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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 

 

★中小企業が海外展開を行う際の法的アドバイス 

 

 日本弁護士連合会「中小企業の海外展開業務の法的支援に関するワーキンググループ」 

のコラムをご紹介します。 

  

【詳しくはこちら↓】  

 http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/topics_abr_141217.pdf 

 

【日弁連中小企業海外展開支援弁護士紹介制度はこちら↓】 

 http://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/support.html 

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

【2】経営お役立ち情報 ～ 中小企業を発展させる人材育成しくみのルール講座 ～ 

  

 人材育成を専門とするコンサルティング会社による「中小企業を発展させる人財育成 

しくみのルール」について、6回にわたってご紹介しております。 

  

 今回のトピックは「自立的な人財を育てる成長の階段」です。ここでは、仕事の習熟 

度に応じた評価制度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_1412.pdf 

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

【3】景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ 事業者リポート編 ～ 

 

  今回は「創業特集」として、福岡市中央区の高い集客力を誇る大衆酒場をご紹介しま 

す。 

  

【続きはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keikyo_watch_141217.pdf 

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

【4】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。 

 

http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/topics_abr_141217.pdf
http://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/support.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1412.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keikyo_watch_141217.pdf


【続きはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html 

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

【5】セミナー・イベント情報 ～ ぜひご来場ください！ ～ 

 

★次世代の京都の商材が勢揃いする展示商談会「知恵ビジネスメッセ NEXT KYOTO  

  SELECTION」を開催します。 

 

【事業概要】 京都企業 55社を集めた展示商談会。来場ターゲットは、首都圏の 

       小売店・量販店、デザイン会社、建築設計事務所、メディア等。 

【開催日時】 2015年 2月 17日 16:00～19:00  18日 10:00～18:00 

【場所】   スパイラルホール（東京都港区南青山 5-6-23） 

【来場料】  無料 

【主催】   京都商工会議所 

  

【詳しくはこちら↓】 

 https://www.kyo.or.jp/messe/ 

 

★ソーシャルビジネスセミナー『ソーシャルビジネスのいろは～あなたの“生業”が 

  社会・地域問題を解決する』のご案内 

 

 社会的課題を解決するソーシャルビジネスやＮＰＯ法人の活動を地域の人たちに知 

ってもらい、より多くの共感と支援を得るために、具体的事例を交えてご紹介します。 

 

【対象者】 

・NPO 法人などの社会的企業や地域貢献につながる事業を営む方 

・ソーシャルビジネス分野での起業をお考えの方 

・地域貢献につながる事業をステップアップさせたい方 

 

【日時】  平成２７年２月５日（木）１４：００～１７：００ 

【会場】  日本政策金融公庫 長野支店 ２階会議室 

【参加費】 無料 

【定員】   ２０名（先着順） 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar141128c.pdf 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html
https://www.kyo.or.jp/messe/
http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar141128c.pdf


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

【6】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、「海外展開資金」をご紹介します。 

 

★「海外展開資金」 

   

  ○ポイント１ 

   海外への直接投資、海外企業への生産委託、海外への販売強化にご利用いただけ 

   ます。 

  ○ポイント２ 

   クールジャパンに資する事業を行うなど、一定の要件を満たす場合、特別利率が 

   適用されます 

  ○ポイント３ 

   直接投資を行う方で、一定の要件を満たす場合、特別利率が適用されます。 

   

【「海外展開資金」について詳しく知りたい方はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai.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。 

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

【7】「調査月報」１２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」１２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_1412.pdf 

  ※PDFファイルは約 7.5ＭＢ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… 

http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai.html
http://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1412.pdf


 ○特別リポート 

  創発をもたらすプラットフォームをいかに設計するか 

 ○論点多彩 

  中小企業における経営活動の「見える化」と組織成員の動機づけの関係 

 

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 

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

【8】お知らせ 

 

★ブラジル自動車部品バイヤー商談会のご案内 

 [名古屋：2015年 1月 13日（火）／東京：2015年 1月 14日（水）～16日（金）] 

 

～欧米大手自動車メーカーを含むブラジルのバイヤーが集結します～ 

 

 日本貿易振興機構（ジェトロ）は、ブラジルから非日系外資自動車メーカーと地場自 

動車部品メーカーを日本に招き、同国への部品輸出、あるいは進出・技術供与などに関 

心をお持ちの国内自動車部品メーカー様を対象とした商談会を実施します。 

 

 販売台数世界第 4位の規模を誇り、中長期的にも成長が期待されるブラジルの自動車市 

場。メキシコやインドネシアなどの陰に隠れがちですが、その市場性に注目して多数の 

欧米企業が進出しています。同国政府が進める「Inovar Auto」と呼ばれる自動車産業で 

の新政策を背景に、日系を含む完成車メーカー、部品メーカー各社は低燃費実現のため 

の研究開発やさらなる品質向上の実現に注力しており、日本の部品メーカーの優れた製 

品・技術に強い関心を寄せています。 

 

 商談会には、フィアット・クライスラー、フォルクスワーゲン、ゼネラルモーターズ 

といったブラジル市場の主力完成車メーカーのほか、地場大手部品メーカーも複数社が 

参加します。ブラジルへの販路拡大や進出・提携をお考えの皆様、是非ご参加ください。 

 

※本商談会は、経済産業省の補助事業として開催するものです。 

 

■開催日および会場 

＜名古屋＞ 

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


2015年 1月 13日（火）13～18時 

愛知県産業労働センター（ウインクあいち）18階セミナールーム 

地図：http://www.winc-aichi.jp/access/ 

 

＜東 京＞ 

2015年 1月 14日（水）15～18時、15日（木）14～18時、16日（金）10～17時 

東京ビッグサイト「オートモーティブ ワールド 2015」会場内ジェトロ商談コーナー 

（同見本市出展企業様は、自社ブースでの商談も可能です） 

地図：http://www.tokyo-bigsight.co.jp/access/index.html 

 

■商談相手企業（招へい企業）（予定） 

Fiat Chrysler Automoveis S.A. 

Volkswagen do Brasil Ltda. 

General Motors do Brasil Ltda. 

Industrias Arteb S.A. 

DHB Global Sistemas  

Automotivos S.A. 

Sabo Industria e Comercio  

de Autopecas Ltda. 

 

■主催 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

 

■後援（予定） 

愛知県、一宮・岡崎・瀬戸・豊橋・名古屋商工会議所、中小機構中部本部、商 

工組合中央金庫、日本政策金融公庫、あいち産業振興機構、中部経済連合会、 

中部国際拠点化支援会議 

 

■参加費 

無料 

 

■お申し込み方法等詳細 

下記URLをご参照ください。  

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

 

■お申し込み締め切り 

http://www.winc-aichi.jp/access/
http://www.tokyo-bigsight.co.jp/access/index.html
http://www.jetro.go.jp/events/brazil/


2014年 12月 19日（金曜） 

※お申し込み多数またはバイヤー調達希望製品・技術とのマッチング状況によ 

り、締め切りを待たずに受け付けを終了させていただく場合があります。 

 

■お問い合わせ先 

ジェトロ海外投資課（担当：伊達、宮崎）  

TEL：03-3582-5235 E-mail：obb@jetro.go.jp 

 

★日本政策金融公庫インターネットビジネスマッチング」のご案内 

 

 日本公庫では、ビジネスチャンスを広げていただくための「場」として、インターネ 

ットビジネスマッチングサイトを運営しています。全国の幅広い業種のお客さまに「売 

りたい」「買いたい」情報をご登録いただいています。 

 

 お客さまの商品などを全国規模でＰＲするとともに、販売先や原材料の仕入れ先の確 

保などにご活用いただけます。 

 サイト会員登録・利用は無料ですので、ぜひご利用をご検討ください。 

 

 ・ご利用には会員登録が必要です。 

 ・日本公庫と融資取引のある方が会員登録できますが、別途審査があります。 

 

【インターネットビジネスマッチングサイトはこちら↓】 

 https://match.jfc.go.jp/ 

 

★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 

 

mailto:obb@jetro.go.jp
https://match.jfc.go.jp/
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 

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

【9】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。 

  

  今回、景況Watch（１）事業者リポート編でご紹介した「二○加屋長介」さんは、 

繁華街から少し離れたいわゆる２等立地に位置しながらも、高い集客力を誇ります。 

お客様のお腹の減り具合に応じて分量や値段を変えるため、メニュー表には値段表 

示がありません。また、一人ひとりにどうしたら喜んでもらえるかを常に考えた接客 

で、常連客がさらに別のお客様を連れてきてくれるという好循環が生まれています。 

 これから創業する方や新規出店を計画中の方にとって、参考の一つとしていただけ 

れば幸いです。  

  

 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 2015年 1月 21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 

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
https://krs.bz/kokukin/m/jigyousya-kaijyo
https://krs.bz/kokukin/m/jigyousya
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