
 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 2012. 1.25 〓〓〓 
 
   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．１９☆ 
 
            今こそリピーター経営 
       ～ご存じですか？リピーターのすごいチカラ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 新たな年が始まりましたが、皆さまいかがお過ごしですか。 
 起業の夢に向かって邁進する皆さまを応援する「起業家応援マガジン」 
 を今年もよろしくお願いいたします。 
 
 
 …◆ 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． 第５回「アグリフードＥＸＰＯ大阪２０１２」を開催します 
 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！リピーター集客術 ＜第１回＞」 
 
                       リピーター創出コンサルタント 一圓 克彦 
 
 ◎今こそリピーター経営 
  ～ご存知ですか？リピーターのすごいチカラ～ 
 
 今月から新しい先生をお迎えして、「リピーター集客術」について６回 
 にわたって発信します。 
 第１回のテーマは、「リピーター経営」です。 
 
 他店より安い価格で提供しているのに、売上は落ちる一方・・・。 
 そんなご経験はありませんか？ 
 値段を下げずにビジネスを成立させる「リピーター経営」について、一 
 圓先生にご解説いただきます。 
 
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_120125.pdf 
  (PDFファイル 344KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「おいしいパンでより魅力的な街づくりに貢献したい」 
 
                 株式会社ブーランジェリー・イチ 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_120125.pdf


                      代表取締役 市毛 理 
 
 今回ご紹介する株式会社ブーランジェリー・イチ様は、創業時と２店舗 
 目出店時に日本公庫の融資制度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。 
 
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_120125.pdf 
  (PDFファイル 523KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．第５回「アグリフードＥＸＰＯ大阪２０１２」を開催します 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 日本公庫は、国産農産物をテーマとした全国規模の展示商談会、第５回 
 「アグリフードＥＸＰＯ大阪２０１２」を、２月１４日（火）～１５日 
 （水）の２日間、アジア太平洋トレードセンターＡＴＣホール（大阪市 
 住之江区南港北）において開催いたします。 
 
 「国産」にこだわり、広域的な販路拡大を目指す農業者や食品加工業者 
 とバイヤーをつなぐ、ビジネスマッチングの機会を提供するための展示 
 商談会です。 
 
 大阪での開催は今年で５回目ですが、全国各地の稲作、野菜、果樹、畜 
 産などの農業者や食品加工業者など、これまでで最も多い４６３先が出 
 展の予定です。 
 
 詳細につきましては、公式ホームページをご覧ください。 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.exhibitiontech.com/afx/ 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<北海道>> 
 
 日 時：平成 24年 2月 16日(木)13:30～17:00 
  場 所：北海道経済センター 8F Bホール 
 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 
     高収益を実現する インターネットを使った販路拡大 3つの秘策 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<栃木県>> 
 
 日 時：平成 24年 2月 22日(水)18:30～21:00 
  場 所：宇都宮市民プラザ 6F 多目的ホール 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_120125.pdf
http://www.exhibitiontech.com/afx/


 テーマ：日本公庫・宇都宮商工会議所・ドリームゲート 共催 
     創業・経営支援セミナー 
     高収益を実現する インターネットを使った販路拡大 3つの秘策 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 24年 1月 26日(木)14:00～16:30 
  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・多摩信用金庫 共催 
     第 4回 ミニブルーム交流カフェ 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 2月 7 日(火) 14:00～16:40 
  場 所：BIZ新宿 
 テーマ：日本公庫・新宿区・東京商工会議所 新宿支部 共催 
     創業支援セミナー 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 2月 8 日(水) 16:00～18:00 
  場 所：日本公庫 五反田支店 
 テーマ：日本公庫 主催 
     創業フォローアップセミナー 
     金融機関を納得させる事業計画を作ろう！ 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<千葉県>> 
 
 日 時：平成 24年 2月 1 日(水)14:00～16:00 
  場 所：佐倉商工会議所 
 テーマ：日本公庫・佐倉商工会議所 共催 
     創業支援セミナー 
     「あなたの夢をビジネスプランに！」 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 2月 22日(水)13:30～16:30 
  場 所：日本公庫 千葉支店 会議室 
 テーマ：日本公庫 主催 
     異業種からの農業参入セミナー 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 24年 2月 14日(火)、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 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<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！ 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<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!! 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 24年 2月 23日(木)13:30～16:00 
  場 所：商い繁盛館 
 テーマ：日本公庫・商い繁盛館 連携事業 
     飲食店開業セミナー 
     ～おしえて！開業のホンネ～ 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 3月 14日(水)18:00～19:50 
  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 
     創業・経営支援セミナー 
     女性のための創業セミナー 
     創業を実現させるための 3カ条を伝授 
     ～女性であることを謳歌し、自由に働くために!～ 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<鳥取県>> 
 
 日 時：平成 24年 2月 18日(土)13:15～16:45 
  場 所：鳥取県立図書館 2F 大研修室 
 テーマ：日本公庫・鳥取県立図書館・ドリームゲート 共催 
     創業・経営支援セミナー 
     高収益を実現する インターネットを使った販路拡大 3つの秘策 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<岡山県>> 
 
 日 時：平成 24年 2月 3 日(金)10:00～17:00 
  場 所：岡山県立図書館 多目的ホール、サークル活動室 
 テーマ：日本公庫、中国経済産業局、他、共催 
     創業&フォローアップセミナー 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 24年 2月 24日(金)13:00～16:00 
  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 
     女性創業セミナー 
     夢をカタチにしてみませんか 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<愛媛県>> 
 
 日 時：平成 24年 2月 17日(金)15:00～17:00 
  場 所：愛媛県立図書館 5F 多目的ホール 
 テーマ：日本公庫・愛媛県立図書館・松山商工会議所・ドリームゲート 共催 
     創業・経営支援セミナー 
     モテる会社が実践している！「成果のあがるホームページの作り方」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 



 
 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、日本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。 
 
 今回から連載を開始した「こんな時代に『売る』技術」の第４弾「売れ 
 る！リピーター集客術」はいかがでしたか。 
 一圓先生の実体験をベースにご解説いただき、そのリアルなストーリー 
 に引き込まれた方も多かったのではないでしょうか。 
 
 言うまでもなく、創業期の企業にとって、事業を早期に安定させるため 
 には、売上の確保が欠かせません。しかし、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」によると、創業後に当初予想し 
 たとおりの売上を確保できた企業は約５割という結果となっており、半 
 数の企業は創業期に売上の確保に苦戦しているようです。 
 
 売上を伸ばしていくためには、顧客数の確保が重要です。とりわけ「リ 
 ピーター」をどれだけ作れるかによって、事業の成功確率が変わってく 
 るといっても過言ではありません。 
 
 今回の連載企画では、「リピーター」を獲得するための具体的なノウハ 
 ウについて、６回にわたって発信していきます。 
 次回以降もご期待ください。 
  
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2012年 2月 22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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