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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．１８☆ 
 
         ～ ビジネスに必要な交渉術 ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 今年も残すところあとわずかとなりました。読者の皆さまの中には、今 
 日が仕事納めという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 
 
 今年最後の起業家応援マガジン。一年の締めくくりにふさわしい充実の 
 コンテンツでお届けいたします。 
 
 
 …◆ 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． 2011年度新規開業実態調査結果 
 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. 平成 23年度第 3次補正予算成立に伴う融資制度の拡充 
 ７． 「起業家応援マガジン」読者アンケート 
 ８． 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６回＞」 
 
                                株式会社 話し方研究所 
                   代表取締役 福田 健 
 
 ◎ビジネスに必要な交渉術 
 
 福田先生の「売れる！ビジネスコミュニケーション」もとうとう今回が 
 最終回となってしまいました。今回のテーマは、「交渉術」です。 
 ビジネスの場面だけではなく、日常生活のあらゆる場面で役立つ交渉術 
 について、事例を交えて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_111228.pdf 
  (PDFファイル 362KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「おしゃれを楽しめる人を増やす訪問美容サービス」 
 
                    美癒（みゅう） 
                     代表 牧 二郎 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_111228.pdf


 成熟した業界でも、販売ターゲットや提供方法を変えることによって、 
 潜在的な需要を掘り起こせる場合があります。 
 美容師として長年勤務していた牧さんは、高齢者や障がい者を訪問して 
 美容サービスを提供する事業を始めました。これによって、おしゃれを 
 楽しめる人は確実に増えています。 
  
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_111228.pdf 
  (PDFファイル 650KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．2011年度新規開業実態調査結果 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 日本公庫総合研究所が実施した「2011年度新規開業実態調査結果」をご 
 紹介します。 
 本調査は、日本公庫国民生活事業が 2010年 4月から同年 9月にかけて融資 
 した企業のうち、融資時点で開業後 1年以内の企業 6,340社を対象に、開 
 業費用や売上高、東日本大震災の影響等を調査したものです。 
 
  調査結果の詳細はこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/common/pdf/topics_111222_1b.pdf 
  (PDFファイル 745KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 24年 1月 17日(火)～1月 21日(土)（全 3回）10:00～12:00 
  場 所：調布市市民プラザあくろす 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 
     女性のための起業セミナー 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 2月 4 日(土)～2月 11日(土)（全 3回）  
  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 24年 2月コース 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 24年 1月 17日(火)～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 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_111228.pdf
http://www.jfc.go.jp/common/pdf/topics_111222_1b.pdf


 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<石川県>> 
 
 日 時：平成 24年 2月 9 日(木)19:00～21:00 
  場 所：加賀商工会議所 3F 会議室 
 テーマ：日本公庫・加賀商工会議所 中小企業相談所 共催 
     かが創業応援セミナー 
     ～夢へ向かって確かな一歩～ 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 24年 2月 11日(土)14:00～16:00 
  場 所：岡崎市図書館交流プラザ Libra 3F 会議室 
 テーマ：日本公庫・岡崎市立中央図書館・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！ 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 24年 1月 25日(水)18:00～20:00 
  場 所：(財)京都高度技術研究所 8F 
 テーマ：日本公庫・(財)京都高度技術研究所 共催 
     いまさら聞けない「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 24年 2月 4 日(土)13:00～16:00 
  場 所：神戸クリスタルタワー 7F 兵庫県立男女共同参画センター 
 テーマ：日本公庫 主催 
      女性創業応援セミナー 
     ～なりたい自分になるために、今できること～ 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 2月 11日(土)13:00～16:00 
  場 所：姫路商工会議所 
 テーマ：日本公庫 主催 
     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～ 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 2月 18日(土)13:00～16:00 
  場 所：尼崎商工会議所会館 
 テーマ：日本公庫 主催 
     創業支援セミナー 
     聞いて得する先輩創業者の声!! 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 24年 1月 22日(日)13:30～15:00 
  場 所：広島市立中央図書館 3F セミナー室 
 テーマ：日本公庫・広島市立中央図書館 共催 
     創業支援セミナー 
     創業時の資金調達と事業計画書作成のポイント  
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<香川県>> 
 
 日 時：平成 24年 1月 21日(土)14:00～16:00 
  場 所：坂出市立大橋記念図書館 2F 視聴覚室 
 テーマ：日本公庫・坂出市立大橋記念図書館・坂出商工会議所 共催 
     創業支援セミナー 
     「失敗しない事業計画の立て方“3つ”のポイント」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 



 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．平成 23年度第 3次補正予算成立に伴う融資制度の拡充 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 平成 23年度第 3次補正予算成立に伴い、創業企業への支援を強化するため、 
 融資制度を拡充しました。 
 
 ○被災地で創業される方は、1,000万円を限度に利率を 0.5％引き下げ！ 
 ○震災の影響により離職し創業される方は、さらに当初 3年間、利率を 
    0.9％引き下げ！ 
 ○設備資金をご利用の方は、加えて 0.5％引き下げ！ 
 
  詳細はこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/common/pdf/topics_111208_1.pdf 
  (PDFファイル 253KB) 
 
 

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/
http://www.jfc.go.jp/common/pdf/topics_111208_1.pdf


 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ７. 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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ８．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。 
 
 これまで６回にわたって連載した「売れる！ビジネスコミュニケーショ 
 ン」はいかがでしたか。各回の内容を一つ一つ自分自身に置き換えて振 
 り返ってみると、頭の中ではわかっていても実践できていないことばか 
 り・・・。 
 一口に「話し方」「聞き方」といっても非常に奥が深いものですね。 
 
 福田先生は著書の中で、「実学としての話し方・聞き方は実践してこそ 
 価値がある」と、おっしゃっていました。 
 皆さまもビジネスの場面でコミュニケーションに迷ったら、本連載を振 
 り返り、先生に解説いただいたさまざまなノウハウを実践していただけ 
 れば幸いです。 
 
 さて、ご好評をいただいている「こんな時代に『売る！』技術」。新年 
 からは、新しい先生をお迎えし、「リピーター集客術」をテーマに連載 
 企画をお届けする予定です。ご期待下さい！ 
 
 それでは、来年も日本公庫の起業家応援マガジンをよろしくお願いいた 
 します。 
 
 よいお年を。 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2012年 1月 25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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