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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．３０☆ 
 
           ～ 売れるスタッフ教育 ～ 
          
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 吹きつける風も一層身にしみる年の瀬となって参りましたが、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６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) 
 
 ◎ 売れるスタッフ教育 
 
 前回は「売れるメニュー作り」についてご紹介しましたが、最終回とな 
 る今回は「売れるスタッフ教育」です。 
 
 開店準備を進めていくと、メニュー作りや外装・内装の打ち合わせなど 
 で忙しくなり、スタッフの採用・教育はおろそかになりがちですが、ど 
 のような点に注意すればよいのか、わかりやすく解説されています。 
 
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_121226.pdf 
  (PDFファイル 301KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「コインパーキング経営の軍師となる」 
 
                      株式会社創新 
                      代表取締役 田中 亨 
 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_121226.pdf


 今回ご紹介する起業家は、コインパーキング運営に悩む多くのオーナー 
 の良き相談相手となっている株式会社創新の田中社長です。 
  
 田中社長は、かつて電気工事士として修業を積むなかで、常に現場の全 
 体像をイメージして行動するよう教えられました。 
 コインパーキングの施工・管理においても、現場の全体像をリアルタイ 
 ムで把握するデータ収集システムの導入によって業績を伸ばしておられ 
 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_121226.pdf 
  (PDFファイル 1,034KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岩手県>> 
 
 日 時：平成 25年 1月 14日(月)14:00～16:00 
 場 所：岩手県立図書館 4Fミニシアター 
 テーマ：日本公庫・岩手県立図書館 共催 
     創業セミナー 
     世界一カンタンなビジネスプランの創り方 
     ～まずは「なにを、だれに、どのように」からはじめよう～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<埼玉県>> 
 
 日 時：平成 25年 2月 23日(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 5 回 
     会社設立の「イ・ロ・ハ」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 25年 2月 8 日(金)14:00～16:00 
 場 所：武蔵野市立 武蔵野プレイス 3F スペース C 
 テーマ：日本公庫・多摩信用金庫・武蔵野市 他 共催 
     第 15 回 ミニブルーム交流カフェ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 
 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_121226.pdf


 日 時：平成 25年 2月 9 日(土)、平成 25年 2月 10日(日)、 
平成 25年 2 月 16 日(土) 

     10:00～17:00 
 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 25年 2月コース 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 25年 1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 
 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。 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<静岡県>> 
 
 日 時：平成 25年 1月 26日(土)、平成 25年 2月 2日(土)  
     10:00～17:00 
 場 所：ペガサート(B-nest) 6F 
 テーマ：日本公庫・TKC 静岡会・B-nest・SOHOしずおか 共催 
     創業支援セミナー 
     あなたの夢応援します。～失敗しない創業のルール～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 25年 2月 17日(日)13:30～15:30 
 場 所：岡崎市図書館交流プラザ Libra 3F 会議室 
 テーマ：日本公庫・岡崎市立中央図書館・ドリームゲート 共催 
     創業・経営支援セミナー 
     高収益を実現する インターネットを活用した販路拡大 3 つの秘策 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 25年 1月 9 日(水)18:00～20:00 
 場 所：(財)京都高度技術研究所 8F 
 テーマ：日本公庫・(財)京都高度技術研究所 共催 
     創業支援セミナー1 
     いまさら聞けない「起業って？」をお伝えします 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 1月 16日(水)18:00～20:00 
 場 所：(財)京都高度技術研究所 8F 
 テーマ：日本公庫・(財)京都高度技術研究所 共催 
     創業支援セミナー2 
     事業計画ってなぁに？の答えが見つかる 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 
 
 
 



 日 時：平成 25年 1月 23日(水)18:00～20:00 
 場 所：(財)京都高度技術研究所 8F 
 テーマ：日本公庫・(財)京都高度技術研究所 共催 
     創業支援セミナー3(寺子屋) 
     事業計画ってこう書くんだ！のヒントが見つかる 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 25年 1月 24日(木)、平成 25年 2月 28日(木)  
     18:00～20:00 
 場 所：神戸市産業振興センター 会議室 
 テーマ：日本公庫・(公財)神戸市産業振興財団・神戸商工会議所・ 
     (株)神戸商工貿易センター・神戸ファッションマート 共催 
     KOBE 創業塾(実践編) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 25年 1月 24日(木)、平成 25年 3月 7日(木) 
          17:30～18:30 
 場 所：日本公庫 大阪支店 8F 
 テーマ：日本公庫 主催 
     創業イブニングセミナー 
     「創業計画書作成・・・その前に」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 最新のセミナー情報はこちらから 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.jfc.go.jp/n/seminar/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/n/service/mail_kokumin.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/n/service/mail_kokumin.html 
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 調┃査┃月┃報┃12┃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」12月号が発行されました。 
 
 【内容はこちら↓】 
  http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html 
 
 今月号の主な記事は・・・ 
 ○特別リポート 
  「差別化のための差別化」から「機能する差別化へ」 
   ―効果的な差別化の実現とその後を考える― 
 ○論点多彩 
  大企業との連携において中小企業に求められる能力とは 
 
 ご興味のある方はぜひご覧ください。 
 
 
 小┃企┃業┃の┃経┃営┃指┃標┃調┃査┃の┃ご┃案┃内┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 
 日本公庫 総合研究所が「小企業の経営指標調査」を実施しましたので、 
 ご紹介します。 
 本調査は、小企業の皆さまの決算データをもとに、収益性、生産性など経 
 営の参考となる指標値を集計したものです。 
 
 【内容はこちら↓】 
 http://www.jfc.go.jp/n/findings/sme_findings2.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。 
 
 最新情報はこちらから 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.jfc.go.jp/n/earthquake/index.html 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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 
 
 
 
 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
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 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
 
 これまで６回にわたって連載しました「売れる！お店づくり」はいかが 
 でしたでしょうか。 
 
 本連載で原島先生は、これから起業される皆さまが、どのように開店準 
 備を進めていけばよいのか「コンセプトづくり」～「スタッフ教育」ま 
 で実際の手順に沿ってポイントや注意点についてご紹介くださいました。 
 皆さまのお店がスタートするにあたって、本連載の内容が尐しでもお役 
 に立てれば幸いです。 
 
 さて、ご好評をいただいております「こんな時代に『売る！』技術」。 
 来月からは新しい先生をお迎えし、「売れる！営業ツール（ホームペー 
 ジ・チラシ）の作り方」をテーマに連載企画をお届けする予定です。 
 ご期待ください！ 
 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2013年 1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/n/service/mail-backnumber.html 
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