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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】トピックス 

 

★「平成 26年度おもてなし経営企業選」を実施します 

 

  経済産業省は、「おもてなし経営を実践し、サービスの高付加価値化や差別化を実現 

する企業」を選出・公表する「おもてなし経営企業選」を実施します。 

  

  応募日程・申し込み方法、詳細については今後随時ホームページに掲載していきます。 

「おもてなし経営企業選ホームページ」 

  http://omotenashi-keiei.go.jp 

 

お問い合わせ先 

 経済産業省 商務情報政策局 サービス政策課 

 担当：上山、井上 

 TEL:03-3580-3922 

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

【2】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「御用聞き営業からの脱却！インターネットに打ち勝つ「営業」へ」 

です。ここでは、「ソリューション営業（課題解決型営業）」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_1408.pdf 

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

【3】経営アドバイス 

  

  今回は、創業にあたっての立地の見極め方、選び方について、美容室やクリニック 

などの店舗出店支援事業を展開する、アークフィール株式会社の崎元代表取締役社長 

にお話を伺いました。 

  

http://omotenashi-keiei.go.jp/
http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1408.pdf


【続きはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keiei_advice_140820.pdf 

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

【4】景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ 事業者リポート編 ～ 

  

  今回は「震災復興特集」として、東日本大震災発生当時の状況や営業再開までの経緯 

などについて、宮城県石巻市の寿司店にお話を伺いました。 

  

【続きはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keikyo_watch_140820.pdf 

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

【5】景況Ｗａｔｃｈ(2) ～ 全国小企業月次動向調査結果・ 

                    中小企業景況調査結果 ～  

 

  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・全国中小企業動向 

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 

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

【6】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！ 

 

★「社会起業家育成のプロフェッショナルが教えるソーシャルビジネスセミナー」 

 

 地域で社会的課題を解決し、安定的かつ継続的な雇用を創出するいわるゆソーシャルビ 

ジネスを支援するために、数多くの社会起業家を育てた専門家の講演及びソーシャルビジ 

ネス支援機関の施策・事業説明を開催します。 

 

＜福岡県＞ 

・日時：平成 26年 9月 25日（木）14：00～17：00 

・場所：北九州国際会議場 11会議室（北九州市小倉北区浅野 3-9-30） 

・主催：日本政策金融公庫 九州広域営業推進室 

・共催：北九州市 

http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keiei_advice_140820.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keikyo_watch_140820.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html


・後援：九州経済産業局（地域経済部地域経済課）、福岡県 

 

【申込・問い合わせ先はこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar140808n.pdf 

 

★「初めての海外進出 海外投資実務講座」を開催します 

 

 ジェトロでは、初めて海外進出を検討される中小企業（主に製造業）の皆様を対象に、 

海外進出に必要な基礎的なノウハウ、情報などを提供する実務講座を開催いたします。 

海外進出をお考えの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

日 時： 2014年 8月 27日（水）、28日（木）の 2日間 

 

     ・一日目 8月 27日（水） 10時 00分～18時 00分  

 

     ・二日目 8月 28日（木） 10時 00分～16時 15分 

 

会 場： ジェトロ本部（東京）5階 ABCD会議室（東京都港区） 

 

参加費： 一般 35,000円、ジェトロ・メンバーズ（農水会員含む）20,000円 

 

     （※1社複数名でご参加される場合、2名様以降の方の割引あり） 

 

定 員: 80名（先着順） 

 

【詳しくは、以下のサイトをご覧ください。】 

 http://www.jetro.go.jp/events/item/20140711830/ 

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

【7】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「経営改善貸付（マル経融資）」をご紹介します。 

 

★「経営改善貸付（マル経融資）」 

   

  ○ポイント１ 

http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar140808n.pdf
http://www.jetro.go.jp/events/item/20140711830/


   商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方に対する融資 

  限度額を 1,500万円から 2,000万円に拡大されました。 

  ○ポイント２ 

   宿泊業および娯楽業を営む方の対象が従業員 5名以下から 20名以下に拡大されま 

  した。 

 

【「経営改善貸付（マル経融資）」について詳しく知りたい方はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.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 

 

※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。 

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

【8】「調査月報」8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」８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_1408.pdf 

 ※PDFファイルは約 6.8ＭＢ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 

  中小企業による新事業成功のポイント 

 ○論点多彩 

  スポーツツーリズムによる日本経済の活性化 

  ―東京五輪に向けて中小企業がなすべきこと― 

 

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 

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

http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html
http://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1408.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html


【9】お知らせ 

 

★新刊のご案内 

 

 日本公庫 総合研究所から、東日本大震災の復旧や支援に取り組む中小企業の調査研究 

成果をとりまとめた書籍が発行されました。 

 

   『東日本大震災と中小企業』 

 

 震災に対して中小企業の経営者たちは何を思い、どのような行動をとったのか。復旧 

や支援に取り組む 12社にヒアリングした結果をもとに、直面した困難に立ち向かう中小 

企業の姿を描き出しています。また、震災からの復旧に取り組む企業や、被災者や被災 

地を支援する企業、震災をきっかけに開業した企業の分析を通じて、地域に活力を生み 

出す中小企業の役割を明らかにしています。 

  

★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。 

  

 【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 

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

【10】編集後記 

 

http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_magazine.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_newinfo.html


  「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。 

 

 今回の経営アドバイスでは、お店が繁盛する要因の中で、業態によっては極めて重要 

となる「立地」について取り上げました。 

 一度立地を決めると、簡単に変えるわけにはいきません。立地をより慎重に選ぶため 

の参考として、ぜひご一読いただければと思います。 

 

 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 9月 17日(水）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。 

【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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