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 「１年の計は元旦にあり」と言われます。新年、皆さまはどのような目標 
  を立てられましたか。 
 
  努力を続けるあなたを応援してやまない日本公庫の起業家応援マガジン。 
  本年も皆さまに役立つ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！』インターネット活用術 ＜第１回＞」  
                              株式会社 スプラム 
                 中小企業診断士 竹内 幸次 
 
 ◎ネットショップで売るための基本事項 
   
 今月から新しい先生をお迎えして、商売繁盛に欠かせないインターネットの 
 活用方法について６回にわたって解説していただきます。 
 
 第１回は、小資本でも創業できる「ネット活用創業」のススメです。ネット 
 ショップを立ち上げるにあたってのヒントが盛りだくさんです。 
    
 気になる続きはこちらから。 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_110126.pdf 
  (PDFファイル 360KB) 
 
 
 ★‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
☆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
  ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 「自分の手でこだわりのあるペットショップづくりを」 
 
               エンジェルわん 
                 代表 朝倉 敦子  
  
  会社の事務員をしていた朝倉さんは、大好きな犬に関わる仕事に携わるため、 
  退職を決意。初期投資のかかる店舗は出店せず、まずは小資本で「ネット活 
  用創業」。その後、店舗を構えるまでに成長した過程をご覧ください。 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_110126.pdf


   気になる続きはこちらから。 
   ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
    http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_110126.pdf 
    (PDFファイル 323KB) 
 
★‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 ☆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
  
  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。春に向けて全国各地でたくさんのセミナーがありますの 
 で、ふるってご参加ください。 
 
 
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 
   
 <<宮城県>> 
 
 日 時：平成 23年 2月 23日（水）18:30～20:30 
  場 所：日本公庫仙台支店（新店舗）11F会議室 
 テーマ：日本公庫主催 
          創業支援セミナーin 仙台  
      現場担当者が語る！失敗しない創業の仕方     
 
     お問い合わせは こくきん創業支援センター仙台 まで 
                    TEL：022-222-7004  
 
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 
 
 <<埼玉県>> 
 
 日 時：平成 23年 2月 9 日（水）14:00～16:00 
  場 所：越谷産業会館 1F 集会室 
 テーマ：越谷市商工会・日本公庫共催 
          創業支援セミナー＆個別相談会  
      「本当にあった怖い話～企業経営の落とし穴」 
      「不況でも儲かる企業～消費者もほしいモノは？」 
 
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 23年 1月 28日（金）17:00～20:00 
  場 所：TKC西東京山梨会 研修室 
 テーマ：TKC西東京山梨会・日本公庫共催 
     創業フォローアップセミナー  
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 日 時：平成 23年 2月 15日（火）14:00～16:40 
  場 所：BIZ新宿      
 テーマ：新宿区・東京商工会議所新宿支部・日本公庫共催 
          創業支援セミナー『創業前の準備と創業後の経営』 
 
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_110126.pdf


 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 23年 2月 4日(金)、2月 10 日(木)、2月 18日(金)、2 月 25日(金)(全
4回) 
      18:00～21:00 
  場 所：神奈川中小企業センタービル 13F 第 2会議室     
 テーマ：財団法人神奈川産業振興センター主催・日本公庫共催 創業セミナー 
         「起業のアイデアをいかにしてゼロから発想し、小資本で立ち上げるか？」 
 
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 
 
 <<富山県>> 
 
 日 時：平成 23年 2月 9 日（水）18：00～19：30 
 場 所：日本公庫富山支店 2F会議室 
 テーマ：TKC北陸会・中小機構北陸支部・日本公庫共催 
     北陸 3県リレー創業応援セミナー 富山会場（富山市） 
 
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 
 
 <<福井県>> 
 
 日 時：平成 23年 2月 2 日（水）18：00～19：30  
 場 所：日本公庫福井支店 2F会議室 
 テーマ：TKC北陸会・中小機構北陸支部・日本公庫共催 
          北陸 3県リレー創業応援セミナー 福井会場（福井市） 
 
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 23年 3月 2日、3月 9日、3月 16日、3月 23日 毎週水曜日（全 4
回） 
          13:30～16:50 
 場 所：日本公庫 名古屋支店 6F会議室 
 テーマ：日本公庫主催 1 年以内の飲食店開業を本気で考えている方へ             
      こくきん飲食店開業支援塾 2011 in名古屋 
    
     お問い合わせは こくきん創業支援センター名古屋 まで 
                TEL：052-561-6305 
  
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 
 
 <<兵庫県>> 
 
  日 時：平成 23年 2月 5 日（土）13：30～16：00  
  場 所：明石市立図書館 
  テーマ：明石市立図書館・日本公庫共催 
      創業支援セミナー 
       ～あなたの創業をかたちに～ 
                                         
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
  日 時：平成 23年 2月 19日（土）13：00～17：30  
  場 所：兵庫県立男女共同参画センター(神戸クリスタルタワー7F) 
  テーマ：女性創業応援セミナー2011 
       ～なりたい自分になるために、今できること～ 
                                         
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
  日 時：平成 23年 2月 19日（土）13：00～17：00  
  場 所：尼崎商工会議所会館 



  テーマ：創業ブラッシュアップセミナー 
       ～ビジネスプランの問題解決のために～ 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
  日 時：平成 23年 2月 19日（土）13：00～17：30  
  場 所：姫路商工会議所 
  テーマ：創業課題解決セミナー 
       ～なりたい自分になるために、今できること～ 
 
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 
 
 <<大阪府>> 
 
  日 時：平成 23年 2月 22日（火）13：30～16：00  
  場 所：商い繁盛館 
  テーマ：飲食店開業セミナー おしえて！開業のホンネ 
                      
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
  日 時：平成 23年 2月 25日（金）18:00～19：45  
  場 所：日本公庫大阪支店 8F会議室 
  テーマ：日本公庫・ドリームゲート共催 千客万来！商売繁盛セミナー 
           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」 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
  日 時：平成 23年 2月 26日（土）14：00～16：30  
  場 所：日本公庫大阪支店 8F会議室 
  テーマ：日本公庫・大阪産業創造館共催 土曜セミナー 
     『情報発信型の店舗づくりにより、顧客の購買促進を実現しよう』 
 
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 
 
    
 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 
                      
 
 
 ★‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
☆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
  
  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  
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  今回から連載を開始した「こんな時代に『売る』技術」の第２弾。 

http://www.jfc.go.jp/k/seminar_oshirase/index.html
https://krs.bz/kokukin/m/enquete


 「『売れる！』インターネット活用術」はいかがでしたでしょうか。 
  今や、企業経営のマストアイテムとなったインターネット。 
 是非、本コーナーを参考に、IT活用術をマスターしていただけたら 
 と思います。 
 
 本年も起業家応援マガジンをよろしくお願いいたします。 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2011年 2月 23日の予定です。お楽しみに。 
 
 ★‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
☆‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
            
 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 
 
 
 ～＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊～ 
  
 発行：日本政策金融公庫 国民生活事業本部 創業支援部 
 日本公庫 ホームページ       http://www.jfc.go.jp/ 
 日本公庫 国民生活事業ホームページ http://www.jfc.go.jp/k/ 
  
  ～＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊～ 
 
  ◆◇◆◇◆◇◆     次回もお楽しみに     ◆◇◆◇◆◇◆ 
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