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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．５３☆ 
 
   ～ 「欲しい！」と思わせる販促ツールの戦略～実践編～ ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 深秋の候、朝夕冷え込む季節になりましたが、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５回＞ 「欲しい！」と思わせる販促ツールの戦略～実践編～ 
  
 今回は、前回の基礎編でご紹介した４つの視点で抽出された自社情報を 
 盛り込み、実際にお客様が購入したいと思う販促ツールを作成する方法 
 について、その背景にあるお客様の感情の変化なども踏まえ、具体例も 
  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_141126.pdf 
  (PDFファイル 722KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「あられに新風を吹き込む」 
 
                      株式会社つ・い・つ・い 
                       代表取締役 遠藤 貴子  
                       
  今回ご紹介する起業家は、日本の伝統的な米菓である「あられ」の企画 
 販売を行う株式会社つ・い・つ・いの遠藤社長です。 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_141126.pdf


 
 遠藤社長は、「ちょっと贅沢なあられ」というこれまでにないコンセプ 
 トで米菓市場に参入し、ＳＮＳなどの現代的なツールを用いた販促策を 
 介して、若者や女性といった新たな顧客層の掘り起こしに成功。今後は 
  海外展開も視野に入れるなど、順調な成長を遂げておられます。 
 
 自身の徹底したこだわりで伝統に新風を吹き込み、世界へと羽ばたこう 
 とする若き女性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_141126.pdf 
  (PDFファイル 1288KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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成功の秘訣」 
                                                
                                              株式会社キャリア・マム 
                                                  代表取締役 堤 香苗 
  
 ９月から配信していますソーシャルビジネス特集も最終回になりました。 
 第３回は、ソーシャルビジネスを実践する企業経営者の方から「ソーシャ 
  ルビジネス成功の秘訣」を語っていただきます。 
 
 今回の特集記事を読んでいただいた事業者の方々が、ソーシャルビジネス 
  への理解を深め、ソーシャルビジネスに関わる契機となれば幸いです。 
 
  詳しくはこちら 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
    http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/pdf/topics_141119a.pdf 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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.sougyouschool.jp/area/ 
 
  ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<宮城県>> 
 
 日 時：平成 26年 12月 9 日(火) 13:30～16:00 
 場 所：仙台市男女共同参画推進センター 
          エル・ソーラ仙台 大研修室 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_141126.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/pdf/topics_141119a.pdf
http://www.sougyouschool.jp/area/


          (仙台市青葉区中央 1-3-1アエルビル 28F) 
 テーマ：中小企業の女性活躍推進フォーラム inみやぎ 
          地元企業に聞く、中小企業だからこそ出来ることがある！ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<群馬県>> 
 
 日 時：平成 26年 12月 18日(木) 13:00～17:00 
 場 所：高崎市産業創造館 
 テーマ：創業の次の一手！ 
          ステップアップセミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<長野県>> 
 
 日 時：平成 27年 1月 22日(木) 13:30～16:00 
 場 所：パレア松本 女性センター 
 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 12月 2 日(火) 10:00～12:00 
 場 所：小平市健康センター 
 テーマ：創業をカタチに 
          第 58 回 ミニブルーム交流カフェ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 12月 9日(火) 平成 27年 1月 16日(金) 19:00～21:00 
 場 所：TKC東・東京会 9F 会議室 
          (台東区東上野 1-14-4野村不動産上野ビル) 
 テーマ：創業支援セミナー 
          ～あなたのやりたいことを夢で終わらせないために～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 12月 10日(水) 18:00～20:30 
 場 所：日本公庫 東京中央支店 4F 
 テーマ：第 6回 創業支援フォーラム 
          フランチャイズで創業という選択 
          ～FC 本部の選び方と必要な心構え～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 26年 12月 2 日(火)～平成 26年 12月 11日(木) 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 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～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 



 
 日 時：平成 26年 12月 2 日(火) 16:00～18:00 
 場 所：名古屋プライムセントラルオフィスタワー 13F 第 1会議室 
          (名古屋市西区名駅 2-27-8) 
 テーマ：はじめて WEBセミナーin名古屋 
        『ビジネスに役立つホームページをつくろう』 
         『はじめて WEBをつかってつくる自作ホームページ』 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26 年 12 月 3 日(水) 平成 26 年 12 月 10 日(水) 平成 26 年 12 月 17
日(水) 
          18:00～21:00 
 場 所：日本公庫 名古屋支店 6F 会議室 
 テーマ：～起業家をめざす方へ～ 
          専門家による創業セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 12月 4 日(木) 14:00～16:00 
 場 所：名古屋市市民活動推進センター会議室 
 テーマ：「ソーシャルビジネスサポートあいち」キックオフセミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<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 11月 28日(金) 17:00～20:00 
 場 所：神戸市産業振興センター 会議室(神戸市中央区東川崎町 1-8-4) 
 テーマ：神戸・大創業祭 2014 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 11月 29日(土) 13:00～17:00 
 場 所：尼崎商工会議所(尼崎市昭和通 3-96) 
 テーマ：創業実践セミナー 
          ～ビジネスプランの伝え方～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 12月 5 日(金) 14:00～16:00 
 場 所：神戸商工会議所 東神戸支部 会議室 
          (神戸市灘区友田町 3-6-15KHK灘ビル 3F) 
 テーマ：女性経営者のためのパーソナルカラー戦略講座 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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 12月 17日(水) 15:00～17:00 
 場 所：大阪産業創造館 6F 会議室 
 テーマ：『NBK ニュービジネスカフェ』 
          ～社会の課題をビジネスで解決する若手起業家の 
          プレゼンテーションとグループディスカッション～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 



 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！～夢をカタチに～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 26年 12月 4 日(木) 平成 26年 12月 18日(木) 13:30～16:30 
 場 所：【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 27年 1月 17日(土) 平成 27年 1月 24日(土) 平成 27年 1月 31日(土) 
          9:30～16:30 
 場 所：コラボスクエア 会議室 
          (東広島市西条西本町 28-6サンスクエア東広島 3F) 
 テーマ：第 2回 創業者のための 
          会計・税務入門セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<香川県>> 
 
 日 時：平成 26年 11月 29日(土) 13:30～16:30 
 場 所：サンクリスタル高松 3F 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 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 
 

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┃11┃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」11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_1411.pdf 
 ※PDFファイルは約 6.7ＭＢ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…  
 ○調査リポート 
  復興の主体となり地域経済を支える中小企業 
 ○事業承継で生まれ変わる小企業の経営 
  東京都江戸川区 ㈱秋東精工 
  匠の技をもつ職人集団を経営力ある企業へ 
  
 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 
 
 
 小┃企┃業┃の┃経┃営┃指┃標┃調┃査┃の┃ご┃案┃内┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
  
 日本公庫総合研究所の「小企業の経営指標調査」についてご紹介します。 
  
 本調査は、日本公庫国民生活事業から 2013 年 4月～同年 12月にご融資を 
 受けた方のうち、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、 
 医療、福祉、教育、学習支援業、サービス業を営む法人企業の皆さまを 
 対象に、決算データを用いて、収益性、生産性、安全性に関するさまざ 
 まな指標値を集計したものです。 
 
 事業計画の策定などにぜひご活用ください。 
 
 【詳しくはこちら↓】 

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/tyousa_gttupou.html


  https://www.jfc.go.jp/n/findings/sme_findings2.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？遠藤社長の 
 起業後の足跡には、「実店舗とインターネット店舗との融合」や「ＳＮ 
 Ｓやパブリシティの活用」といった現代の起業を成功に導く上で欠かす 
 ことのできないたくさんの要素が詰まっています。創業後の効果的な販 
 促活動の実現に向け、是非参考にしてみてはいかがでしょうか。 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2014年 12月 24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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