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 こんにちは！日本公庫 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 ～ Web サイトを活用した販路開拓 ～ 

└─┼───────────────────────────────   

 中小企業診断士を活用し、経営改善に取組んだ事例を６回にわたってご紹 

介します。今回はその２回目です。 

  

 今回ご紹介するのは、「Webサイトを活用して顧客を獲得したい。」と望む 

、金属プレス加工業を営む企業の事例です。戦略的にWebサイトを構築するこ 

とで新規顧客の獲得に成功しました。その方法とは・・・。 

  

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/kei_qa_1212.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！ 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

  ★ 「中小企業経営セミナー」を全国で開催しています。 

  

  「自社説明の説得力を高めよう！～専門家から学ぶ！決算書の見方、活 

 かし方～」というテーマで、金融機関等の第三者へ自社説明をする際に、 

 決算書の数字などを用いて説得力を高める方法について、税理士がわかり 

 やすく説明いたします。参加料は無料です。 

http://www.jfc.go.jp/kei_qa_1212.pdf


  

≪長野県≫ 

・日 時：平成２５年１月２９日（火） １３：３０～１６：３０ 

・場 所：長野商工会議所 会議室（長野市） 

 【申込・問合せ先はこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar121116_2.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

 ★ アグリフードＥＸＰＯ大阪２０１３ 

  

  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６回  

 「アグリフードＥＸＰＯ大阪２０１３」を、２月２１日（木）～２２日（金） 

 の２日間、ＡＴＣアジア太平洋トレードセンター（大阪市住之江区南港北 

 ２－１－１０）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。  

 

【詳細についてはこちら↓】 

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

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

  ★ ひろしまＮＰＯラウンジ～ＮＰＯと企業のパートナーシップ～ 

 

 日 時：平成２５年１月１６日（水）１５：００～１７：００ 他 ２回 

 テーマ：ＮＰＯの企業事例紹介 

 場 所：ひろしまビジネスラウンジ（広島市東区） 

 参加料：有料（詳しくは下の【セミナーの詳細はこちら↓】をご確認ください。） 

 共 催：ＮＰＯ法人 ひろしまＮＰＯセンター 

     株式会社日本政策金融公庫 国民生活事業 

     一般社団法人 百人邑 

     株式会社 スマイルホールディングス 

 内 容：平成２４年１０月から平成２５年２月にかけて５回にわたって開 

     催する、ＮＰＯと企業のマッチングを目的とした交流会です。先 

     進事例の紹介など、毎回異なるゲストスピーカーから有益な情報 

http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar121116_2.pdf
http://www.exhibitiontech.com/afx/


     を提供します。 

 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/chugoku20121019_1.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

   

 ★ 経営力向上セミナー 

 

   「高収益を実現するインターネットを使った販路拡大３つの秘策」と 

  いうテーマでインターネットを使った販路拡大を行いたい経営者および 

  起業家の方を対象に、インターネットを用いた集客から最終的な購入・ 

  成約に至るまでの基礎と収益につながるポイントを一気に習得できるセ 

  ミナーです。参加料は無料です。 

 

≪島根県≫ 

 日 時：平成２５年１月２７日（日）１３：３０～１６：００ 

 場 所：島根県立図書館 １階集会室（松江市） 

 共 催：株式会社日本政策金融公庫 

     島根県立図書館 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar20121214_2.pdf 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

≪広島県≫ 

 日 時：平成２５年２月２４日（日）１３：３０～１６：３０ 

 場 所：広島市立中央図書館 ３階セミナー室（広島市） 

 共 催：株式会社日本政策金融公庫 

     広島市立中央図書館 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar20121214_4.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

 ★ 北米サービス産業海外進出支援ミッション（ジェトロ主催）のご案内 

 

   日本公庫は、日本貿易振興機構（ジェトロ）と連携し、海外へ事業展 

  開を図る中小企業の方々に対し、商談会や展示会の開催を含む海外ビジ 

  ネスに関する情報のご案内を行っております。 

http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/chugoku20121019_1.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar20121214_2.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar20121214_4.pdf


 

   今般、ジェトロでは、米国・ロサンゼルスおよびカナダ・バンクーバ 

  ーに視察団（ミッション）を派遣し、商業施設の視察やサービス産業関 

  連企業の訪問を行うことによって、サービス業のみなさまの効率的な海 

  外進出をお手伝いする予定です。ご関心のある方は、是非、本ミッショ 

  ンにご参加ください。 

 

 旅行期日：平成 25年２月 15日（金）～18日（月） 

 募集人員：20名（最少催行人数：５名） 

 対象業種：外食・小売業を中心とするサービス産業（主な対象は小規模企業者） 

 添 乗 員：１名（参加人数により変更する場合がございます。） 

  旅行代金：142,125円（くわしくは、下記 URLをご覧ください。） 

  申込締切日：平成 25年１月 15日（火） 

 

  お問い合わせ先：ジェトロ・サービス産業課 

                        （TEL：03-3582-5238、E-mail：cie@jetro.go.jp） 

 

【ミッションの詳細はこちら↓】 

http://www.jetro.go.jp/events/mission/20121108662-event 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

上記以外にもさまざまなテーマのセミナーなど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/n/seminar/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ご用意してお 

ります。 

  

 今月ご紹介する融資制度は… 

           

          「マル経融資（経営改善貸付）」 

          「生活衛生改善貸付」 

http://www.jetro.go.jp/events/mission/20121108662-event
http://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html


 

 ○「マル経融資（経営改善貸付）」 

  

 商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方が、経 

営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。ご利用に 

あたっては商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要です。 

  

 ○「生活衛生改善貸付」 

 

 生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む 

小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用でき 

る制度です。ご利用にあたっては生活衛生同業組合等の長の推薦が必要です。  

 

 【東日本大震災により被害を受けたみなさまへ】 

 被害証明書等を受けた方で、商工会議所、生活衛生同業組合等が策定する 

再建支援方針等に沿って事業を行う方は、「マル経融資」及び「生活衛生改 

善貸付」の融資制度が拡充されています。詳しくはホームページをご覧くだ 

さい。 

 

【マル経融資（経営改善貸付）について詳しく知りたい方はこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html 

 

【生活衛生改善貸付について詳しく知りたい方はこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/34_eiseikaizen_m.html 

 

「マル経融資（経営改善貸付）」「生活衛生改善貸付」についてのご相談、 

お問い合わせは… 

 

「事業資金相談専用ダイヤル」０１２０－１５４－５０５（フリーダイヤル） 

 

までお電話ください！ 

 

┌─┐ 

 04 景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ 事業者リポート編 ～ 

└─┼───────────────────────────────   

 今回は、事例として宮城県仙台市のフランス料理店をご紹介します。 

http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/34_eiseikaizen_m.html


「気軽に集えるフランス食堂」を目指した取り組みについて伺いました。 

 

【続きはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/keikyo_watch_121219.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。 

 

【全国小企業月次動向調査結果】 

 http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html 

 

┌─┐ 

 06 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/gyoukai_tiiki_121219.pdf 

 

┌─┐ 

  07 トピックス 

└─┼─────────────────────────────── 

 

 ★ 「日本公庫インターネットビジネスマッチング」のご案内 

 

 日本公庫は、お客さまにインターネットを通じて、販売先や原材料の仕入 

先の確保などのビジネスチャンスを広げていただくための「場」をご提供す 

るサービスを運営しています。。 

 

 本サービスは、会員登録をしたお客さまが、売りたい商品・サービス情報 

や、買いたい商品・サービス情報を登録してニーズが合致した他の会員と商 

談ができるほか、登録されている商品・サービス情報等を自由に検索して、 

http://www.jfc.go.jp/keikyo_watch_121219.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html
http://www.jfc.go.jp/gyoukai_tiiki_121219.pdf


新たなビジネスチャンスを探すきっかけづくりにもご利用いただけます。 

 ┼──────────────────────────────┼  

 ｜≪本サービスの特徴≫                     ｜ 

 ｜                              ｜  

 ｜（１）豊富で充実した情報                  ｜ 

 ｜   全国の幅広い業種のお客さまの「売りたい」、「買いたい」｜ 

 ｜   情報が満載                      ｜ 

 ｜（２）簡単・スピーディ検索                 ｜ 

 ｜   業種別、地域別、あるいはキーワードの入力による簡単検索｜ 

 ｜   で、ご希望の企業へ素早くアクセス            ｜ 

 ｜（３）便利なサポート機能                  ｜ 

 ｜   ご希望のニーズに関するキーワードを登録すると、ニーズに｜ 

 ｜   マッチした情報の登録をメールでお知らせ         ｜  

  ┼──────────────────────────────┼ 

 

 日本公庫は、中小企業者や農林漁業者のお客さまの新ビジネス創出や販路 

拡大等を支援するマッチングサービスの取り組みを強化していきます。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 https://match.jfc.go.jp/ 

 

┌─┐ 

  08 「調査月報」12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」12月号が発行されました。 

  

【内容はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1212.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… 

○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 

              

https://match.jfc.go.jp/
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1212.pdf


  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/n/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/n/service/mail_magazine.html 

 

★国民生活事業メール配信サービス 

 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_newinfo.html 

 

★次回の配信は 2013年 1月 16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/n/service/jigyousya-backnumber.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！ 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_magazine.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_newinfo.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/jigyousya-backnumber.html


 

【ご回答はこちら↓】 

 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。 

  

 日本公庫では、11月にホームページをリニューアルしました。融資のご案 

内では、お客様にあった融資制度をご検討いただけるように、キーワード・ 

テーマ別等で検索できる機能を設け、デザインも一新しました。ご活用いた 

だければ幸いです。  

  

 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 

 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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