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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．３８☆ 
 
        ～ 市場との架け橋のつくり方 ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 残暑厳しいおり、暑気あたりで夏バテ気味のこのごろですが、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． 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 
 ７． 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２回＞ 市場との架け橋のつくり方 
    
 前回は「成功する事業と失敗する事業のたった１つの差」についてご紹 
 介しましたが、第２回のテーマは「市場との架け橋のつくり方」です。 
  
 事業を成功に導く販路開拓の第一歩となる市場へのアプローチ手法につ 
 いて、３つのＳＴＥＰに分け、わかりやすく解説されています。 
  
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_130828.pdf 
  (PDFファイル 242KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「“エシカルジュエリー”で世界の子どもたちの笑顔を取り戻したい」 
 
                       株式会社ＨＡＳＵＮＡ 
                      代表取締役 白木 夏子 
 
 今回は、人や社会、環境に配慮したこだわりの原料を使用したオリジナ 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_130828.pdf


 ルジュエリーの企画・製造・販売を通じて、貧困問題の解決に取り組む 
 社会起業家、株式会社ＨＡＳＵＮＡの白木社長をご紹介します。 
  
 白木社長は、短大在籍時に聴講した講演をきっかけに貧困問題に関心を 
 持ち、英国留学、国際機関での勤務等を経て、貧困問題の解決の手段と 
 して起業を決意。２７歳で事業を立ち上げました。開業直後に直面した 
 資金調達や販路開拓等の多くの課題を乗り越え、現在は東京都と愛知県 
 で２店の直営店を構え、順調に事業を拡大しています。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_130828.pdf 
  (PDFファイル 860KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<青森県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 6 日(金)14:00～17:00 
 場 所：青森商工会議所 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岩手県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 25日(水)14:00～17:00 
 場 所：盛岡商工会議所 3F会議室 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<秋田県>> 
 
 日 時：平成 25年 10月 1 日(火)13:30～17:00 
 場 所：秋田商工会議所 7Fホール 80 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<山形県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 9 日(月)14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 山形支店(国民生活事業) 
 テーマ：夢をかなえる創業支援セミナー 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_130828.pdf


     ～創業支援専門家が教える確かな創業プラン作り～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福島県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 12日(木)14:00～17:00 
 場 所：いわき市労働福祉会館 
 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～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 13日(金)13:30～16:30 
 場 所：郡山市労働福祉会館 
 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～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 13日(金)14:00～17:00 
 場 所：福島商工会議所 会議室 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<茨城県>> 
 
 日 時：平成 25年 8月 28日(水)14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 水戸支店(国民生活事業) 3F会議室 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<栃木県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 25日(水)13:30～16:30 
 場 所：とちぎ男女共同参画センター 研修室 301 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<群馬県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 20日(金)18:00～21:00 
 場 所：ジョイハウス 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<埼玉県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 7 日(土)13:00～17:00 
 場 所：戸田市起業支援センター 会議室 
 テーマ：創業支援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<新潟県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 12日(木)14:00～17:00 
 場 所：新潟商工会議所 大会議室 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<長野県>> 
 
 日 時：平成 25年 10月 10日(木)14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 長野支店(国民生活事業) 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 7 日(土)14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 東京中央支店 4F 
 テーマ：第 1回創業支援フォーラム 
     夢を追いかけ夢をかなえる 
     ～今日からスタート 創業(ゆめ)をカタチに～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 10日(火)9:30～11:30 
 場 所：タウンキッチンくみはち 
 テーマ：創業をカタチに 
     第 9回ミニブルーム交流カフェ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 12日(木)18:30～20:30 
 場 所：耕心館 
 テーマ：創業をカタチに 
     第 10 回ミニブルーム交流カフェ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<千葉県>> 
 
 日 時：平成 25年 8月 28日(水)18:00～20:30 
 場 所：船橋商工会議所 
 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～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 8月 29日(木)18:00～20:45 
 場 所：松戸商工会館 本館 4F 会議室 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 25年 8月 31日(土)9:45～11:45 
 場 所：湘南 NDビル 7F ミーティングルーム 1 
 テーマ：藤沢商工会議所 
     創業スタートアップセミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 4 日(水)17:00～20:00 
 場 所：小田原箱根商工会議所 地下 1F 第一会議室 
 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～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 4 日(水)18:00～21:00 
 場 所：川崎商工会議所 2F 会議室 
 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～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 11日(水)14:30～17:00 
 場 所：日本公庫 厚木支店(国民生活事業) 
 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～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9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 
     『飲食店成功への道 ～創業事例から学ぶ～』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<石川県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 25日(水)18:30～21:00 
 場 所：加賀商工会議所 3F 会議室 
 テーマ：かが創業応援セミナー 
     ～夢へ向かって確かな一歩～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 26日(木)～平成 25年 12月 1日(日) 全 6回 
 場 所：【第 1回、第 3回～第 6回】近江町交流プラザ 4F 集会室 
     【第 2回】ITビジネスプラザ武蔵 5F 研修室 1 
 テーマ：事例から学ぶ、地域を元気にするための 
     「ビジネス起業塾」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
<<福井県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 12日(木) 平成 25年 9月 26日(木) 
     18:30～21:30 
 場 所：鯖江商工会議所 2F 会議室 B 
 テーマ：創業塾 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岐阜県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 3 日(火)14:00～16:30 
 場 所：岐阜商工会議所 
 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～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 11日(水)16:00～19:00 
 場 所：多治見市産業文化センター 4F 研修室 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<静岡県>> 
 
 日 時：平成 25年 8月 31日(土)13:30～17:00 
 場 所：静岡商工会議所 静岡事務所 4F 会議室 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 



 
 日 時：平成 25年 9月 7 日(土)13:30～16:10 
 場 所：名古屋商工会議所 3F 第 1会議室 
 テーマ：あなたのチャレンジを応援します！！ 
     『小売業』創業支援セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 19日(木)14:00～16:45 
 場 所：日本公庫 名古屋支店 
 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～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 24日(火)14:00～16:10 
 場 所：ウィルあいち 2F 
 テーマ：あいち女性創業支援セミナー 
     女性が起業で成功する秘訣 
     ～すぐできる「事業計画書」のつくり方～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 28日(土)13:30～16:10 
 場 所：名古屋商工会議所 3F 第 1会議室 
 テーマ：あなたのチャレンジを応援します！！ 
     『飲食・サービス業』創業支援セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 10月 9 日(水)14:00～16:10 
 場 所：ウィルあいち 2F 
 テーマ：あいち女性創業支援セミナー 
     「お手本」から学んで女性起業家をめざす！ 
     ～事業のつまずきポイントを回避するコツ～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<三重県>> 
 
 日 時：平成 25年 8月 31日(土)14:00～17:00 
 場 所：津商工会館 丸之内ホール 
 テーマ：創業支援セミナー 
     専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 14日(土) 平成 25年 9月 21日(土) 平成 25年 9月 28日(土) 
     13:00～17:00 
 場 所：日本公庫 津支店 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 25年 8月 28日(水)17:30～20:00 
 場 所：日本公庫 京都支店 5F会議室 
 テーマ：創業・経営セミナー 
     創業補助金を活用して創業しよう！ 
     ～今、補助金 200万円を得て、創業するチャンス～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 8月 30日(金)13:30～17:10 
 場 所：TKC近畿京滋会 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 3 日(火)14:00～17:00 



 場 所：大同生命神戸ビル 7F 
 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～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 28日(土)13:00～15:00 
 場 所：兵庫県立図書館 1F 第 2研修室 
 テーマ：起業支援セミナー 
     『起業への第一歩～失敗しないために準備しておくこと～』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 11日(水)16:00～18:50 
 場 所：日本公庫 大阪支店(国民生活事業) 
 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～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 27日(金)17:30～19:15 
 場 所：日本公庫 大阪支店 8F 
 テーマ：『第 2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！～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<島根県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 10日(火)14:00～16:30 
 場 所：島根県民会館 307会議室 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岡山県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 26日(木)14:00～17:00 
 場 所：サンピーチ OKAYAMA 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 3 日(火)17:00～19:00 
 場 所：世羅町商工会 大研修室 
 テーマ：地域活性化セミナー 
     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 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 日 時：平成 25年 9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 23 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？ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 25日(水)18:00～20:00 
 場 所：福山商工会議所 102会議室 
 テーマ：地域活性化セミナー 
     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 
 



 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<山口県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 17日(火)14:00～17:00 
 場 所：TKC山口 SCGセンター 研修室 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<徳島県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 19日(木)13:30～17:00 
 場 所：ふれあい健康館 2F 第 1会議室 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<高知県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 2 日(月)18:00～20:30 
 場 所：日本公庫 高知支店 2F 会議室 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福岡県>> 
 
 日 時：平成 25年 8月 28日(水) 平成 25年 8月 30日(金) 
     15:00～17:00 
 場 所：【8月 28日(水)】日本公庫 北九州支店 
     【8月 30日(金)】日本公庫 福岡支店 
 テーマ：創業するなら今！チャンスをつかむ、 
     創業補助金活用セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 日 時：平成 25年 9月 25日(水)14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 北九州支店(国民生活事業) 2F 会議室 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<佐賀県>> 
 
 日 時：平成 25年 8月 29日(木)15:00～17:00 
 場 所：日本公庫 佐賀支店 
 テーマ：創業するなら今！チャンスをつかむ、 
     創業補助金活用セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 12日(木)18:00～19:50 
 場 所：佐賀県立図書館 1F 会議室 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<長崎県>> 
 
 日 時：平成 25年 8月 29日(木)16:30～19:00 



 場 所：長崎市立図書館 1F 新興善メモリアルホール 
 テーマ：成功するための創業応援セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 2 日(月)15:00～17:00 
 場 所：日本公庫 佐世保支店 
 テーマ：創業するなら今！チャンスをつかむ、 
     創業補助金活用セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<熊本県>> 
 
 日 時：平成 25年 8月 28日(水)15:00～17:00 
 場 所：温泉プラザ山鹿 3F ホール 
 テーマ：創業するなら今！チャンスをつかむ、 
     創業補助金活用セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 3 日(火)14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 熊本支店 6F 会議室 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<鹿児島県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 5 日(木) 平成 25年 9月 6日(金) 
     15:00～17:00 
 場 所：【9月 5日(木)】日本公庫 鹿屋支店 
     【9月 6日(金)】日本公庫 川内支店 
 テーマ：創業するなら今！チャンスをつかむ、 
     創業補助金活用セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 9月 7 日(土)14:00～17:00 
 場 所：ソーホーかごしま 会議室 A 
 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 

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


  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┃８┃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」８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  
 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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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 
 等の情報を不定期でお伝えしております。 
  
 今回ご紹介するのは「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）」です。  
  
 創業補助金は、これから創業をする方等を応援する国の事業です。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。 
 過去２回の募集では２４５９件の補助金の交付先が決定しており、次回 
 募集は９月中に開始予定となっています。 
 （※補助対象の類型により異なります） 
  
 補助金の申請にあたっては、国から認定を受けた経営革新等支援機関に 
 よる事業計画の策定から実行までの支援を受けることが必要です。ご関 
 心のある方は、補助金の受付窓口である地域事務局やお近くの経営革新 
 等支援機関へ相談してみてはいかがでしょうか？ 
  
 地域事務局や補助金の詳細情報、今後の募集予定等はこちら 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html 
 
 経営革新等支援機関についてはこちら 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/ 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ５．東日本大震災に関する特別相談窓口 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 

http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
http://www.smrj.go.jp/utility/offer/075939.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/


 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。 
 
 「先人に学ぶ 起業家レポート」でご紹介した株式会社ＨＡＳＵＮＡの 
 白木社長のような社会起業家が、近年注目されています。社会起業家と 
 は社会の課題を事業により解決する起業家のことで、行政等で対応でき 
 ない社会的課題解決の担い手としての役割が期待されています。 
 
 一方で、社会起業家の多くが、社会性と収益性の両立で苦労しており、 
 実際に白木社長も開業直後から様々な困難に直面されています。そうし 
 た困難を乗り越える際の解決手段（「プロボノ」の活用など）や思考方 
 法（「いい意味での鈍感力」と表現されています）は社会起業家のみな 
 らず、あらゆる起業家、経営者にとって示唆に富んだ内容となっていま 
 す。皆さまの今後の事業運営にご活用いただけたら幸いです。 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2013年 9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 
 
 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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