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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．１４☆ 
 
            ～ 話し方の技術 ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 「節電の夏」もなんとかピークは過ぎ、暦の上では秋に入りましたが、 
 まだまだ厳しい残暑が続いています。 
 起業家の皆さまは、「暑さ」に負けない「熱い」思いを胸に、営業活動 
 や起業の準備などに汗を流しておられるのではないでしょうか？ 
 今月も起業家の皆さまを応援する「ホット」な情報満載でお届けします。 
 
 
 …◆ 目次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━… 
 
 １．【連載】こんな時代に「売る」技術 
 ２． 先人に学ぶ 起業家レポート 
 ３． 日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 ４． 東日本大震災に関する特別相談窓口 
 ５． 「起業家応援マガジン」読者アンケート 
 ６． 編集後記 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 １．【連載】こんな時代に「売る」技術 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「売れる！ビジネスコミュニケーション ＜第２回＞」 
 
                                株式会社 話し方研究所 
                   代表取締役 福田 健 
 
 ◎「話し方の技術」 
 
 連載第２回目のテーマは、「話し方」です。 
 「話し上手」と言われる人は、どのような点に気を付けているのでしょ 
 うか？ 
 話し方に自信が持てないという方は、「説明チェックリスト」を活用し 
 て、自分の話し方を客観的に見直してみてはいかがでしょうか。 
 
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_110824.pdf 
  (PDFファイル 452KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「トライアスロンの未来を拓く専門店」 
 
                株式会社 アスロニア 
                  代表取締役 白戸 太郎 
 
 かつてトライアスロンのトッププロとして活躍した白戸さんは、競技者 
 から経営者へ転身し、トライアスロンの未来を拓く挑戦を続けています。 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_110824.pdf


 
 トライアスロンにかかわる市場の成長をかげで支えている同社の起業ス 
 トーリーをご覧ください。 
 
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_110824.pdf 
  (PDFファイル 660KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<北海道>> 
 
 日 時：平成 23年 8月 30日(火)18:00～20:00 
  場 所：北海道経済センター 8F 
 テーマ：日本公庫・TKC北海道会・札幌商工会議所 共催  
     創業支援セミナー「あなたの夢をビジネスプランに！」 
     ～創業の基礎知識から信頼される創業計画づくりまで～ 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<茨城県>> 
 
 日 時：平成 23年 9月 10日(土)13:30～16:00 
  場 所：つくば研究支援センター 
 テーマ：日本公庫・TKC関東信越会茨城支部・土浦商工会議所・ 
     つくば市商工会 共催 
     創業支援セミナー「あなたの夢をビジネスプランに！」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
<<新潟県>> 
 
 日 時：平成 23年 9月 15日(木)13:30～16:30 
  場 所：上越信用金庫 有田支店 
 テーマ：日本公庫・上越信用金庫 共催 
          合同創業支援セミナー＆融資相談会「あなたの創業(ゆめ)を応援します」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 23年 9月 23日(金)～平成 23年 10月 1日(土)10:00～17:00 
  場 所：日本公庫 東京中央支店 
 テーマ：日本公庫×東京商工会議所 
     創業塾 平成 23年 9月コース 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 23年 9月 13日(火)～平成 24年 3月 13日(火)15:00～16:00 
  場 所：(財)横浜企業経営支援財団 7F 大会議室 
 テーマ：日本公庫・(財)横浜企業経営支援財団 共催 
     創業セミナー 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<山梨県>> 
 
 日 時：平成 23年 9月 20日(火)18:00～20:30 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_110824.pdf


  場 所：甲府商工会議所 2F 会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC西東京山梨会 共催 
     創業支援セミナー「あなたの夢をビジネスプランに！」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<岐阜県>> 
 
 日 時：平成 23年 9月 5 日(月)14:00～16:00  
  場 所：岐阜商工会議所 第 5会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC中部会・岐阜商工会議所 共催 
     創業支援セミナー「あなたの夢をビジネスプランに！」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 23年 8月 25日(木)14:00～16:00  
  場 所：TKC中部会 5F 研修室 
 テーマ：日本公庫・TKC中部会 共催 
     創業支援セミナー「あなたの夢をビジネスプランに！」 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 23年 9月 14日(水)～平成 23年 10月 12日(水) 
  場 所：ウィルあいち 2F セミナールーム 6 
 テーマ：日本公庫・(財)あいち男女共同参画財団・ 
     (独)中小企業基盤整備機構中部支部 共催 
     あいちの女性をサポート！！ 
     「貴方に贈る起業・経営支援セミナー」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<三重県>> 
 
 日 時：平成 23年 8月 27日(土)～平成 23年 9月 17日(土)13:00～17:00 
  場 所：津商工会館（津商工会議所）5F 会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC中部会・津商工会議所・三重県商工会連合会 共催 
     創業塾「あなたの夢をビジネスプランに！」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 23年 8月 31日(水)18:00～20:00 
  場 所：(財)京都高度技術研究所 8F 会議室 
 テーマ：日本公庫・(財)京都高度技術研究所 共催 
     今さら聞けない『起業って？』を教えてくれる 
     創業セミナー１ 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 23年 9月 3 日(土)13:30～15:00 
  場 所：兵庫県立図書館 1F 第 2研修室 
 テーマ：日本公庫・兵庫県立図書館 共催 
     平成 23年度 第 5 回兵庫県立図書館利活用講座 
     起業支援セミナー「起業の夢を実現させるためのヒント」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 23年 9月 1 日(木)、9月 6日(火)17:00～19:30 
  場 所：9月 1日 TKC南近畿会 研修センター 
     9月 6日 日本公庫 大阪支店 8F 
 テーマ：日本公庫・TKC近畿大阪会・TKC南近畿会 共催 
     創業力養成セミナー「あなたの夢をビジネスプランに！」 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 23年 9月 27日(火)15:00～18:30 
  場 所：日本公庫 大阪支店 8F 
 テーマ：日本公庫・(独)中小企業基盤整備機構近畿支部 共催 
     創業者ステップアップセミナー 
     「自社の魅力を正しく伝えて、顧客をつかむ！」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
<<徳島県>> 



 
 日 時：平成 23年 10月 3 日(月)13:00～15:00 
  場 所：ふれあい健康館（徳島市生涯福祉センター）2F 
 テーマ：日本公庫 主催 
     創業サポートセミナー＆個別相談会 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥  
<<香川県>> 
 
 日 時：平成 23年 9月 10日(土)～平成 23年 9月 24日(土)（毎週土曜日） 
  場 所：9月 10日,24日 サンクリスタル高松 3F 
     9月 17日 高松大学学生会館 2F らっくんホール 
 テーマ：日本公庫・高松市中央図書館・高松大学 共催 
     ワーク＆ライフ応援セミナー 
     「起業のルールとツール～あなたの想いサポートします～」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
<<高知県>> 
 
 日 時：平成 23年 9月 3 日(土)14:00～16:30 
  場 所：高知商工会議所会館 
 テーマ：日本公庫・TKC四国会・高知商工会議所 共催 
     創業支援セミナー＆個別相談会「あなたの夢をビジネスプランに！」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<熊本県>> 
 
 日 時：平成 23年 9月 2 日(金)14:00～16:30 
  場 所：日本公庫 熊本支店 6F 会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC九州会熊本支部 共催 
     創業支援セミナー「あなたの夢をビジネスプランに！」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 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 
 
 
 
 日┃本┃公┃庫┃の┃情┃報┃提┃供┃サ┃ー┃ビ┃ス┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 
 日本公庫 国民生活事業では「起業家応援マガジン」のほか、さまざまな 
 情報提供サービス（無料）を実施しています。 
 ご興味のある方は、ぜひご登録ください。 
 
 ★事業者サポートマガジン 
  事業を営む方に、経営に役立つ情報やセミナー情報を配信しているメ 
  ールマガジンです。 
 【ご登録はこちら↓】 
  http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html 
 
 ★新着情報配信サービス 
  日本公庫 国民生活事業のホームページの金利変更等の更新情報をタイ 
  ムリーにお届けするメール配信サービスです。 
 【ご登録はこちら↓】 
  http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ４．東日本大震災に関する特別相談窓口 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 東日本大震災で被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 

http://www.jfc.go.jp/k/seminar_oshirase/index.html
http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html
http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html


 日本公庫は、全国の支店に「東日本大震災に関する特別相談窓口」を設 
 置し、被害を受けた小規模企業等の皆さまからの融資相談及び返済相談 
 に対応しています。 
 
 最新情報につきましては、当公庫ホームページでご確認ください。 
 
  (日本公庫ホームページ) 
  http://www.jfc.go.jp/ 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ５. 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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ６．編集後記  
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 いつも起業家応援マガジンをご愛読いただき、ありがとうございます。 
 
 今回、「先人に学ぶ 起業家レポート」で、トライアスロンの専門店を 
 運営する白戸社長の起業事例をご紹介しましたが、いかがでしたでしょ 
 うか。 
 
 トライアスロンは、オリンピックの正式種目にもなっていますが、国内 
 の競技人口は少なく約 20万人だそうです。 
 私はトライアスロンの構成種目のひとつである自転車が趣味なのですが、 
 少し前までは、過酷なイメージから「特別な人のための競技」という印 
 象しか持っていませんでした。 
 みなさんの中にも、「体力の限界に挑む苦しいスポーツ」と思われてい 
 る方は少なくないでしょう。 
 
 白戸社長のビジネスは、このようなトライアスロンに対するマイナスイ 
 メージを変えることからスタートしました。 
 その原動力は、白戸社長の「競技のすそ野を広げたい」という強い思い 
 に他なりません。 
 たとえ始めは小さな市場でも、起業家本人の情熱と創意工夫で未来を拓 
 き、大きく育てていく。これこそ、起業の醍醐味なのではないでしょう 
 か。 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2011年 9月 28日の予定です。お楽しみに。 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 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/
https://krs.bz/kokukin/m/enquete
https://krs.bz/kokukin/m/merumaga-kaijyo


 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/backnumber/index.html 
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