
◇◇◇・‥‥……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……… 

                             2013年 8月 21日 

                      

       ◆日本公庫 事業者サポートマガジン 第 27号 ◆ 

 

 経営お役立ち情報：お金をかけなくてもお客さま（受注）が増える 

          小さな会社の営業方法 

                     

       Produced by 日本政策金融公庫 国民生活事業 

 

・‥‥…━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━……‥‥・◇◇◇ 

 

 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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【1】経営お役立ち情報 ～ お金をかけなくてもお客さま（受注）が増える 

                 小さな会社の営業方法 ～ 

  

 ５月から１０月まで６回に渡り、「小さな企業でもできる『費用をかけない販路 

開拓』」をテーマに、経営コンサルタントがみなさんの質問にお応えするコーナーです。 

今回は第４回目です。 

  

 今回ご紹介するのは、「既存顧客へのフォローによる営業方法」です。 

ザイアンスの法則によれば、人は繰り返し接することで好感度や印象が強く残る効果が 

あるとのことです。営業ツールとしてのチラシを実例に、既存顧客との信頼関係を築く 

方法をご紹介します。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/kei_qa_1308.pdf 

─────────────────────────────────────── 

【2】経営最前線 ～ 本業を通じた地域社会への貢献 ～ 

 

  今回ご紹介するのは、新たなサービスを開始して不採算店を立て直すだけでなく、 

人を活かし育てることで社会貢献を果たしている企業の事例です。 

同社の取組は、地域貢献を志す多くの企業にとって見本になるはずです。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/keieisaizensen_130821.pdf 

─────────────────────────────────────── 

【3】経営アドバイス 

   

 今回は、インターンシップを活用した被災地のホテル再生・復興と地域 

活性化の事例について旅行代理店に伺いました。 

http://www.jfc.go.jp/kei_qa_1308.pdf
http://www.jfc.go.jp/keieisaizensen_130821.pdf


 

【続きはこちら↓】 

   http://www.jfc.go.jp/keiei_advice_130821.pdf 

───────────────────────────────────────  

【4】景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ 事業者リポート編 ～ 

   

 今回は、平成２４年度第１回京都女性起業家賞の京都府知事賞優秀賞及び日本政策 

金融公庫グッドプラン賞を受賞された飲食店をご紹介します。 

 

【続きはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/keikyo_watch_130821.pdf 

─────────────────────────────────────── 

【5】景況Ｗａｔｃｈ(2) ～ 全国小企業月次動向調査結果 ～  

 

 日本公庫 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。 

 

【続きはこちら↓】 

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

─────────────────────────────────────── 

【6】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！ 

  

★「経営革新セミナーin大阪」 

       

      承認されると様々なメリットがある経営革新計画の仕組みや審査のポイント、 

    日本公庫の融資制度をご紹介いたします。 

    

    また、セミナーの後には個別の相談会も開催します。参加料は無料です。 

 

  ≪大阪府≫ 

    ・日 時：平成２５年８月２８日（水） １５：３０～１８：３０ 

    ・場 所：日本政策金融公庫 大阪支店８Ｆ会議室 

    

   【申込・問合せ先はこちら↓】 

http://www.jfc.go.jp/keiei_advice_130821.pdf
http://www.jfc.go.jp/keikyo_watch_130821.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html


   http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar130809d.pdf 

 

     上記以外にも全国で様々なセミナー等を開催しています。 

   【詳しくはこちら↓】 

    http://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html 

────────────────────────────────────── 

【7】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。 

  

★「経営環境変化資金（セーフティネット貸付）」 

 

   売上が減少するなど、業況が悪化している方がご利用いただける融資制度です。 

  平成２４年度補正予算成立に伴い、制度内容を拡充しました。 

 

＜拡充内容＞ 

    借入負担が重く経営の改善を迫られている方であって、認定経営革新等支援機関(※) 

  または日本公庫の経営指導や助言等を受けて事業計画を策定する方には、基準利率から 

  0.4％利率を引き下げます。                                                      

   

  (※)認定経営革新等支援機関とは、中小企業新事業活動促進法に基づく認定支援機関 

     （税理士、公認会計士、中小企業診断士等）をいいます。 

   詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。 

 

【「経営環境変化資金」について詳しく知りたい方はこちら↓】 

    http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html 

 

★「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。   

 

http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar130809d.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html


  また、生活衛生同業組合等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、 

  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 

（振興事業サポートローン（振興事業促進支援融資制度））。  

 

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

   http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/33_shinkojigyo_m.html 

──────────────────────────────────────── 

【8】トピックス 

  

★ UR都市機構（ビジネス・ロケーション・サイト）のご案内 

  

    事業用地をお探しの企業のみなさまへ、UR都市機構の事業用地のご案内です。 

  同機構では、事業用地購入に役立つ情報をお届けするメールマガジンを配信して 

   おります。同機構メールマガジンのご登録は、ホームページの中の「資料請求」にて 

   承っております。 

  

 【UR都市機構（ビジネス・ロケーション・サイト）のホームページはこちら↓】 

  http://business.ur-net.go.jp/index.asp 

 

★ 団体信用生命保険のご案内 

   

   日本公庫（国民生活事業）から事業資金（経営改善貸付、生活衛生改善貸付など 

   一部の融資制度を除く）の融資を受けられる個人事業主または小規模企業法人が、 

   任意で加入できる保険です。 

 

 【公益財団法人公庫団信サービス協会のホームページはこちら↓】 

  http://www.dansin.or.jp/danshin_1/index.html 

 

★ 吹田市企業誘致推進事業のご案内 

 

    吹田市では今年度から、更なる市内産業の振興を図るために、新たな企業の進出や 

   既存企業の事業拡大等に対して、税制優遇措置や奨励金、補助金の交付など様々な 

   支援策を展開しています。是非積極的にご活用ください！ 

 

 【吹田市企業誘致推進事業についてのホームページはこちら↓】 

http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/33_shinkojigyo_m.html
http://business.ur-net.go.jp/index.asp
http://www.dansin.or.jp/danshin_1/index.html


   

http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-machisangyou/chiikikeizai/_57561.html 

 

★ 新刊のご案内 

 

     日本公庫 総合研究所から、中小企業の経営工夫事例をとりまとめた書籍が発行 

   されました。 

 

  『プラスαの経営―事例に学ぶ 中小企業が付加価値を高める方法―』 

 

   経営環境が厳しさを増すなかで、中小企業が競争力を高める方法の一つは、 

   効率的に顧客が求める価値ある商品・サービスを生み出すことです。本書では、 

  「既存の商品・サービス＋α」により、こうした取り組みを実践する 12社の事例と 

   そのポイントを紹介しています。 

 

 【詳しくはこちら↓】 

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

 

──────────────────────────────────────── 

【9】「調査月報」８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」８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_1308.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  

 中小企業の海外直接投資の現状 

○東日本大震災と中小企業 

 小売業に進出し地域と交わる 

 

ご興味のある方はぜひご覧ください。 

 

http://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-machisangyou/chiikikeizai/_57561.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/toshoj.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1308.pdf


【バックナンバーはこちら↓】  

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

──────────────────────────────────────── 

【10】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 9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/n/service/jigyousya-backnumber.html 

──────────────────────────────────────── 

【11】読者アンケート 

  

 「事業者サポートマガジン」では、読者のみなさまのご意見・ご感想をお待ちして 

います。よりよい誌面作りのために、みなさまの声をお聞かせください！ 

 

【ご回答はこちら↓】 

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

──────────────────────────────────────── 

【12】編集後記 

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


  

  「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。 

  

 今回、景況Watch(1)事業者リポート編でご紹介した「SOBA Cafe.さらざん」の 

橋本さんは、自身のカフェ経営だけにとどまらず、消費者・加工者・生産者がともに 

豊かになり、農業の振興、特に休耕地の活用を促進することで、日本を元気にして 

いきたいという大きな目標をお持ちでした。橋本さんのような女性経営者ならではの 

オリジナルで新しいアイデアが、地域の活性化を後押し、ひいては日本を明るくして 

いくのではないでしょうか。 

  

 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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