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＜先人に学ぶ起業家事例＞ ～株式会社ブシロード～
トレーディングカードゲームの可能性に賭ける
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
全国各地で記録的な大雪に見舞われ、厳しい寒さが続いています。
そんな寒さにも負けない、熱い情熱を持った起業家にお届けする「起業
家応援マガジン」を、今月もお楽しみください！
…◆
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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２回＞」
リピーター創出コンサルタント

一圓

克彦

◎リピーター作りの＜やってはいけない！＞
リピーター作りの方法として、皆さんは何を思い浮かべますか？
今回は、巷にあふれる様々なツールを使う前に、是非知っておいていた
だきたい「４種類のリピーター」について、一圓先生が解説します。
気になる続きはこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_120222.pdf
(PDF ファイル 303KB)
…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
２．先人に学ぶ 起業家レポート
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆…
「トレーディングカードゲームの可能性に賭ける」
株式会社ブシロード
代表取締役社長 木谷 高明
今回ご紹介する起業家は、トレーディングカードゲーム業界で急成長し
ている株式会社ブシロードの木谷社長です。

今や年商１００億円に届くまでに事業を拡大した同社ですが、過去の
「失敗」が木谷社長の原動力になっています。
そんな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_120222.pdf
(PDF ファイル 528KB)
…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
３．シンポジウム「ソーシャルビジネスと日本公庫」を開催します
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆…
日本公庫（国民生活事業）では、シンポジウム「ソーシャルビジネスと
日本公庫～ＮＰＯ法人への支援を進めるために～」を、平成 24 年 3 月 7 日
（水）の 13:30 から、新公庫ビル（東京都千代田区大手町 1－8－2）におい
て開催いたします（参加無料・事前予約制）
。
当日のプログラムは、第一部で日本公庫 総合研究所から、「ＮＰＯ法人
の経営と課題」について、独自のアンケート調査結果を交えながら発表
します。
第二部では、実際にＮＰＯ法人を運営している方をお迎えして、組織運
営や資金調達のポイントなどについて講演していただきます。
ＮＰＯ法人の運営に携わる方、ご関心のある方をはじめ、多方面の皆さ
まのご参加を心よりお待ちしております。お気軽にご参加ください。
【シンポジウムの詳細はこちら↓】
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/c_news/news_bn/news240209.html
…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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。
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<宮城県>>
日 時：平成 24 年 2 月 29 日(水)13:00～16:30
場 所：日本公庫 仙台支店 11F 会議室
テーマ：日本公庫 主催
～かがやけ！なでしこ起業家たち～
女性のための創業セミナー(第 2 弾)
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<東京都>>
日 時：平成 24 年 2 月 24 日(金)13:00～17:00
場 所：日本公庫 公庫ビル 9F ホール
テーマ：日本公庫・ (株)日本医療企画 共催

2012 年度介護報酬改定の対応策を徹底研究！
介護サービス新規開設・拡大セミナー
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<神奈川県>>
日 時：平成 24 年 3 月 2 日(金)18:30～20:30
場 所：神奈川産業振興センター 13F 第二会議室
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
現状維持か第二創業か！？
会社を成功へ導くためのポイントを伝授
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日 時：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
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<京都府>>
日 時：平成 24 年 3 月 2 日(金)15:50～16:30
場 所：京都テルサ 東館 2F 視聴覚研修室
テーマ：日本公庫・京都府男女共同参画センター らら京都 共催
女性のための創業セミナー
「創業融資を上手に受ける時のポイント！」
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
日 時：平成 24 年 3 月 22 日(木)13:30～15:40
場 所：京都商工会議所 2F 第 1～3 教室
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
Amazon ランキング 1 位を獲得した著者が語る！
ムリせず、ウソをつかず、1 億売れた営業の極意
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<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
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!～
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<佐賀県>>
日 時：平成 24 年 2 月 23 日(木)17:00～19:40
場 所：佐賀県立図書館
テーマ：日本公庫・佐賀県立図書館・ドリームゲート 共催
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！～
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<長崎県>>
日 時：平成 24 年 2 月 24 日(金)17:30～19:50
場 所：日本公庫 長崎支店
テーマ：日本公庫・ドリームゲート 共催
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！～
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
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)
…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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「先人に学ぶ 起業家レポート」で株式会社ブシロード様をご紹介
しました。同社は、テレビＣＭや各種メディアに取り上げられる機会も
多く、会社名や商品名を耳にされたことがある方もいらっしゃるのでは
ないでしょうか？
今や年商１００億円に届くまでに急成長した同社の創業は２００７年。
実は、創業間もないベンチャー企業です。
社長の木谷様は、わずか４年前まで、このメルマガの多くの読者と同じ
ように、事業計画を金融機関や投資家に説明して回る起業家の一人でし
た。
そんな同社のサクセスストーリーは私たちに夢を与えてくれますが、木
谷社長は、次のようにおっしゃっています。
「成功する上で、失敗することも貴重な経験です」
経営の現場で失敗を繰り返す中で、実体験から経営の勘所を習得し、今
の成功をつかんだ木谷社長の言葉には説得力があります。
今回の取材では、同社の成長の原動力となったビジネスのポイントをた
くさん語っていただきました。当然、同じやり方をすれば、必ずビジネ
スが成功するというものではありません。しかし、この起業ストーリー
を通して、
「成功のためのヒント」をつかんでいただければ幸いです。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
次回の配信は 2012 年 3 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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