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起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．４１☆

～ 影響力のある顧客の獲得方法 ～
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
秋も一段と深まり、枯れ葉が風に舞う季節となりましたが、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 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
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！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５回＞ 影響力のある顧客の獲得方法
前回は「
『市場心理』を捉えた販路開拓の手法」についてご紹介しまし
たが、第５回のテーマは「影響力のある顧客の獲得方法」です。
藤冨先生は、迅速な販路開拓を進めるには自社の市場で強い影響力のあ
る顧客（インパクトユーザー）から受注を獲得する必要があると主張さ
れています。そのために必要な営業ノウハウについて、事例を用いて分
かりやすく説明されています。
気になる続きはこちらから
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_131127.pdf
(PDF ファイル 380KB)
…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
２．先人に学ぶ 起業家レポート
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆…
「空き家をとおしてコミュニティの再生を考える」
ＮＰＯ法人尾道空き家再生プロジェクト
代表理事 豊田 雅子

今回ご紹介する起業家は、空き家の再生事業を通して尾道市のコミュニ
ティ再生に取り組むＮＰＯ法人尾道空き家再生プロジェクトの豊田代表
です。
豊田代表は、結婚を機に故郷である尾道市に帰郷しましたが、そこで目
の当たりにした街の衰退に危機感を抱き、現在の事業を立ち上げました。
豊田代表に賛同する多くのボランティア、更には行政も巻き込み、事業
開始から５年間で１００人以上の移住に関与し、コミュニティ再生に向
けて着実な成果を上げておられます。
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_131127.pdf
(PDF ファイル 1.22MB)
…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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。
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<秋田県>>
日 時：平成 25 年 12 月 5 日(木)14:00～16:00
場 所：秋田県商工会館 7F 秋田商工会議所ホール 80
テーマ：女性のための創業セミナーIn 秋田
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<茨城県>>
日 時：平成 25 年 12 月 21 日(土)13:30～15:00
場 所：日立商工会議所会館 4F 会議室
テーマ：女性のための創業塾 特別セミナー
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<埼玉県>>
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 12 月 10 日(火)16:00～18:40
場 所：日本公庫 東京中央支店 4F
テーマ：第 2 回 創業支援フォーラム
産学連携～創業企業を中心に考える～

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<神奈川県>>
日 時：平成 25 年 12 月 12 日(木)～平成 26 年 3 月 13 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
『創業計画の立て方 ～金融機関から見たポイント～』
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<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 11 月 28 日(木)17:30～19:30
場 所：日本公庫 大阪支店 8F
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！～
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<広島県>>
日 時：平成 25 年 12 月 19 日(木)
場 所：ひろしんインキュベーションセンター B-スクエア
テーマ：第 24 回 創業応援サロン
起業家の登竜門
専門家の前で事業計画をプレゼンテーションしてみませんか？
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<徳島県>>
日 時：平成 25 年 11 月 30 日(土)～平成 25 年 12 月 7 日(土)
13:00～18:00
場 所：徳島経済産業会館(KIZUNA プラザ) 3F
テーマ：夢に挑戦！めざせ起業家！
とくしま創業塾
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<愛媛県>>
日 時：平成 25 年 12 月 13 日(金)18:00～19:30
場 所：まつやま経営交流プラザ
テーマ：創業セミナー
金融機関から見たビジネスプラン評価のポイント
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
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┃11┃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」11 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
２０５０年 日本の未来予想図
○論点多彩
超おひとりさま社会の消費傾向
ご興味のある方はぜひご覧ください。
小┃企┃業┃の┃経┃営┃指┃標┃２┃０┃１┃３┃の┃ご┃案┃内┃
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ━┛━┛
日本公庫 総合研究所の「小企業の経営指標 2013」が日本公庫ホームペ
ージに掲載されました。小企業の皆さまの決算データをもとに、収益性、
生産性などの指標値を集計したもので、創業計画書づくりなどにご利用
いただけます。ぜひ参考にしてみてください。
【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
…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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。
今回の「先人に学ぶ 起業家レポート」でご紹介しました「空き家をと
おしてコミュニティの再生を考える」はいかがでしたでしょうか？
豊田代表は、創業当初から取り組んできた空き家再生事業の実績を認め
られ、それまで尾道市が行っていた空き家のマッチング事業を 2009 年に
受託。実績が乏しかった同事業を立て直し、２年間で 35 件のマッチング
を実現しています。
人口減少社会に入り、多くの地方自治体にとってコミュニティの再生が
喫緊の課題となっていますが、その解決には行政の努力のみでは限界が
あります。今回の事例のように「民」の力を活用し、官民が一体となっ
て取り組むことが解決への近道となるのではないでしょうか。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
次回の配信は 2013 年 12 月 25 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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
発行：日本政策金融公庫 国民生活事業本部 創業支援室
日本公庫 ホームページ
http://www.jfc.go.jp/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Copyright(c) Japan Finance Corporation. All Rights Reserved.

