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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．５２☆ 
 
   ～ 「欲しい！」と思わせる販促ツールの戦略～基本編～ ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 秋の夜長、虫の音が心地よい季節となりましたが、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４回＞ 「欲しい！」と思わせる販促ツールの戦略～基本編～ 
  
 今回から実践的な販促ツールの作成方法をご紹介していきます。まずは 
 基本編として、自社の商品・サービスを販促ツールに落とし込んでいく 
 ための２つのステップについて、具体的な事例も交えて分かりやすく解 
 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_141022.pdf 
  (PDFファイル 411KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「民間救急車の認知度を高め利用の幅を広げる」 
 
                         株式会社あいみん 
                     代表取締役 岩井 紀和氏  
                       
  今回ご紹介する起業家は、24時間年中無休の民間救急車サービスを提供 
 している株式会社あいみんの岩井社長です。 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_141022.pdf


 
 勤務時代から地元の商工会議所の活動に参加するなど、かねてより地元 
 に貢献できる仕事で独立したいと考えていた岩井社長。2009年に独立を 
 果たすと、民間救急車事業そのものの認知度の低さという不利な条件を 
 見事に克服し、順調に売上を伸ばしておられます。 
 
 認知度の低い事業を軌道に乗せるポイントとは？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_141022.pdf 
  (PDFファイル 1024KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．【特別連載】ソーシャルビジネス特集 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
  
 「自社単独では難しい課題だからこそ、社会事業家との協働を」 
                     
                         IIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］ 
                       代表者 兼「ソシオ・マネジメント」編集発行人 
                                                        川北 秀人  
  
 先月から３回にわたる特集記事を配信していますが、ソーシャルビジネ 
 スについて関心を持っていただけたでしょうか。 
  
 第２回は、「自社単独では難しい課題だからこそ、社会事業家との協働 
 を」と題し、ソーシャルビジネスに取り組む事業者との連携や協働のメ 
 リット等をお伝えします。 
 
  詳しくはこちら 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/topics_141015.pdf 
  (PDFファイル 230KB)  
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ４．日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 は┃じ┃め┃て┃Ｗ┃Ｅ┃Ｂ┃開┃始┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 オ┃ー┃プ┃ニ┃ン┃グ┃セ┃ミ┃ナ┃ー┃の┃開┃催┃！┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 
 ＫＤＤＩ、プロジェクトニッポン、Ｊｉｍｄｏおよびパートナーである 
 日本政策金融公庫は、中小企業の皆さまやこれから創業する方々のＩＴ 
 活用を促進しビジネスを支援するプロジェクト「はじめてＷＥＢ」を、 
 2014年 10月 14日(火)より開始しました。 
 
     ＞＞＞はじめてＷＥＢ http://hajimeteweb.jp/＜＜＜ 
 
 「はじめてＷＥＢ」リリースの記念としまして、10月 27日(月)に「はじ 
 めてＷＥＢオープニングセミナー」を開催します！  
 これからビジネスのホームページを制作しようと思っている方、最近ホ 
 ームページの制作をしはじめた方向けに、無料でできるはじめてのホー 
 ムページ制作のポイントをお話します。  

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_141022.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/topics_141015.pdf
http://hajimeteweb.jp/


 
 今後のビジネスのホームページ制作に是非お役立てください。  
 皆さまのご参加を心よりお待ちしております！ 
 
 ＜はじめてＷＥＢオープニングセミナーの概要＞ 
  日 時：2014年 10月 27日（月） 19：00～21：00（受付開始 18:30） 
  場 所：日本政策金融公庫 本店 4階     
  参加費：無料（事前申込制） 
  定 員：200 名（先着） 
 
 
 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.sougyouschool.jp/area/ 
 
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<北海道>> 
 
 日 時：平成 26年 11月 19日(水) 14:00～17:50 
 場 所：TKP札幌ビジネスセンター 
          カンファレンスルーム 5B(札幌市中央区北 3条西 3-1-44)  
 テーマ：eコマースセミナー～入門編～  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<秋田県>> 
 
 日 時：平成 26年 10月 25日(土) 10:00～15:00 
 場 所：北部男女共同参画センター(大館市馬喰町 48-1)  
 テーマ：私の未来は私がつくる！ 
          私らしい働き方セミナー  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<埼玉県>> 
 
 日 時：平成 26年 11月 6 日(木) 13:30～17:00 
 場 所：新都心ビジネス交流プラザ(さいたま市中央区上落合 2-3-2) 
 テーマ：応援します！NPO 
          ソーシャルビジネスセミナー  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<新潟県>> 
 
 日 時：平成 26年 11月 12日(水) 13:00～16:00 
 場 所：新潟ユニゾンプラザ 2F 女性団体交流室 2 
          (新潟市中央区上所 2-2-2)  
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナー  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<長野県>> 
 

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


 日 時：平成 26年 11月 15日(土) 13:30～16:00 
 場 所：上田市池波正太郎真田太平記館 
 テーマ：女性起業家と話そう！月 1サロン  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 26年 10月 22日(水) 15:00～17:10 
 場 所：日本公庫 東京中央支店 4F 
 テーマ：第 3回 ソーシャルビジネスセミナー 
          『世界を変える女子の力(ちから)』  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 23日(木) 14:00～16:00 
 場 所：東久留米市 市民プラザホール 
 テーマ：創業をカタチに 
          第 55 回 ミニブルーム交流カフェ  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 27日(月) 14:00～17:10 
 場 所：日本公庫 東京中央支店 4F 
 テーマ：中小企業経営セミナー 
          事業承継対策の進め方  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 27日(月) 19:00～21:00 
 場 所：日本公庫 本店 4F  
 テーマ：はじめて WEBオープニングセミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 29日(水) 14:00～17:00 
 場 所：あだち産業センター 3F 産業交流室(足立区千住 1-5-7)  
 テーマ：中小企業経営セミナー 
          事業承継対策の進め方  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 11月 7 日(金) 13:30～17:00 
 場 所：ホテルメトロポリタン池袋 2F 曙(豊島区西池袋 1-6-1)  
 テーマ：中小企業経営セミナー 
          事業承継対策の進め方  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26N11月 7日(金) 14:00～17:00 
 場 所：TKC東東京会 会議室(台東区東上野 1-14-4野村不動産上野ビル)  
 テーマ：中小企業経営セミナー 
          事業承継対策の進め方  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 11月 14日(金) 10:00～12:00 
 場 所：羽村市産業福祉センターｉホール 
 テーマ：創業をカタチに 
          第 56 回 ミニブルーム交流カフェ  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 26年 11月 4 日(火) 15:00～17:45 
 場 所：かながわ県民センターホール  
 テーマ：ソーシャルビジネスフォーラム 
          ～NPO から始めよう！～  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 11月 11日(火)～平成 26年 12月 11日(木) 
          全 8回 13:00～16:00 
 場 所：横須賀商工会議所(横須賀市平成町 2-14-4) 



 テーマ：女性が起業するための創業スクール in YOKOSUKA！  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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～  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 26年 11月 6 日(木) 18:00～19:50 
 場 所：日本公庫 名古屋支店 6F 会議室 
 テーマ：創業イブニングセミナー 
          『創業計画書作成・・・その前に』 
          『ネットショッピングの今と、成功・失敗事例！』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<三重県>> 
 
 日 時：平成 26年 10月 28日(火) 14:00～16:30 
 場 所：四日市商工会議所 1F会議所ホール３ 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナー 
          ～多様化する資金調達～  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 29日(水) 14:00～16:30 
 場 所：三重県文化会館 2F 大会議室 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナー 
          ～多様化する資金調達～  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 11月 4 日(火) 13:00～15:30 
 場 所：三重県尾鷲庁舎 大会議室 八鬼山ルーム  
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナー 
          ～多様化する資金調達～  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 26年 10月 30日(木) 18:00～20:00 
 場 所：日本公庫 京都支店 5F 会議室 
 テーマ：事業創出コラボレーションサロン 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 26年 11月 28日(金) 10:00～12:00 
 場 所：兵庫県立男女共同参画センターセミナー室 
          (神戸市中央区東川崎町 1-1-3神戸クリスタルタワー 7F) 
 テーマ：女性のための働き方セミナー 
          めざせ起業！応援講座  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 12月 9 日(火) 13:30～16:30 
 場 所：明石商工会議所 6F 集会室(明石市大明石町 1-2-1)  
 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  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 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」～  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<奈良県>> 
 
 日 時：平成 26年 11月 6 日(木) 10:00～12:30 
 場 所：奈良商工会議所 中ホール(奈良市登大路 36-2) 
 テーマ：創業支援セミナー 
          専門家が教える確かな創業プラン作り  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<和歌山県>> 
 
 日 時：平成 26年 10月 29日(水) 10:00～12:30 
 場 所：和歌山商工会議所 4F 特別会議室(和歌山市西汀丁 36) 
 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  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<鳥取県>> 
 
 日 時：平成 26年 11月 5 日(水) 15:00～17:00 
 場 所：米子信用金庫 本店 4F 研修室 
 テーマ：経営力向上セミナー 
         『高収益を実現するインターネットを使った販路拡大三つの秘策』 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 11月 6 日(木) 13:30～16:30 
 場 所：鳥取県立図書館 2F 大研修室 
 テーマ：経営力向上セミナー 
         『高収益を実現するインターネットを使った販路拡大三つの秘策』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 26年 10月 22日(水) 13:00～15:00 
 場 所：福山プラザホテル 中会議室 (福山市住吉町 1-40) 
 テーマ：2014「ワタシの店づくり物語」プレ創業セミナー 
          好きなことは仕事になるの？  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：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  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 23日(木) 14:00～16:00 
 場 所：ハーストーリィハウス(広島市西区草津新町 2-15-17) 
 テーマ：2014「ワタシの店づくり物語」プレ創業セミナー 
          好きなことは仕事になるの？  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 



 日 時：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 29日(水)～平成 26年 12月 11日(木)   
 場 所：SO@R ビジネスポート(広島市中区広瀬北町 3-11)  
 テーマ：実践型 事業計画書作成セミナー 
          ～創業・起業への扉を開く～ 
          ※全 5回の連続講義です(部分参加はできません。)  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 11月 1 日(土) 平成 26年 11月 8日(土) 
          平成 26年 11月 15日(土) 10:30～16:00 
 場 所：竹原商工会議所 会議室(竹原市中央 5-6-28たけはら合同ビル 3F)  
 テーマ：起業・創業をお考えの方へ 
          創業塾  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 11月 6 日(木)～平成 26年 12月 18日(木) 
          全 5回 13:30～16:30 
 場 所：【第 1回～第 4回】廿日市市商工保健会館【第 5回】廿日市市役所 
 テーマ：あなたの夢をかなえる 
          しゃもじん創業塾 2014  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 11月 9 日(日) 13:00～16:00 
 場 所：基町クレドパセーラ 6F 翼の広場(広島市中区基町 6-78)  
 テーマ：2014「ワタシの店づくり物語」公開セミナー 
          スタート時の思い 今の思い・・・  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 11月 13日(木)  13:00～18:00 
 場 所：ひろしまハイビル 2117F 会議室  
 テーマ：経営力向上セミナー 
          ～創業後のさらなる成長のために～  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 11月 26日(水) 14:40～17:50 
 場 所：県立広島大学 広島キャンパス 2313講義室 
          (広島市南区宇品東 1-1-71)  
 テーマ：県立広島大学 特別講座 
          創業について学んでみよう！～夢をカタチノ～  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<山口県>> 
 
 日 時：平成 26年 11月 14日(金) 15:30～18:00 
 場 所：下関市生涯学習プラザ学習室  
 テーマ：創業支援セミナー 
          『倒産から学ぶ企業経営の極意！』  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<香川県>> 
 
 日 時：平成 26年 11月 15日(土) 平成 26年 11月 22日(土) 
          平成 26年 11月 29日(土) 13:30～16:30 
 場 所：【第 1回、第 3回】サンクリスタル高松 3F 
          【第 2回】北浜 alley 旅籠 北浜住吉(高松市北浜町 4-14) 
 テーマ：『ワーク＆ライフ応援セミナー2014』 
          これから起業を始める人のためのワークショップ 
          ～夢をかなえるスキル～  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福岡県>> 
 



 日 時：平成 26年 10月 24日(金) 10:00～16:00 
 場 所：エルガーラホール 7F 中ホール  
 テーマ：ふくおか女性創業プロジェクト 2014 
     女性の起業が福岡を変える 
          ～はじめる、つながる、きらめく～) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 10月 25日(土) 12:30～21:00 
 場 所：博多百年蔵  
 テーマ：Startup Go!Go! FUKUOKA2014 
          福岡から そしてアジアから 
          -多くの起業家が集まるベースキャンプへと 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大分県>> 
 
 日 時：平成 26年 10月 22日(水) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 大分支店 6F 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<鹿児島県>> 
 
 日 時：平成 26年 11月 18日(火) 13:30～16:30 
 場 所：日本公庫 川内支店 
 テーマ：女性のための経営・創業応援セミナー 
          ～女性の強みを活かして事業を伸ばす～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 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/seminar/index.html


  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┃10┃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」10月号が発行されました。  
 
 【内容はこちら↓】  
 http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1410.pdf 
 ※PDF ファイルは約 6.9ＭＢ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 
  新たな価値創造を実現する中小企業の経営 
 ○論点多彩 
  企業経営に活かすゲーム理論（前編） 
  
 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 
 
 
 第┃６┃回┃日┃本┃公┃庫┃シ┃ン┃ポ┃ジ┃ウ┃ム┃の┃開┃催┃  
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛  
 
 日 時：平成 26年 11月 14日（金）13:30～16:40（開場 13:00） 
 場 所：大手町サンケイプラザ４階ホール 
    （東京都千代田区大手町１－７－２ 東京サンケイビル） 
 参加費：無料 
 主 催：日本政策金融公庫 総合研究所 
 内 容：「中小企業の人材確保と育成～若い力を伸ばす組織と経営～」 
  
 当研究所研究員による研究報告や、独自の人づくり・組織づくりを実践 
 している中小企業の経営者と社員の方を招いてのパネルディスカッショ 
 ンを行います。 

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
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1410.pdf
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。 
  
 今回の「先人に学ぶ 起業家レポート」はいかがでしたか？ご紹介した 
 民間救急車事業のように、急速な高齢化の進行や自治体の財政難等を背 
 景に、これまで行政が担っていたサービスの一部を民間へ解放していく 
 流れが今後も続くことが予想されます。もともと公的セクターが担って 
 いたサービスのため、安全性への不安や認知度の低さ等、成業までに乗 
 越えなければならないハードルは少なくありませんが、民間事業者にと 
 っては大きなビジネスチャンスとなりえます。 
  
 今回ご紹介した岩井社長のお取組みも参考に、規制緩和によって生まれ 
 るこうした市場への挑戦を検討してみてはいかがでしょうか。 
  
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2014年 11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


 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.jfc.go.jp/n/service/mail-backnumber.html 
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