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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．２３☆ 
 
          ４種類のリピーター＜その３＞ 
         ～商品型リピーターとその作り方～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 ５月も終わりに近づき陽射しが強くなったせいか、道行く人々の装いも軽 
 やかになってきました。 
 読者の皆さまはいかがお過ごしでしょうか。 
  
 創業者の皆さまを応援する起業家応援マガジン。今月も起業・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５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３＞ 
  ～商品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『商品型リピーター』です。 
 
 商品型リピーターは、お客様が「お金」や「時間」を『もったいない』 
 と感じることを利用するリピーターです。では一体、どのようなサービ 
 スや商品を作り出せばよいのでしょうか・・・？ 
 
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_120523.pdf 
  (PDFファイル 291KB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_120523.pdf


 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「出版不況に正攻法で挑む」 
 
                   株式会社毘沙門堂 
                   代表取締役 堀部 眞人 
 
 
 今回ご紹介する起業家は、正確な情報を的確に医療従事者に伝える医療 
 雑誌の企画・制作を行う株式会社毘沙門堂の堀部社長です。 
 
 新聞や雑誌の売り上げは減少の一途をたどっており、インターネットを 
 使った情報提供サービスも成長が鈍化しています。 
 このような不況のなかで、堀部社長は創業当初から目標を上回るペース 
 で売り上げを伸ばしています。それにはどんな秘訣があるのでしょうか。 
  
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_120523.pdf 
  (PDFファイル 973KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<北海道>> 
 
 日 時：平成 24年 6月 7 日(木)～平成 24年 7月 12日(木)全 6回 
 場 所：札幌エルプラザ 公共施設内 
 テーマ：日本公庫・札幌市経済局・札幌市男女共同参画センター 共催 
     地域も社会も HAPPYに!私らしい仕事のはじめ方  
     ・ソーシャルビジネスオープニングセミナー 
     ・女性のためのソーシャルビジネス講座 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 6月 15日(金)13:30～18:00 
 場 所：札幌エルプラザ 公共施設内 環境研修室 1・2(2F) 
 テーマ：日本公庫・札幌市男女共同参画センター 共催 
     SOHO リレーフォーラム in 札幌  
     「身の丈起業」で成功しよう! 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 24年 6月 19日(火)14:00～16:30 
 場 所：立川市女性総合センター・アイム 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_120523.pdf


 テーマ：日本公庫・多摩信用金庫・立川市 共催 
     第 4回たちかわ男女平等フォーラム×第 5回ミニブルーム交流カフェ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 6月 28日(木)14:00～16:30 
 場 所：調布市市民プラザ あくろすホール 
 テーマ：日本公庫・多摩信用金庫・調布市 共催 
     第 6回ミニブルーム交流カフェ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 24年 6月 14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 
 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。 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<静岡県>> 
 
 日 時：平成 24年 6月 9 日(土)10:00～17:00 
 場 所：静岡商工会議所 4F 会議室 
 テーマ：日本公庫・静岡商工会議所・B-nest静岡市産学交流センター・ 
     SOHO しずおか 共催 
     静岡女子のキラめき起業道場 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 24年 6月 21日(木)18:30～20:30 
 場 所：大阪産業創造館 研修室 A・B 
 テーマ：日本公庫・久保総合会計事務所 共催 
     創業支援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<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！」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<徳島県>> 
 
 日 時：平成 24年 7月 2 日(月)13:30～16:00 
 場 所：とくぎんトモニプラザ 4F 会議室 3 
 テーマ：日本公庫主催 
     創業・経営応援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 
 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 
 
 
 創┃業┃相┃談┃ブ┃ー┃ス┃出┃展┃！┃！┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 
 「外食・フランチャイズ産業から日本を元気に！」をテーマに、8月 29日 
 (水)～31日(金)の 3日間、東京ビッグサイトにて、第 3回フランチャイ 
 ズ・独立開業支援展が開催され、日本公庫が相談ブースを出展します。 
 新たなビジネスチャンス創造の場ですので、ぜひこの機会にご来場くだ 
 さい。 
 
 入場料が無料となる来場事前登録については詳細が決まり次第お知らせ 
 します。 
 

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┃５┃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」５月号が発行されました。 
 
 【内容はこちら↓】 
 http://www.jfc.go.jp/common/pdf/tyousa_gttupou_1205.pdf 
 (PDF 9.8MB) 
 
 今月号の主な記事は・・・ 
 ○調査リポート 働く女性からみた中小企業 
 ○論点多彩 地域に密着した小売店の顧客関係 
 
 ご興味のある方はぜひご覧ください。 
 
 【バックナンバーはこちら↓】 
 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/ 
 
 
 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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/common/pdf/tyousa_gttupou_1205.pdf
http://www.jfc.go.jp/findings/gri/v_findings/tyousa_gttupou.html
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「こんな時代に『売る』技術」でご紹介した「売れる！リピーター 
 集客術～商品型リピーターとその作り方～」はいかがでしたでしょうか。 
 私もガソリンスタンドのプリペイドカード、レンタルＤＶＤ店の割引 
 クーポンなど、「もうお金を払っているから・・・」「ちょっと出かけ 
 るならついでに・・・」と、知らず知らずのうちに「商品型リピーター」 
 になっていることに気づかされました。 
 
 他にも、消費者がまだ気づいていないお金や時間の「もったいない」が 
 たくさんあるのかもしれません。それらを上手くビジネスに結びつけら 
 れるとよいですね。 
 
 これまで５回にわたってリピーターを獲得する具体的なノウハウについ 
 てご紹介してきましたが、次回はいよいよ最終回「記憶型リピーター」 
 についてご紹介します。 
   
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2012年 6月 27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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