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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．２５☆ 
 
         ～ 売れるお店のコンセプトづくり ～ 
          
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 ようやく梅雨のシーズンも終わりに近づき、いよいよ夏本番となってきま 
 したが、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！お店づくり ＜第１回＞」 
 
                    コンサルティングオフィス ＳＴＡＹＤＲＥＡＭ 
                 代表 原島 純一 (中小企業診断士) 
 
 ◎ 売れるお店のコンセプトづくり 
 
 今月から飲食店コンサルタントとして活躍されている原島先生をお迎え 
 して、売れる「お店づくり」について６回にわたって発信していきます。 
 第１回のテーマは「売れるお店のコンセプトづくり」です。 
 
 「コンセプトを作ってみよう」と思っても、何から始めてよいのかわか 
 らない・・・。そんなときは、どのようにして頭の中を整理すればよい 
 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_120725.pdf 
  (PDFファイル 367KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「おしゃれな白衣で医師の心をつかむ」 
 
                     クラシコ株式会社 
                     代表取締役 大和 新 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_120725.pdf


 
 今回ご紹介する起業家は、医師が着る白衣をファッションと位置付け、 
 急速にファンを増やしているクラシコ株式会社の大和社長です。 
  
 事業を始めたときの資金はわずか５万円。資金がない状況で、どのよう 
 な生産方法、販売方法をとって事業を拡大していったのでしょうか。同 
 社の起業ストーリーをお楽しみください。 
   
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_120725.pdf 
  (PDFファイル 1,028KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<青森県>> 
 
 日 時：平成 24年 7月 25日(水)14:00～17:00 
 場 所：アラスカ会館 
 テーマ：日本公庫・TKC東北会青森支部・青森県社会保険労務士会・ 
     青森商工会議所 共催 
     創業支援セミナー 
     専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画 
   
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<茨城県>> 
 
 日 時：平成 24年 8月 3 日(金)14:00～17:00 
 場 所：茨城県産業会館 4F 会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC関東信越会茨城支部・茨城県社会保険労務士会・ 
     水戸商工会議所 共催 
     創業支援セミナー 
     専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<栃木県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 7 日(金)14:00～17:00 
 場 所：とちぎ福祉プラザ 
 テーマ：日本公庫・TKC全国会栃木支部・栃木県社会保険労務士会・ 
     栃木県中小企業診断士会 共催 
     創業支援セミナー 
     専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_120725.pdf


 <<埼玉県>> 
  
 日 時：平成 24年 7月 28(土)13:00～17:15 
 場 所：さいたま市立中央図書館 イベントルーム 
 テーマ：日本公庫・さいたま起業家協議会・さいたま市立中央図書館 共催 
     こくきん起業家カレッジ 第 2 回 
     「会社設立のイ・ロ・ハ」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
  
 日 時：平成 24年 8月 9 日(木)14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 東京中央支店 4F 
 テーマ：日本公庫・TKC東・東京会・TKC東京都心会・TKC東京中央会・ 
     TKC城北東京会・東京都社会保険労務士会 共催 
     創業支援セミナー 
     専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 9月 11日(火)13:30～16:50 
 場 所：女性就業支援センター 4F 第 1 セミナー室 
 テーマ：日本公庫・女性労働協会 共催 
     女性のための起業セミナー 
     ～私だからできること、みつけてみませんか～ 
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 9月 15日(土)、9月 16日(日)、9月 22日(土) 
 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 共催 
     創業塾 平成 24年 9月コース 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 24年 8月 9 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 
     日本公庫 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。 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<滋賀県>> 
 
 日 時：平成 24年 8月 3 日(金)14:00～16:30 
 場 所：滋賀ビル 9F 
 テーマ：日本公庫・TKC近畿京滋会・滋賀社会保険労務士会 共催 
     創業支援セミナー 
     専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 24年 8月 1 日(水)15:00～18:30 
 場 所：TKC近畿京滋会 
 テーマ：日本公庫・TKC近畿京滋会・京都府社会保険労務士会 共催 
     創業支援セミナー 
     専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画 



 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 8月 1 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 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 8月 8 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 
     事業計画ってこう書くんだ！のヒントが見つかる 
     創業セミナー3(寺子屋) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 24年 8月 9 日(木)18:30～20:30 
 場 所：ゆたか税理士法人 3F セミナールーム 
 テーマ：日本公庫・ゆたか税理士法人 共催 
     創業フォローアップセミナー 
     会社を強くする経営ノウハウを大公開！ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 9月 6 日(木)16:00～19:00 
 場 所：日本公庫 大阪支店 
 テーマ：日本公庫・TKC近畿大阪会・TKC南近畿会・ 
     大阪府社会保険労務士会 共催 
     専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 24年 7月 28日(土)13:00～17:00 
 場 所：広島商工会議所 1F 101号会議室 
 テーマ：日本公庫・広島商工会議所 共催 
     新規創業応援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<香川県>> 
 
 日 時：平成 24年 8月 8 日(水)18:00～19:30 
 場 所：高松商工会議所 4F 401会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC四国会・香川県社会保険労務士会・ 
     高松商工会議所 共催 
     創業支援セミナー 
     専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛媛県>> 
 
 日 時：平成 24年 8月 22日(水)15:00～17:30 
 場 所：松山商工会議所 5F 大ホール 
 テーマ：日本公庫・TKC四国会愛媛支部・愛媛県社会保険労務士会・ 
     松山商工会議所 共催 
     創業支援セミナー 
     専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 



 <<長崎県>> 
 
 日 時：平成 24年 8月 7 日(火)14:00～17:00 
 場 所：長崎商工会議所 
 テーマ：日本公庫・TKC九州会長崎支部・長崎県社会保険労務士会・ 
     長崎商工会議所 共催 
     創業支援セミナー 
     専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<鹿児島県>> 
 
 日 時：平成 24年 8月 8 日(水)14:00～17:00 
 場 所：ソーホーかごしま 
 テーマ：日本公庫・TKC九州会鹿児島支部・鹿児島県社会保険労務士会 共催 
     創業支援セミナー 
     専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 
 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。 
 
 
 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┃７┃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」７月号が発行されました。 
 

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


 【内容はこちら↓】 
 http://www.jfc.go.jp/findings/gri/v_findings/tyousa_gttupou.html 
 
 今月号の主な記事は・・・ 
 ○調査リポート  
   ＮＰＯ法人のパフォーマンスと経営戦略 
 ○欧米市場における中小企業のブランド構築戦略 
   中小企業にとっての欧米市場の位置付けとは 
 
 ご興味のある方はぜひご覧ください。 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
 
 今回から連載が始まりました「こんな時代に『売る』技術」の第５弾 
 「売れる！お店づくり」はいかがでしたでしょうか。 
  
 原島先生は頭の中にあるコンセプトを５Ｗ２Ｈに整理して、文字にして 
 みることを勧めておられます。 
 皆さまも一度ご自身のコンセプトを書き出してみてはいかがでしょうか。 
 いままで気づかなかった矛盾点などが見えてくるかもしれません。 
 
 
 
 
 

http://www.jfc.go.jp/findings/gri/v_findings/tyousa_gttupou.html
http://www.jfc.go.jp/
https://krs.bz/kokukin/m/enquete
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 次回の配信は 2012年 8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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