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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．４６☆ 
 
       ～ 顧客がまだ見たことのない価値を探す ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 うららかな春から初夏の気配も感じるこの頃、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 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━… 
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 ４． 東日本大震災に関する特別相談窓口 
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 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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４回＞ 顧客がまだ見たことのない価値を探す 
       ～エスノグラフィーのすすめ～ 
  
 前回は“情報収集とセレンディピティ”についてご紹介しましたが、第 
 ４回のテーマは“顧客がまだ見たことのない価値を探す”です。 
  
 岩田先生は、売れるアイディアは顧客の無意識のニーズから発見しなけ 
 ればならないと主張され、その際の有効な手法である「ビジネスエスノ 
 グラフィー」の進め方について、具体例を交えながら分かりやすく解説 
 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_140423.pdf 
  (PDF ファイル 350KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「手話のインフラをつくりたい」 
 
                        株式会社シュアール 
                代表取締役社長兼ＣＥＯ 大木 洵人 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_140423.pdf


 
  今回ご紹介する起業家は、手話の遠隔通訳サービス等の提供を通じて、 
 手話インフラの構築に取組んでおられる株式会社シュアールの大木社長 
 です。 
 
 大木社長は、大学在学中に起業し、聴覚障害者とそうでない方が共存で 
 きる社会の構築に向け、商品開発や別のＮＰＯ法人を介したサービスの 
 提供等、様々な角度からの取組みを進めておられます。 
 若き社会起業家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_140423.pdf 
  (PDF ファイル 1.53MB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<宮城県>> 
  
 日 時：平成 26年 5月 24日(土)14:00～18:00 
 場 所：AER30F TKP ガーデンシティ仙台 カンファレンスルーム C 
 テーマ：若者向けビジネスセミナー 
     ～革新を起こそう！ 
         既成概念にとらわれない創造的な新規事業の考え方～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 26年 4月 26日(土)10:00～12:00 
 場 所：調布市市民プラザあくろす あくろすホール 
 テーマ：創業をカタチに 
     第 44回ミニブルーム交流カフェ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 26年 5月 10日(土)14:00～18:00 
 場 所：日本公庫 名古屋支店 
 テーマ：若者向けビジネスセミナー 
     ～革新を起こそう！ 
         既成概念にとらわれない創造的な新規事業の考え方～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
<<京都府>> 
 
 日 時：平成 26年 5月 20日(火)14:00～16:00 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_140423.pdf


 場 所：日本公庫 京都支店 5F 会議室 
 テーマ：インターネット活用販路開拓セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 26年 5月 17日(土)14:00～18:00 
 場 所：ブリーゼタワー 8F 
 テーマ：若者向けビジネスセミナー 
     ～革新を起こそう！ 
         既成概念にとらわれない創造的な新規事業の考え方～ 
     
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 26年 5月 31日(土)14:00～18:00 
 場 所：広島マツダビル 3F 
 テーマ：若者向けビジネスセミナー 
     ～革新を起こそう！ 
         既成概念にとらわれない創造的な新規事業の考え方～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 6月 1日(日)13:30～16:30 
 場 所：広島商工会議所 1F 101 号会議室 
 テーマ：新規創業応援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<長崎県>> 
 
 日 時：平成 26年 5月 14日(水)15:00～17:30 
 場 所：長崎商工会議所 2Fホール 
 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 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 5月 15日(木)15:00～17:30 
 場 所：諫早商工会議所 3F 大ホール 
 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 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 5月 16日(金)15:00～17:30 
 場 所：九州ひぜん信用金庫 佐世保営業部 3Fホール 
 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 
      
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 
 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６つのビジネスサポートプラザ（札幌・仙台・東京 
 ・名古屋・大阪・福岡）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、平日の来店が困難な皆さまのご利用をお待ちしています！ 
  

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


 【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┃４┃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」４月号が発行されました。  
 
 【内容はこちら↓】  
 https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1404.pdf 
 
 今月号の主な記事は…  
 ○調査リポート 
  女性起業家の実像と意義 
  ―「2013 年度新規開業実態調査（特別調査）」から― 
 ○中小企業の女性経営者の課題とは 
  中小企業の女性経営者の実態 
 
 ご興味のある方はぜひご覧ください。  
 
 【バックナンバーはこちら↓】  
  http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.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。 
 

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
https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1404.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html


 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」はいかがでしたでしょうか。 
 ご紹介した大木社長は、２０代半ばにして世界的な団体から「未来を担 
 うリーダー」に選出されるなど、その取組みは世界的にも高い評価を受 
 けておられます。 
 
 ＮＰＯ法人ＥＴＩＣの調査によると、２０～３０代における社会起業家 
 やソーシャルビジネスに関する認知度は６割を超え、若年層における高 
 い関心が示されています。大木社長に続く、次世代を担う若手社会起業 
 家の登場が期待されます。 
  
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2014年 5月 28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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