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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．２６☆ 
 
         ～ 出店地域と物件選び ～ 
          
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 まだまだ厳しい暑さが残り、夏の疲れが出やすい頃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２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) 
 
 ◎ 出店地域と物件選び 
 
 前回は「お店のコンセプトづくり」についてご紹介しましたが、第２回 
 のテーマは「出店地域と物件選び」です。 
 
 飲食店は「立地で８割方決まる」といわれますが、どのような地域を選 
 べばよいのでしょうか。また、物件を選ぶにあたっては、どのようなポ 
 イントを意識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_120822.pdf 
  (PDFファイル 437KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「“秋田美人”で化粧品市場を支える」 
 
                     インターフェイス株式会社 
                     代表取締役 野澤 一美 
 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_120822.pdf


 今回ご紹介する起業家は、日本三大美人の一つに数えられる“秋田美人” 
 をモニターに、化粧品の最終テストを実施することで化粧品市場を下支 
 えしているインターフェイス株式会社の野澤社長です。 
  
 アメリカでの留学中に、新しい化粧品の安全性や有用性を確認するため 
 の「クリニカル試験」の存在を知った野澤社長。その後、さまざまな縁 
 を活かし成長を続けている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_120822.pdf 
  (PDFファイル 991KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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 8月 22日(水)18:00～20:15 
 場 所：北海道経済センター 8F Bホール 
 テーマ：日本公庫・TKC北海道会・北海道社会保険労務士会・ 
     札幌商工会議所 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岩手県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 25日(火)14:00～17:00 
 場 所：盛岡商工会議所 3F 会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC東北会岩手県支部・岩手県社会保険労務士会・ 
     盛岡商工会議所 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<秋田県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 13日(木)13:30～17:00 
 場 所：秋田商工会議所 7F ホール 80 
 テーマ：日本公庫・TKC東北会秋田県支部 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_120822.pdf


 <<山形県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 3 日(月)14:30～17:00 
 場 所：日本公庫 山形支店 国民生活事業 
 テーマ：日本公庫・TKC東北会山形県支部・山形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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福島県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 5 日(水)14:00～17:00 
 場 所：福島商工会議所 会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC東北会福島県支部・福島県社会保険労務士会・ 
     福島商工会議所 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<群馬県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 20日(木)18:00～20:30 
 場 所：前橋商工会議所 3F アイビー 
 テーマ：日本公庫・TKC関東信越会群馬支部・前橋商工会議所 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<新潟県>> 
  
 日 時：平成 24年 9月 19日(水)14:00～17:00 
 場 所：新潟商工会議所 中央会館 4F 40号室 
 テーマ：日本公庫・TKC関東信越会新潟支部・新潟県社会保険労務士会・ 
     新潟商工会議所 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
  
 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) 全 3回 
 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<千葉県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 14日(金)18:00～20:45 
 場 所：松戸商工会館 本館 2F 会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC千葉会東葛支部・千葉県社会保険労務士会・ 
     松戸商工会議所 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 5 日(水)18:00～21:00 
 場 所：川崎商工会議所 2F 会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC神奈川会川崎支部・ 
     神奈川県社会保険労務士会川崎南支部・ 
     神奈川県行政書士会川崎南支部・川崎商工会議所 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 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 9月 12日(水)18:00～20:00 
 場 所：小田原箱根商工会議所 本所 B1F 
 テーマ：日本公庫 主催 
     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 13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が異なります。 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 9月 25日(火)15:00～17:00 
 場 所：日本公庫 厚木支店 国民生活事業 
 テーマ：日本公庫 主催 
     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 29日(土)～平成 24年 10月 20日(土)毎週土曜日、全 4回 
     9:30～16:30 
 場 所：平塚商工会議所 会議室 
 テーマ：日本公庫・平塚商工会議所・平塚市 共催 
     あなたの「得意なこと」をビジネスにしませんか？ 
     創業塾 2012 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 
 
 
 
 



 <<岐阜県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 4 日(火)14:00～16:30 
 場 所：岐阜商工会議所 
 テーマ：日本公庫・TKC中部会岐阜支部・岐阜商工会議所 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<静岡県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 20日(木)15:30～19:00 
 場 所：静岡商工会議所 静岡事務所 4F 会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC静岡会・静岡商工会議所・静岡県社会保険労務士会・ 
     静岡県行政書士会 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 15日(土)14:00～16:45 
 場 所：ウインクあいち 12F 1204 
 テーマ：日本公庫・TKC中部会 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<三重県>> 
 
 日 時：平成 24年 8月 25日(土)14:00～17:00 
 場 所：津商工会館 丸之内ホール 
 テーマ：日本公庫・TKC中部会・津商工会議所・三重県商工会連合会・ 
     松阪商工会議所・三重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 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 9月 1 日(土)～平成 24年 9月 29日(土) 全 4回 13:00～17:00 
 場 所：日本公庫 津支店 国民生活事業 会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC中部会・津商工会議所・三重県商工会連合会・ 
     松阪商工会議所・三重県社会保険労務士会 共催 
     創業塾(4回コース) 
     専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 15日(土)13:00～16:30 
 場 所：神戸国際会館 9F セミナーハウス 
 テーマ：日本公庫×生きがいしごとサポートセンター 
     ひょうごコミュニティ・ビジネスフォーラム 
     これからの将来(みらい)を拓く起業家たち 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 
 
 
 
 



 日 時：平成 24年 10月 20日(土)13:30～15:00 
 場 所：兵庫県立図書館 1F 第 2研修室 
 テーマ：日本公庫・兵庫県立図書館・明石商工会議所・ 
     (財)明石市産業振興財団 共催 
     平成 24年度 兵庫県立図書館 企画展示関連講座 
     起業支援セミナー 
     「起業に向けた 3 ステップ 
     －夢を実現するために－」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 1日(土)、平成 24年 9月 8日(土)、平成 24年 9月 15日(土) 
     10:00～17:00 
 場 所：堺商工会議所 2F 大会議室 
 テーマ：日本公庫・堺商工会議所・高石商工会議所 共催 
     創業を目指すあなたへ！今こそ夢を実現！！ 
     創業ゼミ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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 国民生活事業 
 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 
     創業支援セミナー 
     専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<島根県>> 
 
 日 時：平成 24年 8月 27日(月)14:00～16:30 
 場 所：くにびきメッセ 401会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC中国会島根県支部・島根県社会保険労務士会・ 
     松江商工会議所・しまね産業振興財団 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 24年 8月 28日(火)14:00～17:00 
 場 所：広島商工会議所 1F 101号室 
 テーマ：日本公庫・TKC中国会広島支部・広島県社会保険労務士会・ 
     広島商工会議所 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<山口県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 19日(水)14:00～17:00 
 場 所：TKC山口 SCGセンター 研修室 
 テーマ：日本公庫・TKC中国会山口県支部・山口県社会保険労務士会・ 
     山口商工会議所 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<高知県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 22日(土)13:30～16:30 
 場 所：高知県立図書館 3F 大会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC四国会・高知県社会保険労務士会・高知県立図書館・ 
     高知商工会議所 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福岡県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 13日(木)14:00～17:00 
 場 所：大同生命福岡ビル 9F 
 テーマ：日本公庫・TKC九州会福岡支部・福岡商工会議所・ 
     福岡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 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 24年 9月 20日(木)14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 北九州支店 国民生活事業 会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC九州会北九州支部・福岡県社会保険労務士会・ 
     北九州商工会議所 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<佐賀県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 12日(水)18:00～19:50 
 場 所：佐賀県立図書館 1F 会議室 
 テーマ：日本公庫・TKC九州会佐賀支部・佐賀県社会保険労務士会・ 
     佐賀商工会議所・佐賀県商工会連合会・佐賀県立図書館 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<熊本県>> 
 
 日 時：平成 24年 9月 5 日(水)14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 熊本支店 国民生活事業 
 テーマ：日本公庫・TKC九州会熊本支部・熊本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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 
 



 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┃８┃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」８月号が発行されました。 
 
 【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 ローカル伝統産業からグローバル文化産業へ 
 ○論点多彩 企業の取引ネットワークと中小企業 
       ―緊密なネットワークがはらむリスクへの対応― 
 
 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。 
 

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


 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。 
 
 連載第２回を迎えました「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、「お店は一度オープンすると簡単には移転できない」「最 
 初の店舗はできるだけリスクを小さくして確実に儲かるお店づくりを目 
 指すべきだ」と書かれています。 
 皆さまが物件を選ばれる際に、本連載のチェックポイントを思い出して 
 いただき、よりよい物件に出合うことができましたら幸いです。 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2012年 9月 26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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 日本公庫 ホームページ       http://www.jfc.go.jp/ 
 日本公庫 国民生活事業ホームページ http://www.jfc.go.jp/k/ 
  ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 Copyright(c) Japan Finance Corporation. All Rights Reserved. 
 

http://www.jfc.go.jp/
https://krs.bz/kokukin/m/enquete
https://krs.bz/kokukin/m/merumaga-kaijyo
http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/backnumber/index.html
http://www.jfc.go.jp/
http://www.jfc.go.jp/k/

