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◇◆◇◆◇◆◇ 神無月 ◇◆◇◆◇◆◇
読書の秋、スポーツの秋、紅葉の秋 etc.
さまざまな過ごし方のある秋ですが、読者の皆さまの中には「創業の秋」
という方もいらっしゃるのではないでしょうか？
創業支援のパイオニア 日本公庫の起業家応援マガジン。
今月も秋の味覚に負けない旬な情報満載でお届けします。
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１．
【連載】こんな時代に「売る」技術
「
『売れる！』文書作成術 ＜第４回＞」
有限会社 エルム・プランニング
文章コンサルタント 堀内 伸浩
◎「売れる！」挨拶状、お礼状
会社を立ち上げた時、あなたはどのような挨拶状を作りましたか？
また、取引先にどのようなお礼状を送っていますか？
今月は、挨拶状やお礼状を販促ツールに進化させるポイントについて
堀内先生が徹底解説してくださいます。
気になる続きはこちらから。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_101027.pdf
(PDF ファイル 798KB)

★‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
☆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
２．先人に学ぶ 起業家レポート
「長年の店長経験が結実した消臭剤販売」
株式会社 環境ダイゼン
代表取締役 窪之内 覚
「人の“困った”をなんとかしたい」という窪之内社長の純粋な思いが、
牛の尿から消臭剤を生み出すという快挙につながりました。
悪臭に困っている多くの人に商品を使ってもらうため、販路拡大にも工夫
を凝らした窪之内社長の成功までの道のりをご一読ください。

気になる続きはこちらから。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/geppo_101027.pdf
(PDF ファイル 572KB)
★‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
☆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
３．日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ
■
■
■■ セミナー情報 ■■
■
■
公庫では、全国各地で創業予定の方や、創業された方を対象にしたセミナー
を開催しています。
＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊
<<宮城県>>
日 時：平成 22 年 11 月 11 日(木) 18：30～20：30
場 所：せんだいメディアテーク ７F 会議室ａｂ
テーマ：日本公庫・ドリームゲート・仙台市民図書館・仙台商工会議所共催
現役社長が語る。
顧客を獲得し売上げアップを実現するための「3 つ」の秘策
＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊
<<秋田県>>
日 時：平成 22 年 11 月 8 日(月) 17：30～20：30
場 所：秋田商工会議所 会議室
テーマ：日本公庫・ドリームゲート・秋田商工会議所・由利本荘市商工会共催
世界一カンタンなマーケティング理論の活用法
「起業家が知っておくべきマーケティングの基礎」
＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊
<<茨城県>>
日 時：平成 22 年 11 月 26 日(金) 14：00～16：00
場 所：茨城県産業会館
テーマ：日本公庫・ドリームゲート共催
短期間で利益を増大させる！「創業・経営支援セミナー」
＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊
<<埼玉県>>
日 時：平成 22 年 11 月 19 日(金) 18：00～20：00
場 所：日本公庫さいたま支店 9F 会議室
テーマ：日本公庫・ドリームゲート共催
基本をがっちりおさえる！
アイディアをプランへ、夢を現実へ「ビジネスプラン成功戦術」
＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊

<<神奈川県>>
日 時：平成 22 年 11 月 24 日(水) 18:30～21:00
場 所：神奈川中小企業センタービル 13F 第 1 会議室
テーマ：(財)神奈川産業振興センター主催 日本公庫・ＴＫＣ神奈川会共催
創業セミナー(横浜会場)
～「Ｑ＆Ａ創業の基礎知識から信頼される創業計画づくりまで」～
＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊
<<愛知県>>
日 時：平成 22 年 11 月 27 日(土) 14:30～16:00
場 所：愛知県図書館
テーマ：日本公庫・愛知県図書館・ドリームゲート共催
超実践的！顧客開拓＆固定化の「仕組み」をマスターせよ！
「０円で８割をリピーターにする集客術」
＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊
<<京都府>>
日 時：平成 22 年 10 月 27 日（水）13：00～16:00
場 所：(財)京都高度技術研究所（ASTEM）8F 会議室
テーマ：(財)京都高度技術研究所主催 日本公庫共催
創業セミナー
＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊
<<大阪府>>
日 時：平成 22 年 11 月 13 日（土）14：00～16:30
場 所：日本公庫大阪支店 8F 会議室（梅新第一生命ビルディング 8F）
テーマ：日本公庫・大阪産業創造館共催
ビジネスサポートプラザ大阪 土曜セミナー
「お客様を知ろう！～自分でできる顧客ニーズのつかみ方と活かし方～」
＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊
<<長崎県>>
日 時：平成 22 年 11 月 9 日（火）13：00～16:00
場 所：長崎市男女共同参画推進センターアマランス研修室（長崎市民会館 1F)
テーマ：日本公庫・長崎市男女共同参画推進センターアマランス共催
女性起業家応援セミナー
「夢をカタチに！～女性のチカラで地域を元気に～」
＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊
その他、最新のセミナー情報はこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/k/seminar_oshirase/index.html

■
■
■■ 金利情報 ■■
■
■
10 月 18 日から金利が改定されました。創業をお考えの皆さまの中には、
公庫の金利の仕組みがよくわからないと思われている方も多いのでは
ないでしょうか。
お使いみち、ご返済期間、担保・保証人の有無などにより、異なる利

率が適用されますので、詳しくは、最寄りの支店、もしくは「事業資
金相談ダイヤル 0120-154-505」までお問い合わせください。
最新の金利情報はこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/k/riritsu/index.html#a1
金利情報などの新着情報メール配信サービスをご希望の方はこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_newinfo.html
★‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
☆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
４. 読者アンケート
「起業家応援マガジン」では、読者の皆さまのご意見・ご感想をお待ち
しています。よりよい誌面作りのために、皆さまの声をお聞かせ下さい！
【ご回答はこちらから】
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://krs.bz/kokukin/m/enquete
★‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
☆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
５．編集後記
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
先日、バックを購入したショップの店長さんから封筒が届きました。
中には、丁寧な手書きのお礼状が・・・
普段使いには勿体ないそのお店のバックを購入する決め手となったのは、
購入を迷う私に、親身になって同じ女性の目線でアドバイスしてくれた
店長さんの人柄でした。いただいたお礼状も彼女の人柄がにじみでてい
たことは言うまでもありません。
すぐには買いに行けませんが、次に自分へのご褒美をあげたくなったら
彼女のお店に足が向いてしまうと思います。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
次回の配信は１１月２４日の予定です。ご期待下さい。
★‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
☆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
本メルマガの配信解除はこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://krs.bz/kokukin/m/merumaga-kaijyo
バックナンバーはこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/backnumber/index.html
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次回もお楽しみに
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