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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．３９☆ 
 
        ～ 失敗しない市場の選び方 ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 秋風が心地よく、あの猛暑がうそのように感じられる今日この頃ですが、 
 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． 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３回＞ 失敗しない市場の選び方 
    
 前回は「市場との架け橋のつくり方」についてご紹介しましたが、第３ 
 回のテーマは「失敗しない市場の選び方」です。 
  
 参入市場を選ぶ際のポイントについて、対象市場の競合状況と市場規模 
 の２つの観点から、事例を用いて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_130925.pdf 
  (PDFファイル 396KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「エネルギー・化学産業を“省エネ・高効率・コンパクト”に！ 
       ５００兆円のエネルギー・化学産業の１％を取りに行く」 
 
                      マイクロ波化学株式会社 
                     代表取締役社長 吉野 巌 
 
 今回は、電子レンジにも用いられているマイクロ波の技術を武器にエネ 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/mm_130925.pdf


 ルギー・化学産業へ進出する研究開発型ベンチャー、マイクロ波化学株 
  式会社の吉野社長をご紹介します。 
  
 吉野社長は米国留学を機に起業を志し、帰国後の平成２０年に商社勤務 
 時代の同僚の紹介で出会ったマイクロ波に関する技術シーズを元に当社 
 を設立しました。起業から５年を経た昨年には、製品の初出荷を果たし、 
 本年は大阪工場の建設を予定する等、いよいよ本格的な量産化の段階に 
 入ろうとしています。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_130925.pdf 
  (PDFファイル 718KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<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～ 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/genko_130925.pdf


 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 25年 10月 3 日(木)10:00～12:00 
 場 所：小金井市前原暫定集会施設 B会議室 
 テーマ：創業をカタチに 
     第 11 回ミニブルーム交流カフェ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 10月 8 日(火)13:30～16:50  
 場 所：女性就業支援センター 4F 第 1 セミナー室 
 テーマ：女性のための起業セミナー 
     ～好きなことを仕事に！夢をカタチにするコツ～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 10月 9 日(水)18:30～21:00  
 場 所：タワーホール船堀 4F 研修室 
 テーマ：創業支援セミナー 
     勝ち残るための起業の仕方と資金調達 
     ～起業して成功するために必要な経営のポイントとは～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 10月 11日(金)10:00～12:00  
 場 所：福生市商工会館 
 テーマ：創業をカタチに 
     第 12 回ミニブルーム交流カフェ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 25年 10月 5 日(土)10:00～17:00 
 場 所：(公財)横浜企業経営支援財団 大会議室 
 テーマ：シニア世代の起業講座 
     ～自分の経験や知識を生かす「起業」をお考えの方へ～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25年 10月 17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～』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<山梨県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 26日(木)18:00～20:30 
 場 所：甲府商工会議所 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
<<福井県>> 
 



 日 時：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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 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～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 25 年 10 月 9 日(水) 平成 25 年 10 月 16 日(水) 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 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 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！～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<鳥取県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 27日(金)14:00～17:00 
 場 所：鳥取商工会議所 5F 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<島根県>> 
 
 日 時：平成 25年 10月 11日(金)15:00～17:00 
 場 所：益田商工会議所 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 
 



 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<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 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 10月 8 日(火)18:00～20:00 
 場 所：下関市立中央図書館 4F 多目的室 
 テーマ：創業支援セミナー 
     ～創業(ゆめ)を形にするヒント！～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<香川県>> 
 
 日 時：平成 25年 9月 28 日(土) 平成 25年 10月 5日(土) 平成 25年 10月 12日
(土) 
 場 所：高松商工会議所 4F 401会議室 
 テーマ：2013 創業塾 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福岡県>> 
 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 
 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。 

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


 
 【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┃９┃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」９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  
  海外市場開拓に中小企業はどのように取り組むべきか 
  ―フランス現地調査の結果から― 
 ○新時代の創業 
  「小さな羽ばたき」が生み出す変革 
  
 ご興味のある方はぜひご覧ください。  
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html
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 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。 
 
 「先人に学ぶ 起業家レポート」でご紹介したマイクロ波化学株式会社 
 のような研究開発型のベンチャー企業は、所有する技術を事業化し、収 
 益を生むまでの間、開発費等のコストが積み重なり、資金不足に陥りが 
 ちです。この状態は「死の谷」といわれ、国内の製造業企業向けのアン 
 ケートでは、実に８割の企業がこの死の谷によって所有する技術の事業 
 化が阻まれていると回答しています。 
  
 死の谷を乗り越えるには資金調達先の確保が何より重要です。マイクロ 
 波化学株式会社も、公的助成制度や日本公庫の融資制度等をうまく活用 
 したことで、死の谷を乗り越えることができました。 
  
 起業に限りませんが、資金調達は事業運営に不可欠です。助成金や融資 
 に関する情報は日頃から収集するように心がけましょう。 
  
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2013年 10月 23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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