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  全国各地で大雪が降るなど厳しい寒さが続いていますが、皆さま風邪な 
    どひいていませんか？ 
 
  外は寒くても心はホットに日々頑張っている、そんなあなたに贈る日本 
  公庫の起業家応援マガジン。今月も売上アップのヒントが満載です。 
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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２回＞」  
                              株式会社 スプラム 
                 中小企業診断士 竹内 幸次 
 
 ◎「売れるネットショップのあり方」 
   
 連載第２回では、売れるネットショップとはどのようなものかについて竹内 
 先生が４つのポイントを解説してくださいます。 
 
 思うように売上が伸びない読者の皆さま、「確認リスト」をご活用ください！ 
    
      気になる続きはこちらから。 
      ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
      http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_110223.pdf 
     (PDFファイル 289KB) 
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  ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 「豆腐業界を活性化したい」 
 
        とうふプロジェクトジャパン株式会社  
                  代表取締役 磯貝 剛成氏    
 
 今回の先人は、大手通信会社に 10年勤務後、自身の経験をこれまでとは全く 
  異なる業界で活かしている磯貝社長です。 
  
 磯貝社長は、転職か創業か悩んだ末に、豆腐業界専門のコンサルタント会社 
 を立ち上げ、業界の活性化のために、全力を注いでおられます。 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_110223.pdf


 
 
      気になる続きはこちらから。 
      ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
      http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_110223.pdf 
      (PDFファイル 430KB) 
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  ３．日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 
   ■             ■ 
  ■■ 資料請求サイトの開設 ■■ 
  ■             ■ 
 
 公庫のホームページ内に、創業者向けの資料請求サイトがオープンしました。 
 下記 URLをクリック後、「創業資料請求」にチェック、ご連絡先を入力して送 
 信してください。創業に役立つ資料や融資制度のパンフレットを郵送します。 
 
 https://www.jfc.go.jp/k/sinkikaigyou/shinkipost_c.html 
 
 
 
   ■         ■ 
  ■■ 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。 
 
 
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 
 
 <<北海道>> 
 
 日 時：平成 23年 3月 7 日（月）14:00～16:00 
  場 所：北海道経済センター 8F 第 2会議室 
 テーマ：創業フォローアップセミナー  
      飲食店繁盛のポイント～繁盛店のメニューとその考え方～ 
 
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 
 
 <<新潟県>> 
 
 日 時：平成 23年 3月 2 日（水）17:30～20:00 
  場 所：日本公庫 新潟支店 3F 会議室 
 テーマ：ＴＫＣ関東信越会 新潟支部・日本公庫共催 
          創業支援の専門家に学ぶ！北関東信越３県リレー  
      創業・起業・開業セミナー 
            
↓・↓・↓・↓・↓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 <<栃木県>> 
 
 日 時：平成 23年 3月 11日（金）18:00～20:00 
  場 所：とちぎ福祉プラザ 2F 第一研修室 
 テーマ：ＴＫＣ関東信越会 栃木支部・日本公庫共催 
          創業支援の専門家に学ぶ！北関東信越３県リレー  
      創業・起業・開業セミナー 
      

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_110223.pdf
https://www.jfc.go.jp/k/sinkikaigyou/shinkipost_c.html


↓・↓・↓・↓・↓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 <<長野県>> 
 
 日 時：平成 23年 3月 16日（水）17:30～20:00 
  場 所：松本商工会議所 松本商工会館 6F 第一会議室 
 テーマ：ＴＫＣ関東信越会 長野支部・日本公庫・松本商工会議所共催 
          創業支援の専門家に学ぶ！北関東信越３県リレー  
      創業・起業・開業セミナー 
  
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 
 
 <<東京都>> 
  
 日 時：平成 23年 3月 8 日(火) 10:00～12:00、3月 10日(木) 10:00～12:00、 
              3月 12日(土) 13：30～16：30 
  場 所：調布市市民プラザあくろす 3F あくろすホール 
 テーマ：日本公庫・調布市男女共同参画推進センター・調布市産業振興センター
共催 
          あなたにできる起業セミナー  
             ～今ある力を使って自分らしい仕事を作るために～ 
               起業したいママさんたちを応援します！  
                
         なお、保育の受付は終了いたしました。ご了承ください。 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
 日 時：平成 23年 3月 22日(火) 14:00～16:30 
 場 所：日本公庫 東京中央支店 4F 
 テーマ：日本公庫・ＴＫＣ全国会共催 
      日本公庫＋ＴＫＣ 創業支援セミナー 
      ～あなたの夢をビジネスプランに～ 
       
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 
 
 <<大阪府>> 
 
  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 
  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』 
  
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 
 
 
   <<広島県>> 
 
  日 時：平成 23年 3月 2 日（水）14:00～17：00  
  場 所：日本公庫 広島支店 国民生活事業 会議室 
  テーマ：～マーケティングのお話～「売れる仕掛けと儲かる仕組みづくり」 
 
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 
 
  <<香川県>> 
 
  日 時：平成 23年 3月 5 日（土）14：00～15：00 
  場 所：坂出市立大橋記念図書館 2F 視聴覚室 
  テーマ：坂出市立大橋記念図書館・坂出商工会議所・日本公庫共催 
           第 3回 創業支援セミナーin 坂出 ～新たな一歩を踏み出そう～ 
 
 ＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊・＊ 
 



    
 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 
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  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 
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  ５．編集後記  
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  
 先日、大型のショッピングセンターに新しくオープンした飲食店で、 
 友人と待ち合わせをしました。ショッピングセンター自体はすぐに 
 分かったのですが、約束のお店にはなかなかたどり着けず、待ち合 
 わせ時間に 10 分ほど遅刻してしまいました。 
 
 竹内先生の「売れるネットショップのポイント」にもありましたが、 
 「たどり着き易さ」はとても重要です。どんなにいい商品やサービ 
 スを提供していても、お客さまがそこへたどり着けなければ意味が 
 ありません。 
 
 せっかく訪れてくれたお客さまを逃さないために、皆さんも、しっ 
 かりとした道案内ならぬネットショップ案内を考えてみてはいかが 
 でしょうか。 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2011年 3月 23日の予定です。お楽しみに。 
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 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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