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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．５１☆ 
 
      ～ 自社の価値を高めるデザインのポイント ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 秋冷の候、朝夕はめっきり涼しくなりましたが、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．【特別連載】ソーシャルビジネス特集 
 ４． 日本公庫(国民生活事業)からのお知らせ 
 ５． 東日本大震災に関する特別相談窓口 
 ６． 「起業家応援マガジン」読者アンケート 
 ７． 編集後記 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 １．【連載】こんな時代に「売る」技術 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「売れる！デザインで価値を高めるブランディング」 
 
                         有限会社グレイズ 
                       代表取締役 小澤 歩 
 
 ＜第３回＞ 自社の価値を高めるデザインのポイント 
  
 今回は、理想のブランド・イメージをお客様の心の中につくりあげる際 
 のデザイン表現のポイントとして、「フォント」と「色」の使い方につ 
 いて、事例を用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_140924.pdf 
  (PDF ファイル 368KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「園庭で育む子どもの未来」 
 
                       株式会社こどもみらい 
                     代表取締役 廣瀬 泰士氏  
                       
  今回ご紹介する起業家は、保育園や幼稚園向けの自然いっぱいの園庭を 
 設計・施工している株式会社こどもみらいの廣瀬社長です。 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_140924.pdf


 廣瀬社長は造園会社での勤務経験をもとに 2011年に起業し、これ迄に 40 
 か所を超える園庭の受注を得るなど、順調に業績を伸ばしておられます。 
 少子化が進む日本において、一見先細りとも思える市場への進出を決断 
 し、着実に成長を遂げている秘訣とは？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_140924.pdf 
  (PDF ファイル 1252KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．【特別連載】ソーシャルビジネス特集 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
  
  「ソーシャルビジネスとは」 
                     
                    ＮＰＯ法人コミュニティビジネスサポートセンター 
                                                  代表理事 永沢 映  
  
 皆さまは「ソーシャルビジネス」という言葉を耳にしたことはございま 
 すか？高齢者、障がい者の介護・福祉や、子育て支援、環境保護など、 
 地域・社会に内在する多様な課題を、ビジネスの手法を用いて解決して 
 いく取組みのことをいいます。 
  
 最近では、社会に貢献しようという熱い志を持つ起業家や NPO 団体を始め、 
 中小企業においても、本業とは別にソーシャルビジネスを始めたり、NPO 
 団体と連携したりするなど、担い手のすそ野が広がりつつあります。 
 
 当公庫総合研究所の調査によれば、ソーシャルビジネス等を自分で開業 
 してみたいと思う人の割合が１割を超え、特に若年層においてそうした 
 傾向が高まっており、読者の皆さまの中でもソーシャルビジネス関連で 
 創業をお考えの方も多いのではないでしょうか？ 
   
 今月から特別連載として 3回にわたり、ソーシャルビジネスの専門家に 
 よる特集記事を配信します。第 1回は「ソーシャルビジネスとは」と題 
 し、ソーシャルビジネスの意義や最近の動向等を事例を交えてお伝え 
 します。 
 
  詳しくはこちら 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/topics_140912.pdf 
  (PDF ファイル 382KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ４．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。 
  
 このほか、８月から全国各地で創業に向けたサポートを行う国の事業で 
 ある「創業スクール（地域創業促進支援事業）」も順次開講中です！ 
 お近くのスクール及び詳細は以下のホームページよりご確認ください。 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_140924.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/topics_140912.pdf


 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.sougyouschool.jp/area/ 
 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<北海道>> 
 
 日 時：平成 26年 10月 2日(木) 17:30～20:30 
 場 所：札幌ユビキタス協創広場 
 テーマ：「北海道コワーキング・パーティ 2014」 
          ～創業に繋がるコワーキング～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岩手県>> 
 
 日 時：平成 26年 9月 25日(木) 14:00～17:00 
 場 所：盛岡商工会議所会館 3F 会議室 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう｢創業力｣！ 
          専門家が教える確かな創業プラン作り 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<宮城県>> 
 
 日 時：平成 26年 10月 7日(火) 13:30～17:00 
 場 所：エル・ソーラ仙台 大研修室 
          （仙台市青葉区中央 1-3-1 AER28F） 
 テーマ：「せんだい創業支援ネットワーク」 
          女性のための起業講座～入門編～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<栃木県>> 
 
 日 時：平成 26年 9月 25日(木) 13:00～17:00 
 場 所：宇都宮市立東図書館 2F 集会室 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう｢創業力｣！ 
          専門家が教える確かな創業プラン作り 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<埼玉県>> 
 
 日 時：平成 26年 9月 28日(日) 13:00～17:00 
 場 所：さいたま市立中央図書館 イベントルーム 
 テーマ：創業・起業応援セミナー 
          『会社設立の“イ・ロ・ハ”』 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 2日(木) 17:30～19:30 
 場 所：日本公庫 さいたま支店 (大宮宮町ビル 9F)  
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう｢創業力｣！ 
          専門家が教える確かな創業プラン作り 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<長野県>> 
 
 日 時：平成 26年 9月 26日(金) 13:30～16:00 

http://www.sougyouschool.jp/area/


 場 所：長野市男女共同参画センター 
          勤労者女性会館しなのき 3F 視聴覚室 
 テーマ：女性起業家と話そう！ 
          月 1サロン(長野会場) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 4日(土) 13:30～16:00 
 場 所：長野県男女共同参画センター “あいとぴあ”  
 テーマ：女性起業家と話そう！ 
          月 1サロン(岡谷会場) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 26年 9月 26日(金) 15:00～17:00 
 場 所：協働ステーション中央  
 テーマ：第 2回 ソーシャルビジネスセミナー 
          『社会的にインパクトを出す経営戦略』 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 9月 27日(土) 10:00～17:00 
          平成 26年 9月 28日(日) 10:00～17:30 
 場 所：日本公庫 東京中央支店  
 テーマ：創業塾 平成 26 年 9月コース  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 9月 30日(火) 18:30～20:30 
 場 所：日本公庫 東京中央支店 
 テーマ：シニアのための創業支援フォーラム 
          生涯青春、生涯現役 
          ～セカンドライフに起業という選択～  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 21日(火) 18:30～20:30 
 場 所：BIZ 新宿 3F 研修室 A(新宿区西新宿 6-8-2)  
 テーマ：～飲食店経営者・飲食店開業予定者向け～ 
          魅力的な飲食店づくりセミナー  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 28日(火) 13:30～16:30 
 場 所：BIZ 新宿 1F 多目的ホール(新宿区西新宿 6-8-2)  
 テーマ：経営なんでも相談会 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 26年 10月 6日(月) 14:00～17:00 
 場 所：アミューあつぎ （厚木町中町 2-12-15） 
 テーマ：ｅコマース 入門セミナー  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 11月 20日(木) 平成 27年 3月 12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～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 1月 22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～  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<山梨県>> 
 
 日 時：平成 26年 9月 25日(木) 18:00～21:00 
 場 所：甲府商工会議所 2F 会議室 



 テーマ：創業セミナー 
          高めよう「創業力」！ 
          専門家が教える確かな創業プラン作り  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 9月 27日(土) 9:30～16:30 
          平成 26年 10月 4日(土) 9:30～12:30  
 場 所：甲府商工会議所 
 テーマ：創業セミナー 
          ～ビジネスプラン作成のポイント～  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 15日(水) 15:00～18:00 
 場 所：甲府商工会議所 2F 会議室 
 テーマ：ｅコマース 入門セミナー  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<石川県>> 
 
 日 時：平成 26年 10月 11日(土) 13:00～16:30 
 場 所：金沢海みらい図書館  集会室 
 テーマ：金沢市起業応援フェア 
          情報は成功のカギ～図書館からビジネスチャンス～ 
          セミナー＆個別相談会  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 11月 5日(水) 13:00～16:30 
 場 所：金沢商工会議所 2F 研修室 1(金沢市尾山町 9-13)  
 テーマ：中小企業経営セミナー 
          資金調達に有利な経営改善計画の作り方  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 26年 9月 26日(金) 14:00～16:00 
 場 所：ウィルあいち 2F 特別会議室 
 テーマ：あいち女性創業支援セミナー 
          『開業に役立つ販促計画！～お客様目線のチラシを作る～』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<三重県>> 
 
 日 時：平成 26年 9月 27日(土) 平成 26年 10月 4日(土) 13:00～17:00 
 場 所：日本公庫 津支店 会議室 
 テーマ：創業塾 
          専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 26年 10月 3日(金)～平成 26年 10月 19日(日) 
          全 6回（講義 3 回、実習 3回） 
 場 所：【講義】日本公庫 京都支店 5F 会議室 
          【実習】アンテナカフェ丸太町 
 テーマ：本気でカフェを開業したい方！応援します！ 
          京都カフェの学校 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 26年 9月 25日(木) 14:00～15:30 



 場 所：楽天株式会社 神戸支社 
          (神戸市中央区海岸通 1-2-31 神戸フコク生命海岸通ビル 2F)  
 テーマ：ネットビジネス活用セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 1日(水) 14:00～15:30 
 場 所：尼崎市中小企業センター 5F 研修室(尼崎市昭和通 2-6-68) 
 テーマ：ネットビジネス活用セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 26年 9月 25日(木) 13:30～15:30 
 場 所：マイドームおおさか 8F 第 1・2会議室 
 テーマ：創業で夢を実現する～創業セミナー～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 9月 30日(火) 17:30～19:30 
 場 所：OCAT ビル 4F(難波市民学習センター) アトリエ 
 テーマ：第 3回 創業イブニングセミナー 
          『創業計画の基礎』 
          『インターネットの現状とその活用法！』 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 11日(土)～平成 26年 11月 15日(土) 全６日間 
          10:00～16:00 
 場 所：常翔学園 大阪センター他 
 テーマ：創業で夢を実現する～創業スクール～  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 21日(火) 16:00～18:50 
 場 所：ナレッジキャピタル カンファレンスルーム B08 
          (大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪北館 タワーB 8F)  
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！ 
          専門家が教える確かな創業プラン作り 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 11月 1日(土) 10:00～16:00 
 場 所：阪急グランドビル 26F貸会議室 
 テーマ：創業で夢を実現する～創業スクール～  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 11月 8日(土) 10:00～16:00 
 場 所：大阪企業家ミュージアム 
 テーマ：創業で夢を実現する～創業スクール～  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
  日 時：平成 26年 10月 22日(水) 14:00～16:30  
  場 所：株式会社ぐるなび ぐるなび大学 大阪会場 
  テーマ：店舗リニューアル、新規出店をお考えの経営者向けセミナー 
          ～集客力 up！・経営内容向上！を目指して「商売繁盛」～  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岡山県>> 
 
 日 時：平成 26年 10月 15日(水) 14:00～17:00 
 場 所：ピュアリティまきび 2F 孔雀の間(岡山市北区下石井 2-6-41)  
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！ 
          専門家が教える確かな創業プラン作り  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 26年 9月 27日(土) 9:30～16:30 
 場 所：広島県情報プラザ 2F 第 3研修室 



 テーマ：創業者のための会計・税務入門セミナー  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 9月 24日(水) 15:00～17:00  
 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 
          実学！事例から学ぶ経営課題の発見とその解決策  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 11日(土) 平成 26年 10月 18日(土) 
   平成 26 年 10月 25日(土) 9:30～16:30 
 場 所：呉市 つばき会館 507 号室(呉市中央 6-2-9) 
 テーマ：創業・第二創業セミナー  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 15日(水) 平成 26年 10月 22日(水) 18:30～20:30 
 場 所：広島県情報プラザ 2F 第 2研修室 
 テーマ：創業者のための 
          財務・資金繰り改善セミナー  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<山口県>> 
 
 日 時：平成 26年 10月 6日(月) 14:00～17:00 
 場 所：山口 SCGサービスセンター 研修室 (山口市小郡緑町 8-40)  
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！ 
          専門家が教える確かな創業プラン作り  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<徳島県>> 
 
 日 時：平成 26年 9月 29日(月) 13:30～16:30 
 場 所：徳島経済産業会館＜KIZUNAプラザ＞ 3F 会議室 
          (徳島市南末広町 5-8-8) 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高めよう「創業力」！ 
          専門家が教える確かな創業プラン作り  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<高知県>> 
 
 日 時：平成 26年 10月 1日(水) 13:30～15:30 
 場 所：中村商工会議所 会議室（四万十市中村小姓町 46） 
 テーマ：海外展開セミナー 
          ～アジア地域への海外貿易、投資に興味ある方へ～  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<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 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナー  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大分県>> 
 
 日 時：平成 26年 9月 24日(水) 15:00～17:00 
 場 所：ほうわホルトホールプラザ セミナールーム 
 テーマ：創業・経営支援セミナー 
          インターネット時代に考える 中小企業のための 



          『販路拡大にむけた宣伝広告術』 
 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 最新のセミナー情報はこちらから 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html 
 
 
 『０』┃か┃ら┃始┃ま┃る┃ご┃相┃談┃  
 創┃業┃相┃談┃は┃創┃業┃ホ┃ッ┃ト┃ラ┃イ┃ン┃へ┃！┃ 
  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
  
 創業相談を“身近”で“便利”にするフリーダイヤルでの相談サービス 
 「創業ホットライン」を４月から開始しております。 
 日本公庫の創業融資制度に関する質問や事業計画書の策定方法など、創 
 業に関する様々なことに、創業に関する専門スタッフがお応えします。 
  
 ＜創業ホットラインの概要＞ 
 ◆電話番号 事業資金相談ダイヤル 
       ０１２０－１５４(行こうよ！)－５０５(公庫) 
  ※自動音声ガイダンスでの案内後、「０」をプッシュしてください。 
 ◆受付時間 平日 ９：００～１９：００まで 
 
 
 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！ 
  
 【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┃９┃月┃号┃の┃発┃行┃  

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


 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛  
 
 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↓】  
 https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1409.pdf 
 ※PDF ファイルは約 7ＭＢ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…  
 ○特別リポート 
  中小企業の海外展開 
  ―日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査から― 
 ○論点多彩 
  ３Ｄプリンター（積層造形）技術のものづくりへの活用方法 
 
 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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ５．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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ６. 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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ７．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。 
  
 赤色のイメージの炭酸飲料は？青色のイメージのコンビニは？おそらく、 
 すぐに皆さんの頭の中で特定の商品や企業などが思いつくのではないで 
 しょうか？今回「こんな時代に『売る』技術」でご紹介したように、普 

https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1409.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
http://www.jfc.go.jp/n/earthquake/index.html
https://krs.bz/kokukin/m/enquete


  段我々が何気なく目にするＣＭやチラシ等に用いられる色やフォントと 
  いったデザインの一つ一つがブランド・イメージを形作っています。 
  
 商品・サービスを世に送り出す出発点である起業時において、対象とす 
 るお客さまを念頭に明確なデザイン戦略を組み立てましょう！ 
  
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2014年 10 月 22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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