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こんにちは！日本政策金融公庫 国民生活事業です。 

「事業者サポートマガジン」をご愛読いただき、ありがとうございます。 

今月のコンテンツは・・・ 
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┌─┐ 

 01 経営お役立ち情報 ～ 税理士が教える「経営計画作成のコツ」～ 

└─┼───────────────────────────────   

 

 ６回にわたって、税理士の先生に『経営計画作成のコツ』を解説していた 

だきます。今回はその第３回目です。 

   

 ＜第３回＞ 経営計画作成の手順（２）  

              ～事業内容、財務、収益の３分野から経営課題をまとめる～ 

  

 前回は、自社の現状分析の方法について説明しました。今回は現状分析を 

基に経営課題を抽出し、まとめていく方法を説明します。経営課題を抽出し、 

まとめることで、今後の具体的な解決策を導き出すことができます。 

 

 では、経営課題を抽出し、まとめていくには、どうすればよいでしょうか？ 

 

【続きはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/keiei_keikaku_111019.pdf 

 

┌─┐ 

 02 セミナー・イベント情報 ～ ぜひご来場ください！～ 

└─┼─────────────────────────────── 

  

 公庫では、全国各地で事業者の方を対象にした様々なテーマのセミナーを 

開催しています。ぜひご来場ください！ 

               

★「中小企業経営セミナー２０１１」を全国で開催しています。 

  

 「非常事態にも強い会社を作る！今日からできる３つの準備」というテー 

マで、経営環境が激変する中において、非常事態にも強い会社を作るために 

“経営者は何をすべきか”を税理士がわかりやすく説明いたします。 

 

http://www.jfc.go.jp/k/keiei_keikaku_111019.pdf


≪山形県≫ 

・日 時：平成２３年１１月７日（月）１４:００～１７：００  

・場 所：山形グランドホテル（山形市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111012_1.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪福島県≫ 

・日 時：平成２３年１０月２７日（木）１４:００～１７：００  

・場 所：いわきワシントンホテル（いわき市）  

・参加料：無料 

【申込・問合せ先はこちら↓】 

 日本政策金融公庫 いわき支店 国民生活事業 ＴＥＬ ０２４６－２５－７２５１  

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪新潟県≫ 

・日 時：平成２３年１１月１５日（火）１４:００～１７：００  

・場 所：新潟商工会議所 中央会館 ５階５１号室（新潟市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/niigata110930_01.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪埼玉県≫ 

・日 時：平成２３年１１月８日（火）１４:００～１８：００  

・場 所：日本政策金融公庫 さいたま支店 ９階会議室 （さいたま市）  

・参加料：無料 

【申込・問合せ先はこちら↓】 

日本政策金融公庫 さいたま支店 国民生活事業 ＴＥＬ ０４８－６４３－３７１７  

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪長野県≫ 

・日 時：平成２３年１１月２９日（火）１３:３０～１６：３０  

・場 所：長野商工会議所 会議室（長野市）  

・参加料：無料 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111012_1.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/niigata110930_01.pdf


【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/nagano111006_1.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪東京都≫ 

・日 時：平成２３年１１月８日（火）１４:００～１８：００  

・場 所：日本政策金融公庫 東京中央支店 ４階  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/tokyo111006_2.pdf 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

・日 時：平成２３年１１月８日（火）１３:３０～１７：００  

・場 所：ホテルメトロポリタン池袋 ３階 光の間  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111012_2.pdf 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

・日 時：平成２３年１１月３０日（水）１３:２０～１７：００  

・場 所：ＴＫＣ東・東京会 会議室（台東区）  

・参加料：無料 

【申込・問合せ先はこちら↓】 

日本政策金融公庫 上野支店 国民生活事業 ＴＥＬ ０３－３８３５－１３９２  

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

・日 時：平成２３年１１月１４日（月）１７：００～２０：００  

・場 所：ＴＫＣ八王子ＳＣＧサービスセンター研修室 （八王子市）  

・参加料：無料 

【申込・問合せ先はこちら↓】 

日本政策金融公庫 八王子支店 国民生活事業 ＴＥＬ ０４２－６４６－７７１１ 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪神奈川県≫ 

・日 時：平成２３年１０月２０日（木）１５:００～１８：００  

・場 所：日本政策金融公庫 横浜支店 ４階会議室（横浜市） 

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kanagawa111006_01.pdf 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/nagano111006_1.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/tokyo111006_2.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111012_2.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kanagawa111006_01.pdf


‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

・日 時：平成２３年１０月２８日（金）１４:００～１７：００  

・場 所：日本政策金融公庫 横浜西口支店 ４階会議室（横浜市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kanagawa111006_02.pdf 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

・日 時：平成２３年１１月１０日（木）１４:００～１７：００  

・場 所：ソリッドスクエア １階 第２会議室（川崎市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kanagawa111006_03.pdf 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

・日 時：平成２３年１１月２２日（火）１４:００～１５：４５  

・場 所：日本政策金融公庫 厚木支店 ３階会議室（厚木市）  

・参加料：無料 

【申込・問合せ先はこちら↓】 

日本政策金融公庫 厚木支店 国民生活事業 ＴＥＬ ０４６－２２２－３４８７  

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪富山県≫ 

・日 時：平成２３年１１月１日（火）１３：３０～１７：００  

・場 所：富山商工会議所 ９階 （富山市）  

・参加料：無料 

【申込・問合せ先はこちら↓】 

日本政策金融公庫 富山支店 国民生活事業 ＴＥＬ ０７６－４３１－１１９１ 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪静岡県≫ 

・日 時：平成２３年１０月２４日（月）１４:００～１７：００  

・場 所：沼津商工会議所 ３階会議室（沼津市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111012_3.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kanagawa111006_02.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kanagawa111006_03.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111012_3.pdf


≪愛知県≫ 

・日 時：平成２３年１０月２６日（水）１４:００～１７：４０  

・場 所：名古屋商工会議所 ５階 Ｂ・Ｃ会議室（名古屋市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/nagoya111006_2.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪三重県≫ 

・日 時：平成２３年１１月７日（月）１４:００～１７：００  

・場 所：四日市商工会議所 ホール（四日市市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111012_4.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪京都府≫ 

・日 時：平成２３年１０月２１日（金）１４:００～１８：００  

・場 所：ＴＫＣ近畿京滋会 会議室（京都市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kyoto111006_3.pdf 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

・日 時：平成２３年１１月１８日（金）１４:００～１７：００  

・場 所：舞鶴商工会議所 ３階会議室（舞鶴市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kyoto111006_2.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪兵庫県≫ 

・日 時：平成２３年１０月２７日（木）１５:００～１８：００  

・場 所：大同生命神戸ビル ５階（神戸市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/koube111006_1.pdf 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/nagoya111006_2.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111012_4.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kyoto111006_3.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kyoto111006_2.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/koube111006_1.pdf


＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪岡山県≫ 

・日 時：平成２３年１１月１５日（火）１４:００～１７：００  

・場 所：岡山商工会議所 ４階会議室（岡山市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/okayama110917_1.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪広島県≫ 

・日 時：平成２３年１１月１日（火）１５:００～１７：００  

・場 所：福山商工会議所 １階 １０２号会議室  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111012_5.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪鳥取県≫ 

・日 時：平成２３年１１月１５日（火）１３:３０～１７：００  

・場 所：鳥取商工会議所 ５階大会議室（鳥取市）  

・参加料：無料 

【申込・問合せ先はこちら↓】 

 日本政策金融公庫 鳥取支店 国民生活事業 ＴＥＬ ０８５７－２２－３１５６  

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪愛媛県≫ 

・日 時：平成２３年１１月１５日（火）１４:００～１７：００  

・場 所：松山商工会議所 会議室（松山市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111012_6.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪高知県≫ 

・日 時：平成２３年１１月１日（火）１４:００～１８：００  

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/okayama110917_1.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111012_5.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111012_6.pdf


・場 所：高知商工会議所会館（高知市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kouchi111006_1.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪熊本≫ 

・日 時：平成２３年１１月８日（火）１４:００～１７：００  

・場 所：日本政策金融公庫 熊本支店（熊本市）  

・参加料：無料 

【申込・問合せ先はこちら↓】 

日本政策金融公庫 熊本支店 国民生活事業 ＴＥＬ ０９６－３５３－６１８２  

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪宮崎県≫ 

・日 時：平成２３年１０月２０日（木）１４:００～１７：００  

・場 所：宮崎県立図書館 ２階研修ホール（宮崎市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/miyazaki11006_1.pdf 

 （締切日を過ぎましたが、引き続き申込を受付しております。） 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥            

 

≪鹿児島県≫  

・日 時：平成２３年１１月１５日（火）１４：００～１７：００  

・場 所：鹿児島商工会議所 １４階 （鹿児島市）  

・参加料：無料 

【問合せ先はこちら↓】 

日本政策金融公庫 鹿児島支店 国民生活事業 ＴＥＬ ０９９－２２４－１２４１ 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

★「平成２３年社会保険労務士会シンポジウム」が開催され、日本公庫が後 

援しています。 

 

≪東京都≫ 

・日 時：平成２３年１１月７日（月）１４:００～１６：４０  

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kouchi111006_1.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/miyazaki11006_1.pdf


・場 所：日本消防会館「ニッショーホール」（港区）  

・参加料：無料 

【シンポジウムの詳細はこちら↓】 

 http://adnet.nikkei.co.jp/e/event.asp?e=00598 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

上記以外にもさまざまなテーマのセミナーを全国各地で開催しています。 

  

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/seminar_oshirase/index.html 

      

┌─┐ 

 03 日本公庫 国民生活事業の融資制度のご案内  

｜ ｜          ～上手に活用！融資制度を使いこなそう！～ 

└─┼─────────────────────────────── 

   

 公庫では、様々な資金ニーズに対応した融資制度を用意しています。 

 上手に活用すれば、基準利率より利率が低くなることもあります！そんな 

融資制度を毎月ひとつずつご紹介します！  

 

 今月の融資制度は… 

 

 「生活衛生貸付（振興事業貸付）」 

  

 生活衛生関係の事業を営む方であって、振興計画の認定を受けた生活衛生 

同業組合の組合員の方にご利用いただける融資制度です。 

 ご利用にあたっては、振興計画認定組合の長が発行する「振興事業に係る 

資金証明書」（事業計画の確認を受けた場合は「振興事業促進支援融資制度 

に係る事業計画書」の写し）が必要となります。 

 

例えば・・・○美容業を営んでいるが、お客様へのサービス向上や消費電力 

       の削減を図るため、最新の洗髪ユニット設備に更新したい。 

      ○飲食店を営んでいるが、老朽化しているため、店舗を改装し 

       たい。 

       

 生活衛生同業組合から一定の会計書類を準備していることの確認および事 

http://adnet.nikkei.co.jp/e/event.asp?e=00598
http://www.jfc.go.jp/k/seminar_oshirase/index.html


業計画の確認を受けた方が振興事業を行うための設備資金および運転資金に 

ついては、通常適用される利率から 0.15％引き下げた利率でご利用いただけ 

ます【振興事業促進支援融資制度】。  

 

 生活衛生貸付（振興事業貸付）に該当する方は基準金利より最大▲1.05％ 

となります！ 

 

「生活衛生貸付（振興事業貸付）」についてのご質問、お問い合わせは… 

 

「事業資金相談ダイヤル」０１２０－１５４－５０５ 

 

までお電話ください！ 

 

【生活衛生貸付（振興事業貸付）について詳しく知りたい方はこちら↓】      

 http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/seikatsu/setsubi/33_shinkojigyo_m.html 

  

┌─┐ 

 04 景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ 生活衛生関係営業の景気動向等調査結果  ～ 

└─┼───────────────────────────────   

  

 日本政策金融公庫 国民生活事業が実施する生活衛生関係営業の景気動向 

等調査結果（2011年 4～6月期）をご紹介します。 

 

【概要はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/keikyo_watch_111019.pdf 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/tyousa/seikatu_kekka_m/ 

 

┌─┐ 

 05 景況Ｗａｔｃｈ(2) ～ 全国小企業月次動向調査結果 ～  

└─┼─────────────────────────────── 

  

 日本政策金融公庫 総合研究所が実施する全国小企業月次動向調査結果をご 

紹介します。 

 

http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/seikatsu/setsubi/33_shinkojigyo_m.html
http://www.jfc.go.jp/k/keikyo_watch_111019.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/tyousa/seikatu_kekka_m/


【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/findings/gri/v_findings/tyousa_getsuji.html 

 

┌─┐ 

 06 ホームページサービスのご案内 

└─┼───────────────────────────────  

 

 日本政策金融公庫 国民生活事業では、ホームページを通じて、各種サービ 

スをご提供しております。ぜひご活用ください！！ 

★インターネット申込 

 ホームページから事業資金、教育ローンのお申込ができます。 

 

【インターネット申込コーナーはこちらから↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/uketuke/index.html 

 

★申込書等のダウンロード 

 借入申込書など申込手続に必要な書式や、代表者変更、事務所移転などの 

際にご提出いただく「変更届」が取得できます。 

 

【申込書等のダウンロードコーナーはこちらから↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/mousikomi/index.html 

 

★各種証明書等の発行受付 

 ご融資金残高証明書、お支払額明細書、利息支払証明書、お支払済額明細 

書の発行申請ができます。申請いただいた証明書は後日郵送にてお送りいた 

します。 

 

【各種証明書等の発行受付コーナーはこちらから↓】 

 http://www.k.jfc.go.jp/syspe/pef/pef010.jsp 

   

┌─┐ 

 07 東日本大震災特別相談窓口 

└─┼───────────────────────────────  

 

 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あげます。 

 日本政策金融公庫では、全国の支店に「東日本大震災に関する特別相談窓 

http://www.jfc.go.jp/findings/gri/v_findings/tyousa_getsuji.html
http://www.jfc.go.jp/k/uketuke/index.html
http://www.jfc.go.jp/k/mousikomi/index.html
http://www.k.jfc.go.jp/syspe/pef/pef010.jsp


口」を設置するとともに、このたびの災害からの復旧・復興を目指す方々に 

対して、融資制度などを拡充し、政策金融機関として全力で支援してまいり 

ます。 

 

≪東日本大震災復興特別貸付について≫ 

 融資限度額、返済期間や金利引き下げ措置等が平成２４年３月末日まで延 

長されました。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/chiiki/shinsaikashitsuke.html 

 

┌─┐ 

 08 お知らせ 

└─┼─────────────────────────────── 

 

 日本政策金融公庫 国民生活事業では「事業者サポートマガジン」の他にも 

様々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、ぜひご登録をお願いします。 

 

★起業家応援マガジン 

 創業を考えている方、創業されて間もない方向け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 

 日本政策金融公庫 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 

 

★次回の配信は 2011年 11月 16日の予定です。 

 

★バックナンバーはこちら↓ 

http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/chiiki/shinsaikashitsuke.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/k/jigyousya-mailmagazine/backnumber/index.html 

 

┌─┐ 

 09 編集後記 

└─┼─────────────────────────────── 

  

 「事業者サポートマガジン」をご愛読いただきまして、ありがとうございます。 

 

 最近、多彩な機能を持つスマートフォンの普及など、情報化の進展に関するニ 

ュースを耳にする機会が一層多くなりました。 

 

 私達としましても、事業者の皆さまを取り巻く環境が刻一刻と変化する中で、 

時代の変化に即応した情報をお届けできるよう、毎号コンテンツを充実させてい 

きたいと思います。  

  

 今後とも「事業者サポートマガジン」をよろしくお願いします。                             

---------------------------------------------------------------------- 

★登録内容を変更する場合は、お手数ですが「登録解除フォーム」画面で登録 

 を抹消し、あらためて「登録フォーム」画面でご登録ください。 

★配信解除をご希望される場合は、お手数ですが「登録解除フォーム」画面で 

 登録を抹消してください。 

 【登録解除フォーム】 

 https://krs.bz/kokukin/m/jigyousya-kaijyo 

【登録フォーム】 

 https://krs.bz/kokukin/m/jigyousya 
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