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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。 

 今月も経営に役立つ情報満載でお届けします。 
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┌─┐ 

 01 経営お役立ち情報 ～ 経営Ｑ＆Ａ「魅力ある売り場づくり」～ 

└─┼───────────────────────────────   

 

 近年、近隣の量販店との厳しい競争に直面している小・中規模の小売店も 

多いと思います。 

 そのような中、売上増加を図る取り組みの一つとして、店舗レイアウトの 

変更などの「売り場の改善」は効果的です。 

 

 それでは、魅力ある売り場づくりはどのように行えばいいのでしょうか？ 

  

【続きはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kei_qa_1206.pdf 

 

┌─┐ 

 02 セミナー・イベント情報 ～ ぜひご来場ください！～ 

└─┼─────────────────────────────── 

  

 日本公庫では、全国各地で事業者の方を対象にしたさまざまなテーマのセ 

ミナーやイベントを開催しています。ぜひご来場ください！ 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

  

 ★アグリフードＥＸＰＯ東京２０１２ 

 

 日本公庫は、国産農産物をテーマとした全国規模の展示商談会、第７回  

「アグリフードＥＸＰＯ東京２０１２」を、８月２日（木）～３日（金）の 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kei_qa_1206.pdf


２日間、東京ビッグサイト西２ホール（江東区有明３－１１－１）において 

開催いたします。  

 

 「国産」にこだわり、広域的な販路拡大を目指す農業者や食品加工業者と 

バイヤーをつなぐ、ビジネスマッチングの機会を提供するための展示商談会 

です。  

 

【アグリフードＥＸＰＯ東京２０１２の詳細はこちら↓】 

 http://www.exhibitiontech.com/afx/index.html 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

  ★ 独立行政法人 工業所有権情報・研修館主催 

                                     「海外知的財産活用講座２０１２」 

 

  独立行政法人 工業所有権情報・研修館（ＩＮＰＩＴ）が主催する、『海 

外知的財産活用講座２０１２』が、６月２５日のさいたま市での開催を皮切 

りに全国各地で開催されます。 

 

・開催日：平成２４年６月２５日（月）１４：００～１７：００ 

・会 場：新都心ビジネス交流プラザ４Ｆ 会議室Ｃ（さいたま市中央区） 

・入場料：無料 

・テーマ：ピン！と感じる「知的財産の活用とリスク」 

     ～海外進出前に知っておきたいビジネス視点の知的財産あれこれ～ 

・内 容：中堅・中小・ベンチャー企業及び大学関係の皆さまを対象に、海 

          外ビジネスにおける知的財産面でのリスクについて、海外でのビ 

          ジネス経験が豊富な海外知的財産プロデューサーが講義を行うと 

          共に、日本公庫 国民生活事業の「海外展開資金」をご紹介します。 

 

【その他の開催日程はこちら↓】 

http://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/kouza/kouza_h24.html 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

その他にも、全国各地でさまざまなテーマのセミナーを開催しています。 

 

【詳しくはこちら↓】 

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

http://www.exhibitiontech.com/afx/index.html
http://www.inpit.go.jp/katsuyo/gippd/kouza/kouza_h24.html
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  

└─┼─────────────────────────────── 

   

 日本公庫では、さまざま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 

な融資制度をご紹介します！  

 

 今月ご紹介する融資制度は… 「環境エネルギー対策資金」です。 

 

 太陽光や太陽熱等の非化石エネルギーを導入するために必要な設備を設置 

する方等がご利用いただける融資制度です。 

 

 ┼──────────────────────────────┼  

 ｜ 例えば… ○賃貸不動産への太陽光発電装置の導入      ｜ 

 ｜      ○営業所への太陽光発電装置の導入         ｜  

  ┼──────────────────────────────┼ 

 

 「環境エネルギー対策資金」をご利用いただける方のうち、一定の要件を 

満たす方は、基準利率から最大▲０.９％となります！ 

 

【「環境エネルギー対策資金」について詳しく知りたい方はこちら↓】 

 

http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/kankyo/15_kankyoutaisaku.htm

l 

 

┌─┐ 

 04 景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ 事業者リポート編 ～ 

└─┼───────────────────────────────   

 今回は、事例として、東京都新宿区の映画館をご紹介します。優れた旧作 

映画を上映し、多くのファンに支持されている映画館が実施している集客に 

向けた取り組みとは・・・ 

 

【続きはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/keikyo_watch_120620.pdf 

http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/kankyo/15_kankyoutaisaku.html
http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/kankyo/15_kankyoutaisaku.html
http://www.jfc.go.jp/k/keikyo_watch_120620.pdf


 

┌─┐ 

 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。 

 

【詳しくはこちら↓】 

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

 

┌─┐ 

  06 融資事例の紹介  ～ 海外へ販路拡大を図る企業への融資事例 ～ 

└─┼─────────────────────────────── 

 

 日本公庫 国民生活事業では、海外での事業展開を考えている中小企業の皆 

さまを、ご融資を通して支援しています。今回は、日本公庫 国民生活事業が 

近畿地区で初めて「海外展開資金」のご融資を行った事例をご紹介いたします。 

 

★海外への販路拡大のための取組みを支援 ～ 株式会社三宝齋さま ～ 

  

 株式会社三宝齋さまは、平成 21年の会社設立以来、「食卓に土のぬくもり 

を」をテーマにしたテーブルウェア（食器等）の製造販売を行っており、これ 

らは神戸発の陶器ブランド「サンリエック」の名称で親しまれています。 

 

 同社の主力商品であるテーブルウェアは、素朴で手作りのぬくもりが感じら 

れる和食器の伝統的な製造技術と、クリスタルガラスに代表される装飾美を持 

つ洋食器のデザインを融合させることで、「デザイン性に優れ、日常生活でも 

利用できる洋食器」として人気があり、今後は陶磁器の本場である中国でも販 

路を広げていく予定です。 

 

 この度、日本公庫 国民生活事業では「海外展開資金」を適用し、海外展示会 

への出展費用や、マーケティング調査費用など、中国での販路拡大を図るため 

の運転資金を融資しました。 

 

 日本公庫は、今後も海外の成長力を取り込む中小企業を積極的に支援してま 

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


いります。 

 

【株式会社三宝齋さまのＨＰはこちら↓】 

 http://www.sunrieque.com/ 

 

┌─┐ 

 07  業界・地域情報 ～ “ホット”な情報をお届けします ～       

└─┼─────────────────────────────── 

 

 全国１５２支店の支店担当者がお客さまからお伺いした、さまざまな業界 

や地域の“ホット”な情報をお届けいたします。 

  

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/gyoukai_tiiki_120620.pdf 

 

┌─┐ 

  09 「調査月報」６月号発行のご案内 

└─┼─────────────────────────────── 

 

 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 

事例などを紹介した「調査月報」６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_1206.pdf 

 ※PDFファイルは約 10MBあります。開くときはご注意ください。 

  

 今月号の主な記事は… 

○調査リポート ＮＰＯ法人の存在意義と経営課題 

○論点多彩 製品開発における特許情報の活用法 

                              

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 

 

┌─┐ 

http://www.sunrieque.com/
http://www.jfc.go.jp/k/gyoukai_tiiki_120620.pdf
http://www.jfc.go.jp/common/pdf/tyousa_gttupou_1206.pdf
http://www.jfc.go.jp/findings/gri/v_findings/tyousa_gttupou.html


 09 お知らせ 

└─┼─────────────────────────────── 

 

 日本公庫 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。 

 

★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 

 

★次回の配信は 2012年 7月 18日の予定です。 

 

★事業者サポートマガジンのバックナンバーはこちら↓ 

 http://www.jfc.go.jp/k/jigyousya-mailmagazine/backnumber/index.html 

 

┌─┐ 

 10 読者アンケート 

└─┼─────────────────────────────── 

 

 「事業者サポートマガジン」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↓】 

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

 

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


┌─┐ 

 11 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。 

 

 ６月も半ばを過ぎ、梅雨のシーズンとなりました。天候は消費行動に影響を 

与え、雨の日が多いと個人消費が振るわないといわれていますが、その中、梅 

雨の時期に限定したサービスや割引を実施するなど、工夫を凝らし集客の向上 

に取り組む企業の姿を目にします。 

 私たちも、さまざまな取り組みを進める事業者の皆さまに参考となる情報を 

お届けできるよう、コンテンツの充実に努め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。 
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