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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．４３☆ 
 
       ～ 時代が注目する「『売る』技術」 ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 あけましておめでとうございます。新春とはいえ厳しい寒さが続いており 
 ますが、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！アイディアの作り方」 
 
                    株式会社アイディアポイント 
                     代表取締役社長 岩田 徹 
 
 ＜第１回＞ 時代が注目する「『売る』技術」 
    
 今月から、新規事業開発・新商品開発のコンサルタントとして活躍して 
 おられる株式会社アイディアポイントの岩田徹先生をお迎えして、売れ 
 るアイディアの作り方について、６回にわたって発信していきます。 
  
 第１回のテーマは“時代が注目する「『売る』技術」”です。営業担当 
 者だけが身につければよいと思われがちな「売る技術」ですが、岩田先 
 生は経営者や起業家に必須のスキルであると主張されています。今なぜ 
 売る技術が求められるのか？その理由について、分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/uru_140122.pdf 
  (PDF ファイル 333KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「新興国向けの中古車輸出事業で急成長」 
 
                   株式会社ＥＮＧ 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_140122.pdf


                   代表取締役社長 牧野 新一郎 
 
  今回ご紹介する起業家は、マレーシアなど、おもにアジアの新興国向け 
 の中古車輸出を手がける株式会社ＥＮＧの牧野社長です。 
 
 牧野社長は大学在学中に起業を志しますが、当時は事業計画も固まって 
 おらず、経営に関する知識や資金、人脈なども不足していたため、やむ 
 なく断念します。しかし、それから４年後に起業を果たすと、わずか２ 
 期目にして年商 26億円を実現するなど、急成長を遂げておられます。 
 わずかな期間で起業と成功を実現した秘訣とは何か？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/senzin_140122.pdf 
  (PDF ファイル 1485KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<北海道>> 
  
 日 時：平成 26年 2月 18日(火)～平成 26年 3月 5日(水) 全 5回  
     18:30～21:00 
 場 所：札幌市産業振興センター 
 テーマ：さっぽろソーシャルビジネス起業塾 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<埼玉県>> 
 
 日 時：平成 26年 2月 1日(土)13:00～17:00 
 場 所：日本公庫 熊谷支店 国民生活事業 
 テーマ：創業フォローアップセミナー 
     『創業後の経営課題にアドバイス!』 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 2月 5日(水)14:00～17:00  
 場 所：新都心ビジネス交流プラザ 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
  
 <<長野県>> 
 
 日 時：平成 26年 2月 13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：夢をかなえる経営支援セミナー 
     『創業者の道、後継者の道』 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 2月 17日(月)14:00～17:00  

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_140122.pdf


 場 所：日本公庫 松本支店 国民生活事業 
 テーマ：夢をかなえる経営支援セミナー 
     『創業者の道、後継者の道』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊ 
 
<<東京都>> 
 
 日 時：平成 26年 1月 22日(水)10:00～12:00 
 場 所：武蔵野商工会館 4F 市民会議室ゼロワンホール 
 テーマ：創業をカタチに 
     第 17回ミニブルーム交流カフェ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 1月 30日(木)10:30～12:30  
 場 所：イオンモールむさし村山 1F ノースコート 
 テーマ：創業をカタチに 
     第 18回ミニブルーム交流カフェ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 2月 10日(月)14:00～17:00  
 場 所：日本公庫 東京中央支店 国民生活事業 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 2月 22日(土) 平成 26年 2月 23日(日) 全 2回  
 場 所：日本公庫 東京中央支店 
 テーマ：創業塾 平成 26 年 2月コース 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 26年 2月 5日(水)13:30～17:30  
 場 所：かながわコミュニティカレッジ 講義室 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：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～』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<静岡県>> 
  
 日 時：平成 26年 1月 23日(木) 平成 26年 1月 30日(木) 平成 26年 2月 6日(木) 
          18:30～20:30 
 場 所：ペガサート(B-nest) 7F 小会議室 1 
 テーマ：創業塾 
     ～失敗しない創業のルール～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 26年 2月 15日(土)14:00～16:00 
 場 所：岡崎市立中央図書館 3F 会議室 
 テーマ：創業・経営支援セミナー 
     １年目から黒字経営が実現する顧客獲得の方法 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
  
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 26年 1月 24日(金)17:30～19:30 



 場 所：日本公庫 大阪支店 8F 
 テーマ：第 4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！～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 2月 3日(月)15:00～18:10 
 場 所：日本公庫 大阪支店 8F 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<島根県>> 
  
 日 時：平成 26年 2月 2日(日)14:00～16:00 
 場 所：島根県立図書館 1F 集会室 
 テーマ：県立図書館経営力向上セミナー 
     『営業担当者の力量に限らない新規開拓営業の手法』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<山口県>> 
  
 日 時：平成 26年 1月 25日(土)13:30～16:00 
 場 所：山口情報芸術センター(YCAM) スタジオ C 
 テーマ：図書館セミナー 
     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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<徳島県>> 
  
 日 時：平成 26年 1月 28日(火)13:00～15:00 
 場 所：四国大学 共通講義棟 R202 講義室 
 テーマ：平成 25 年度 第 2回 創業・経営応援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福岡県>> 
  
 日 時：平成 26年 1月 31日(金)14:00～15:30 
 場 所：福岡市職員研修センター 405 研修室 
 テーマ：ソーシャルビジネス入門セミナー 
     ～法人設立や資金調達について学ぼう!～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<佐賀県>> 
  
 日 時：平成 26年 1月 27日(月)～平成 26年 1月 30日(木) 
     14:00～17:00 
 場 所：※開催日により異なります 
     【1月 27日】伊万里会場 【1月 28日】武雄会場 
     【1月 29日】佐賀会場   【1月 30日】唐津会場 
 テーマ：高収益を実現するインターネットを使った販路拡大 3つの秘策セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<宮崎県>> 
  
 日 時：平成 26年 2月 13日(木)14:00～16:30 
 場 所：宮崎県立図書館 
 テーマ：女性のための創業応援セミナー 
     周りから応援される人になる! 



     ～愛されながら夢を叶える 3つの方法～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 最新のセミナー情報はこちらから 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html 
 
 
 休┃日┃創┃業┃相┃談┃の┃ご┃案┃内┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
  
 日本公庫国民生活事業の東京・名古屋・大阪の各ビジネスサポートプラザ 
  では、創業をお考えの方等を対象に完全予約制で休日相談（祝日を除く） 
  を行っております。お勤めの方など、平日に来店が困難な皆さまのご利用 
 をお待ちしています！ 
  
 【詳細はこちら↓】 
  http://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/yakan_soudan_info.html 
 
 【インターネットからのご予約はこちら↓】 
  https://www.k.jfc.go.jp/sinkikaigyou/shinkipost_c.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┃１┃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」１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  
  越境ＥＣの可能性とリスク 
 ○論点多彩 
  中小製造業と顧客のビジネス・プロセス 
  ―新たな付加価値の発見に向けて― 
  

http://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/yakan_soudan_info.html
https://www.k.jfc.go.jp/sinkikaigyou/shinkipost_c.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


 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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
 
 今回から連載がスタートしました「こんな時代に『売る』技術」の第８弾 
 「売れる！アイディアの作り方」はいかがでしたか。 
 
 全ての起業は経営者のアイディアからスタートします。アイディアが商品 
 やサービスとして具現化し、消費者に受け入れられることで初めて事業が 
 成立しますが、事業を継続していくには、刻々と変化する時代のニーズを 
 捉え、常に新しいアイディアを再生産していくことが必要不可欠です。 
 起業前そして起業後にも役立つ売れるアイディアの作り方について、これ 
 から６回にわたって連載していきます。どうぞご期待ください！ 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2014年 2月 26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/earthquake/index.html
https://krs.bz/kokukin/m/enquete
https://krs.bz/kokukin/m/merumaga-kaijyo
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