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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．４０☆ 
 
      ～ 「市場心理」を捉えた販路開拓の手法 ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 日増しに秋も深まり、朝夕は肌寒く感じるようになってまいりましたが、 
 読者の皆さまにおかれまして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 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━… 
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 ４． お役立ち創業関連情報コーナー 
 ５． 東日本大震災に関する特別相談窓口 
 ６． 「起業家応援マガジン」読者アンケート 
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 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 １．【連載】こんな時代に「売る」技術 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「売れる！販路開拓戦略のたて方」 
 
                   有限会社日本アイ・オー・シー 
                      代表取締役 藤冨 雅則 
 
 ＜第４回＞ 「市場心理」を捉えた販路開拓の手法 
    
 前回は「失敗しない市場の選び方」についてご紹介しましたが、第４回 
 のテーマは「「市場心理」を捉えた販路開拓の手法」です。 
  
 藤富先生は、売れない商品・サービスの原因は「市場心理」を見誤るこ 
 とにあると主張されています。市場心理とは何か、そして、市場心理を 
 捉えた販路開拓の手法とはどのようなものかについて、ご自身の指導事 
 例を交えてわかりやすくご説明されています。 
  
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_131023.pdf 
  (PDFファイル 429KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「発達障害に対する認識を変えるために」 
 
                          株式会社Ｋａｉｅｎ 
                      代表取締役 鈴木 慶太 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_131023.pdf


 
  今回ご紹介する起業家は、発達障害の若者の就労支援を行っている株式 
 会社Ｋａｉｅｎの鈴木社長です。 
 
 鈴木社長はＮＨＫのアナウンサーとして６年間勤務した後、米国の経営 
 大学院へ留学。卒業後の 2009年、在学中に作成したビジネスプランをも 
 とに起業します。起業当初は事業がプラン通りに進まずに厳しい時期が 
 続きますが、事業内容を柔軟に見直すことで立て直しを図り、現在まで 
 に 50名に上る発達障害の方の就労支援を実現しています。 
 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_131023.pdf 
  (PDFファイル 1743KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<茨城県>> 
 
 日 時：平成 25年 11月 11日(月)13:30～17:00 
 場 所：つくば国際会議場 1F 102大会議室 
 テーマ：女性経営者フォーラム inつくば 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<埼玉県>> 
 
 日 時：平成 25年 11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：創業・起業応援セミナー 第 3 回 
     「創業準備の“イ・ロ・ハ”」 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 12月 14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：創業・起業応援セミナー 第 4 回 
     「会社設立の“イ・ロ・ハ”」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 25年 10月 25日(金)17:00～19:00 
 場 所：ミタカフェ 
 テーマ：創業をカタチに 
     第 13 回ミニブルーム交流カフェ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 11月 16日(土)10:00～12:00  
 場 所：調布市市民プラザあくろす あくろすホール 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_131023.pdf


 テーマ：創業をカタチに 
     第 14 回ミニブルーム交流カフェ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 25年 11月 7 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：創業セミナー 
         「飲食店成功への道～創業事例から学ぶ～」 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
  日 時：平成 25年 11月 13日(水)18:00～20:00 
 場 所：川崎商工会議所 2F会議室 
 テーマ：創業・新分野進出支援セミナー 
     １年目から黒字経営が実現する顧客獲得の方法 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 25年 10月 23日(水)18:15～20:15 
 場 所：日本公庫 名古屋支店 会議室 
 テーマ：創業塾(3回コース) 
     専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 10月 26日(土)14:00～17:30 
 場 所：豊橋商工会議所 会議室 
 テーマ：豊橋商工会議所の創業支援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 25年 12月 11日(水)13:30～16:30 
 場 所：明石商工会議所 6F 集会室 
 テーマ：夢をかなえる創業支援セミナー 
     ～創業支援専門家が教える確かな創業プラン作り～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 25年 10月 25日(金)15:00～17:30 
 場 所：東大阪商工会議所 本館 5F 会議室 
 テーマ：創業応援セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 11月 28日(木)17:30～19:30 
 場 所：日本公庫 大阪支店 
 テーマ：『第 3回 創業イブニングセミナー』 
     ～創業計画書作成・・・その前に～ 
     ～インターネットの現状とその活用法！～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<奈良県>> 
 
 日 時：平成 25年 11月 25日(月)10:00～12:30 
 場 所：奈良商工会議所 中ホール 
 テーマ：夢をかなえる創業支援セミナー 
     ～創業支援専門家が教える確かな創業プラン作り～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 



 
 
 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 
 
 
 調┃査┃月┃報┃10┃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」10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…  
 ○調査リポート  
  効果的に付加価値を高める小企業の経営 
  ―プラスαの取り組みでトレンドをつかむ― 
 ○新興国の生産設備市場で勝つ中小企業の海外展開 
  日本の強みを活かす工作機械・測定機器分野への期待 
  
 ご興味のある方はぜひご覧ください。  
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ４．お役立ち創業関連情報コーナー 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
  
 ここでは、創業をお考えの方、創業後間もない方に役立つ補助金・税制 
  等の情報をお伝えしております。 
  
  今回は、8月 28日付発信の本メルマガでご紹介した「平成 24年度地域需 
 要創造型等起業・創業促進事業（以下、「創業補助金」といいます。）」 
 の第 3回募集開始についてお伝えします。 
 
 創業補助金は、新たなサービスやこだわりをもった商品の販売など、独 
 創的な取組みによる創業をしようとする方々等を応援する国の事業です。 

http://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html


 2百万円※を上限に、創業等に要する店舗借入費、設備費等の対象経費 
 の 3分の 2が補助対象となります。 
 （※補助対象の類型により異なります。） 
 
 受付期間は平成 25年 9月 19日（木）から 12月 24日（火）までです（必着）。 
 申請に当たっては、国が認定した認定経営革新等支援機関（以下、「認 
 定支援機関」といいます。）が事業計画の策定、補助期間中のサポート 
 等について支援すること、金融機関からの外部資金の調達が見込まれる 
 ことなどの要件がありますので、詳しくは地域事務局のホームページを 
 ご確認いただき、お早めに認定支援機関や金融機関にご相談ください。 
 
  地域事務局や補助金の詳細情報はこちら 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html 
  
  認定支援機関についてはこちら 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/ 
  
  独立行政法人中小企業基盤整備機構の J-net21の起業情報にも創業補 
  助金や起業に役立つ情報が掲載されていますので、ご興味のある方は 
  ぜひご覧ください。 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://j-net21.smrj.go.jp/establish/sougyouhojyo/index.html 
 
  
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ５．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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ６. 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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ７．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。 

http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/
http://j-net21.smrj.go.jp/establish/sougyouhojyo/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/earthquake/index.html
https://krs.bz/kokukin/m/enquete


 
 今回「売れる！販路開拓戦略のたて方」でご紹介しました「『市場心理』 
 を捉えた販路開拓の手法」はいかがでしたでしょうか？ 
 
 藤冨先生が挙げられたアップル社の事例にもあるように、普段何気なく 
  みているテレビコマーシャルなども、変化する顧客層に対応し、緻密な 
 戦略のもとに制作されています。 
 皆さまが販路開拓に利用されるチラシやＤＭはいかがでしょうか？過去 
 の内容の使い回しやテンプレートの丸写しにはなっていませんでしょう 
 か。この機会に今一度、自社の顧客にとって分かりやすく、魅力的な内 
 容になっているかを確認してみることをおすすめします。 
  
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2013年 11月 27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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