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 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 ～ 売れる仕組み作りプロセスマネジメント講座 ～ 

  



 営業コンサルティング会社による「売れる仕組みを作りのためのプロセスマネジメン 

ト」について、６回にわたってご紹介いたします。 

  

 今回のトピックは「目標達成をしている企業が実践していること」です。ここでは、 

目標達成している企業が行っている正しい行動計画の立て方についてご紹介します。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1406.pdf 

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

【2】景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ 事業者リポート編 ～ 

  

  今回は、外国人旅行者のおもてなしで人気の東京都台東区の老舗すき焼店を 

ご紹介します。 

  

【続きはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keikyo_watch_140618.pdf 

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

【3】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 

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

【4】セミナー・イベント情報 

  

 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！ 

 

★日本産農林水産物・食品の海外販路開拓商談会 

  「食品輸出商談会 at アグリフード EXPO東京/ 

        ジャパン・インターナショナル・シーフードショー」開催のご案内 

 

 ジェトロでは、2014 年 8 月の「アグリフード EXPO 東京 2014」および「ジャパン・イ

ン 

ターナショナル・シーフードショー」の会期に合わせ、食品輸出商談会を開催します。 

http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1406.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keikyo_watch_140618.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html


本商談会は、日本産食材の輸入に 強い関心をもつバイヤーを海外から招き、海外販路 

開拓に意欲のある食品関連企業・団体を対象として開催するものです。（農林水産省補 

助事業） 

 世界各国・地域からバイヤーが集まる機会ですので、海外への販路拡大をお考えの皆 

様は、是非ご参加ください。 

 

 ○開催日時：2014年 8月 20日（水）10：00～17：30 

          8月 21日（木） 9：30～12：00 

       ※事前予約制、商談時間は 1回 40分間。 

 ○開催場所：東京ビッグサイト 西 2ホール 

       http://www.bigsight.jp/index.html 

 ○参加バイヤー：欧州、アジア、中南米のバイヤー（輸入卸売業・小売業等）27社 

         ※外国人バイヤーとの商談には通訳がつきます（無料）。 

               

 ○対象者： 農林漁業者、農業法人、食品加工業者、流通(輸出)事業者等。 

  

 ○募集定員：100社・団体程度（予定） 

 ○申込締切：2014年 6月 26日（木）17：00まで（予定） ※締切厳守 

    

  ※掲載開始（5月 27日（火））以降、6月 5日（木）付で「海外バイヤー一覧」を 

   一部修正しました。詳細はホームページにてご確認ください。 

   【詳細、お申し込みはこちら↓】   

    http://www.jetro.go.jp/events/agrifood2014/ 

 

★「香港インターナショナルワイン&スピリッツフェア 2014」ジャパン・パビリオン 

  のご案内 

 ジェトロは香港にて開催されるアジア最大級の酒類専門見本市、「香港インターナ 

ショナルワイン＆スピリッツフェア 2014」において、ジャパン・パビリオンを設置 

・運営します。 

 酒類に関わる流通が活発化している香港市場への輸出・販路拡大の足がかりとなる 

機会ですので、是非出品をご検討ください。 

 尚、日本産酒類ジャパン・パビリオンのうち、清酒コーナーのみ日本酒造組合中央 

会との共催となります。 

 

《ジャパン・パビリオン概要》 

○会期：2014年 11月 6日（木曜）～11月 8日（土曜） 

http://www.bigsight.jp/index.html
http://www.jetro.go.jp/events/agrifood2014/


○開催地：香港 

○会場：香港コンベンション＆エキシビション・センター 

○主催：ジェトロ 

○「募集小間数：23小間 ※1社あたり 0.5小間（4.5平方メートル）（予定） 

          清酒コーナーのみ日本酒造組合中央会との共催 

○募集対象・企業数：約 46社 

○出品対象     ：香港で販売可能な日本産酒類    

 

○申込方法及び詳細 

 http://www.jetro.go.jp/events/item/20140522736/ 

  

○「申込締切：2014年 6月 30日（月曜）※応募書類必着 

 

【お問い合わせ先】 

 ＜ジャパン・パビリオンに関するお問い合わせ＞ 

  ジェトロ農林水産・食品事業課（担当：河野、酒井）  

  Tel：03-3582-5546 

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

【5】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。 

今回は、新たに制度拡充された「資本性ローン（挑戦支援資本強化特例制度）」を 

ご紹介します。 

 

★「資本性ローン（挑戦支援資本強化特例制度）」 

   

  ○ポイント 1 

   ご融資限度額を 2,000万円から 3,000万円に拡充いたしました。 

  ○ポイント 2 

   ご返済期間を 7年以上 10年以内から 15年以内に拡充いたしました。 

 

【「資本性ローン（挑戦支援資本強化特例制度）」について詳しく知りたい方はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/57.html 

 

【金利情報をご覧になりたい方はこちら↓】 

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

http://www.jetro.go.jp/events/item/20140522736/
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/57.html
http://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html


 

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。 

※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます。 

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

【6】「調査月報」6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」6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_1406.pdf 

 

※PDFファイルは約 6.2ＭＢ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 

  インバウンドの増加を経営に生かせ 

○論点多彩 

  多様化した環境に対応するための究極のリーダーシップ 

 

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 

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

【7】お知らせ 

 

★国民生活事業の情報配信サービス 

   

  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 

 配信サービス（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。 

  

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1406.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html


 【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 

    日本公庫ホームページの金利(国民生活事業)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 

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

【8】編集後記 

 

「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。 

  

 5月 25日、サッカー女子日本代表「なでしこ JAPAN」が、AFC女子アジアカップ初優

勝を果たしました。 

 そして、6月 13日、いよいよ 2014FIFAワールドカップ ブラジル大会が開幕しました。 

なでしこ JAPANのアジアカップ初制覇に続き、５大会連続本大会出場となるサッカー男子 

日本代表「SAMURAI BLUE」の活躍が期待されます。 

  

 これからも事業者のみなさまにとって参考となる情報をお届けできるよう、魅力ある 

コンテンツ作りに努めて参ります。 

  

 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。 

------------------------------------------------------------------------------ 

■「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 

■次回の配信は 2014年 7月 16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 

■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。 

http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_magazine.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_newinfo.html
https://krs.bz/kokukin/m/kokukin
http://www.jfc.go.jp/n/service/jigyousya-backnumber.html


 【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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