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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．２２☆ 
 
          ４種類のリピーター＜その２＞ 
         ～属人型リピーターとその作り方～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 ４月はもう半ばを過ぎ日中は汗ばむほどの陽気となっています。 
 読者の皆さまはどのように新年度のスタートを切られましたでしょうか。 
  
 今年度最初の起業家応援マガジン。気持ちも新たに起業・経営に役立つ情 
 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！リピーター集客術 ＜第４回＞」 
 
                       リピーター創出コンサルタント 一圓 克彦 
 
 ◎ ４種類のリピーター＜その２＞ 
  ～属人型リピーターとその作り方～ 
 
 『地理型』『属人型』『商品型』『記憶型』の４種類のリピーターのう 
 ち、今回のテーマは『属人型リピーター』です。 
 
 メールマガジンやブログ等を活用して、お客さまとの「共通点を探し」 
 を行い人間関係を形成することが『属人型リピーター』づくりの重要な 
 ポイントとなります。 
 
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_120425.pdf 
  (PDFファイル 306KB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_120425.pdf


 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「小さな『隙間』の可能性を広げる」 
 
                   軒先株式会社 
                   代表取締役 西浦 明子 
 
 
 今回ご紹介する起業家は、デッドスペースの短期利用を仲介する「軒先 
 ビジネス」を確立させた軒先株式会社の西浦社長です。 
 
 ビジネスのタネは、誰の足元にも転がっています。しかし、それをみつ 
 け、ビジネスの域にまで育て上げるのは、決して容易ではありません。 
 同社は課題をどのようにクリアし、思いつきをビジネスへと洗練させて 
 いったのでしょうか・・・？ 
 
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_120425.pdf 
  (PDFファイル 1,046KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．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 5月 15日(火)17:00～20:00 
  場 所：八王子第一東京海上日動ビル 2F 
 テーマ：日本公庫・TKC西東京山梨会 共催 
     創業フォローアップセミナー  
     事業拡大に役立つ、会社を強くする 
     facebook 活用ノウハウ公開セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 24年 5月 17日(木)～平成 25年 3月 14日（木） 
     15:00～16:00 
  場 所：（公財）横浜企業経営支援財団 大会議室 
 
 
 
 
 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_120425.pdf


 テーマ：日本公庫・（公財）横浜企業経営支援財団 共催 
     創業セミナー  
     ・お金のことを考えよう！－資金調達の方法－ 
     ・創業への道 1－飲食業編－ 
     ・創業への道 2－女性・若者・シニアの方へ－ 
     ※開催日によりテーマは異なります。 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<三重県>> 
 
 日 時：平成 24年 5月 12日(土)13:30～17:00 
  場 所：三重県総合文化センター内 
     男女共同参画センター 2F セミナー室 B 
 テーマ：日本公庫・(公財)三重県産業支援センター 
     ・三重県立図書館 共催 
     創業・経営応援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 24年 5月 9 日(水)18:00～20:00 
  場 所：(財)京都高度技術研究所(ASTEM) 8F 
 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？の答えが見つかる 
     創業セミナー2 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<鳥取県>> 
 
 日 時：平成 24年 7月 2 日(月)13:30～16:30 
  場 所：鳥取商工会議所 5F 大会議室 
 テーマ：日本公庫・(独)中小企業基盤整備機構 中国支部 
     ・鳥取商工会議所 共催 
     創業フォローアップセミナー 
     「倒産から学ぶ企業経営の極意！」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<島根県>> 
 
 日 時：平成 24年 6月 1 日(金)13:30～16:30 
  場 所：松江商工会議所 2F 大集会室 
 テーマ：日本公庫・(独)中小企業基盤整備機構 中国支部 
     ・松江商工会議所 共催 
     創業セミナー 
     「失敗から学ぶ企業経営の極意！」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岡山県>> 
 
 日 時：平成 24年 6月 11日(月)13:30～16:30 
  場 所：岡山商工会議所 405会議室 
 テーマ：日本公庫・(独)中小企業基盤整備機構 中国支部 
     ・岡山商工会議所 共催 
     創業フォローアップセミナー 
     「倒産から学ぶ企業経営の極意！」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 



 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 24年 6月 8 日(金)13:30～16:30 
  場 所：広島商工会議所 101会議室 
 テーマ：日本公庫・(独)中小企業基盤整備機構 中国支部 
     ・広島商工会議所 共催 
     創業フォローアップセミナー 
     「倒産から学ぶ企業経営の極意！」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<山口県>> 
 
 日 時：平成 24年 6月 20日(水)13:30～16:30 
  場 所：山口商工会議所 5F 会議室 
 テーマ：日本公庫・(独)中小企業基盤整備機構 中国支部 
     ・山口商工会議所 共催 
     創業フォローアップセミナー 
     「倒産から学ぶ企業経営の極意！」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 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 
 
 調┃査┃月┃報┃４┃月┃号┃の┃発┃行┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 
 日本公庫 総合研究所から、中小企業に関する実態調査の結果や企業の研 
 究事例を紹介した「調査月報」４月号が発行されました。 
 
 今月号の主な記事は・・・ 
 ○調査リポート 年齢で変わる新規開業の役割 
         -「2011年度新規開業実態調査」から- 
 ○論点多彩 中小企業における中核人材の育成 
 
 ご興味のある方はぜひご覧ください。 
 
 【詳細はこちらから↓】 
 http://www.jfc.go.jp/findings/gri/v_findings/tyousa_gttupou.html 
 
 
 

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/findings/gri/v_findings/tyousa_gttupou.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。 
 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/ 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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」でご紹介した西浦社長は、ご自身 
 が空きスペースを短期利用しようとしたときに感じた「不便さ」を見過 
 ごさず、不動産業界が見向きもしなかった空きスペースの需要と供給を 
 結びつけるアイデアをビジネスに育てられました。 
 
 私たちの生活は豊かで便利なものになっていますが、日常生活で感じる 
 ちょっとした「不便さ」のなかにビジネスのタネがあるのかもしれません。 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2012年 5月 23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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