会

あなたは毎月何十万円も捨てています。
え？そんな事はない？
本当にそうでしょうか？貴店でもこの様な事はありません
か？売上げを上げようとチラシを配ったり、クーポンサイ
トに掲載し、大きな広告費をかけ新規のお客様を集客し
ても、売上は上がらない。
お金をかけて、内装をリニューアルしたけど、良い商品を
つくっても、サービスを向上させても売上が上がらない。
この理由がわかりますか？
それは、本物のサービスをしていないから。売上に繋が
るサービスをしていないからです。
多大な広告費をかけて折角新規のお客様にご来店いた
だいても、サービスが悪ければ、再来店は望めません。
ストーリーサービス
仕事の組み立てや、コントローラー、そして双方向の “感
動” を生むサービス。
ディズニーランドやリッツカールトンなどの本当にあった
感動ストーリー、初めて聞く神対応サービスと共に売上
に直結する “感動マインド” を生み出します。
そして本物のサービスを確実に売り上げへとつなげる氏
家メゾットをこのセミナーで紹介して、売上をあげてる力
を身につけていただきます。
　・期待度数と満足度点数の関係とは？
　・視点を変える４Ｅ
　・お客様に近づく3C
　・初めて聞く神対応
　・10人中 9人に嫌われるサービス？？
　・感動を呼ぶサービス、ストーリーサービスとは？
　・仕事の組み立て
　・コントローラーの役割　など

氏家 秀太 プロフィール
現在、行動心理学者 ビジネスコンサルタント・キャスター
としてマスコミ、業界、教育現場で活躍中。 大学在学中
には、若干２１歳にして、甲子園でのコンサートプ ロ
デュースを音楽業界最年少で開催する。その年Ｎo.１化
粧 品や有名タレントのプロデュースを手掛けるなど、さ
まざまな 店舗・商品のプロモーションに携わる。その後、
飲食店のプロデュース・サービス業等コンサルティン グ
を中心に、人気飲食店や事業をプロデュースするなど、
手掛 けた店舗や事業数は２０００以上。また、500 を
超える赤字事 業を黒字に立て直す。特に難しいとされて
いる若年層、女性 のマーケティングに定評があり、つく
る商品は必ずヒットすると いう伝説もある。「カーヴ隠れ
や」を一気に全国展開するなど、何もかもが規格 外の
外食業界の革命児である。カーヴ隠れやは各メディアで 
も取り上げられ、各地域でＷｅｂグルメサイトＮo.1 検
索数を 誇るＮo.1 人気店となっている。 また、２０１０
年７月にはアサヒビールや神田川敏郎など日本を 代表
する著名者と「ＮＰＯ法人フードビジネスマネジャー協
会」 を設立し、飲食業界の人材育成に尽力する。 1000 人
を超える成功者と人生を共にして生み出した成功哲学や
手法はマスコミでも話題に ! 感動人間を育て上げる教育
手法で育った人財は今でも一線で活躍している。 10 万人
以上受講！日本伝統の d2p 訓練講師。連載、MOOK, 単
行本など著書 500 以上。TV・ラジオ番組 の出演も多く、
講演やセミナーは年間１００回以上にも及ぶ。

 　＊こんなパーソンにお薦めします !
　　・経営者 
　　・サービスマン 、営業マン 
　　・サービス業、小売業、営業の管理職
　　・自分の殻を打ち破りたい方
　　・とにかく感動心を養いたい方 

成功したい人！儲けたい人！氏家直伝！！



申込受付中 参加費：無料

このまま FAX にてお申し込みください。

FAX  ０３－３７９５－０１４８

■ Eメール
information@foro.co.jp
確認次第、返信メールをお送りします。

　

■お電話で
TEL  03-5431-5198
（受付時間　平日 9：00 ～ 1 8：0 0 ／土曜 9：0 0 ～ 1 5：0 0）

　

■ＦＡＸで
FAX   03-3795-0148（24 時間受付）
必要事項をご記入の上、送信してください。　 

　 

◆お申込み・お問合せ方法　※下記のいずれかの方法でお申込みください。
　 お名前・ご住所・ご連絡先の電話番号、参加人数（同伴者数）とお申込み／お問合せ内容等をお知らせください。

【主催】 フォロインプレンディ株式会社　【共催】ＮＰＯ法人　 フードビジネスマネージャー協会
【協賛】カーヴ隠れや FC 各店・１度はたちよってみたいメロンパン屋 FC 各店　

6/3（土）開催
< 成功力 UPセミナー Vol.146 >

そろそろ
 

儲けませんか!

仕事と人生を面白くする！！

お 名 前

ご連絡先

ご住所

TEL

〒

mail
:　　　　-　　　-
:

ご同伴者様人数 名

■特に知りたいこと、質問等ありましたらご記入ください。

開催場所：アットビジネスセンター 渋谷東口駅前　東京都渋谷区渋谷 2-22-8 名取ビル403


