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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．１７☆ 
 
      ～ 「プレゼンテーション・スキル」を磨く ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 初雪の便りも聞かれる今日この頃、朝夕の冷え込みの厳しさもひとしお 
 になってきました。 
 本格的な冬の到来もすぐそこまで迫っていますが、被災地や電力需要の 
 ことを思うと、寒い冬にはなって欲しくないと、切に願います。 
 
 今月の「起業家応援マガジン」も冬の寒さに負けない充実のコンテンツ 
 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． 新規開業パネル調査結果 
 ４． 日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 ５． 東日本大震災に関する特別相談窓口 
 ６． 「起業家応援マガジン」読者アンケート 
 ７． 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５回＞」 
 
                                株式会社 話し方研究所 
                   代表取締役 福田 健 
 
 ◎「プレゼンテーション・スキル」を磨く 
 
 連載第５回のテーマは、「プレゼンテーション」です。 
 どんなに優れたアイデアも、他人に伝え、評価されなければ、自己満足 
 でしかありません。 
 そこで今回は、プレゼンテーションの実践的なスキルについて、福田先 
 生に解説していただきます。 
 
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_111123.pdf 
  (PDFファイル 478KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「看護や介護の現場でスタッフが喜ぶオリジナル商品を届けたい」 
 
                   株式会社 グリフ 
                    代表取締役 荒井 孝正 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_111123.pdf


 
  
 今回ご紹介する株式会社グリフ様は、創業時に日本公庫の「新創業融資 
 制度」を、そして、その１年後には「新規開業資金（フォローアップ関 
 連）」をご利用いただきました。 
 融資申し込みの経緯や融資をめぐるエピソードなど、日本公庫へお申込 
 をご検討されている方にとって、必見の内容です。 
 荒井社長は、事業計画に込めた熱い思いをどのように審査担当者に伝え 
 たのでしょうか？ 
  
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_111123.pdf 
  (PDFファイル 477KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．新規開業パネル調査結果 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 日本公庫総合研究所が実施した「新規開業パネル調査結果」をご紹介し 
 ます。 
 本調査は、２００６年に開業した日本公庫の取引先２，８９７社を継続 
 調査し、存続廃業、雇用の状況など、開業後に生じるさまざまな変化を 
 分析したものです。 
 
  調査結果の詳細はこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/common/pdf/topics_111018_2.pdf 
  (PDFファイル 843KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ４．日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 
 セ┃ミ┃ナ┃ー┃情┃報┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 
 日本公庫では、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。 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<新潟県>> 
 
 日 時：平成 23年 11月 24日(木)18:00～19:30 
  場 所：新潟市立中央図書館ほんぽーと 
 テーマ：日本公庫・ドリームゲート 共催 
     創業・経営支援セミナー 
     渡すだけで仕事が取れる「名刺」制作の基本 
     仕事が取れる名刺の作り方を完全公開！ 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 23年 11月 26日(土)～12 月 10日(土)毎週土曜日 13:30～16:30 
  場 所：上越商工会議所 
 テーマ：日本公庫・上越商工会議所・中小企業相談所・ 
         上越信用金庫・関東信越税理士会 高田支部 共催 
     ゆめの実現！成功の秘訣！！ 
     平成 23年度 創業塾  

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_111123.pdf
http://www.jfc.go.jp/common/pdf/topics_111018_2.pdf


 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 23年 12月 17日(土)13:30～16:00 
  場 所：すみだ産業会館 第 5会議室 
 テーマ：TKC東・東京会 創業・経営革新支援委員会 主催 日本公庫 協力 
     スタートダッシュセミナー＆相談会 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 23年 12月 11日(日)13:00～17:00 
  場 所：(株)日医リース 東京支店 3F会議室 
 テーマ：日本公庫・(株)日医リース・群馬銀行・(株)ユヤマ 共催 
     医院開業『資金調達』セミナー 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 23年 12月 11日(日)13:00～16:45 
  場 所：秋葉原 UDX18階(日立メディコセミナールーム) 
 テーマ：(株)日立メディコ 主催 
     日本公庫、他、 協力 
     第 3回 クリニック開業準備セミナー 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 23年 12月 13日(火)～平成 24年 3月 13日(火)15:00～16:00（毎月
1回） 
  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 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 23年 11月 30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 
     事業計画ってなぁに？の答えがみつかる 
     創業セミナー２ 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 23年 11月 26日(土)14:00～16:00 
  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 
     「儲けにつながる売上計画！そのチェックポイントとは！？」 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 23年 11月 29日(火)14:00～16:00 
  場 所：大阪府立中之島図書館 3F 文芸ホール 
 テーマ：日本公庫・大阪府立中之島図書館 共催 
          平成 23年度 大阪府立中之島図書館 ビジネスセミナー 
     『新規開業白書』2011でわかる起業・開業の今とこれから 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 23年 12月 11日(日)13:00～17:00 
  場 所：大阪東急イン 
 テーマ：日本公庫・(株)日医リース 共催 
     クリニック開業セミナー 
     成功する開院に向けての第一歩！ 
     あなたの明るい未来をサポートします！ 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<福岡県>> 
 
 日 時：平成 23年 12月 4 日(日)13:00～17:00 
  場 所：アクロス福岡 608会議室 
 テーマ：日本公庫・(株)日医リース 共催 
     クリニック開業セミナー 
     成功する開院に向けての第一歩！ 



     あなたの明るい未来をサポートします！ 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 
 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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ５．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。 
 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/ 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ６. 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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 

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
http://www.jfc.go.jp/
https://krs.bz/kokukin/m/enquete


 ７．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。 
 
 本日は「勤労感謝の日」です。 
 国民の祝日に関する法律によると、「勤労をたつとび、生産を祝い、国 
 民たがいに感謝しあう」という趣旨で定められたものです。 
 「勤労感謝の日」は、祝日としての歴史は長く、戦前は新嘗祭（にいな 
 めさい）と呼ばれていました。「新嘗」とはその年収穫された新しい穀 
 物のことをいい、農作物の恵みに感謝する式典でした。 
 
 時代は変わり、今日の「勤労感謝の日」の「勤労」の成果は、当然のこ 
 とながら農作物だけを意味しているのではありません。読者の皆さまの 
 勤労の成果は、製品やサービス、研究成果など様々でしょう。また、創 
 業準備を進めている方は、新たな成果を生み出そうと懸命にご尽力され 
 ていることと思います。 
 私にとっては、微力ながらも、このメルマガを通じて１人でも多くの起 
 業家の方に役立つ情報を提供し、起業の夢を実現するきっかけにしてい 
 ただけたなら、それが、大きな成果となります。 
 
 普段の生活で祝日の意味や由来を考える機会は少ないかもしれませんが、 
 たまには祝日の趣旨に従い、いろいろと思いをめぐらしてみるのもいい 
 かもしれませんね。 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2011年 12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/k/mailmagazine/backnumber/index.html 
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