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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．５４☆ 
 
     ～ ブランディングでつくる「売れる」仕組み ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 歳晩の候、街中ではクリスマスのイルミネーションが華やいでいますが、 
 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． 日本公庫(国民生活事業)からのお知らせ 
 ４． 東日本大震災に関する特別相談窓口 
 ５． 「起業家応援マガジン」読者アンケート 
 ６． 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６回＞ ブランディングでつくる「売れる」仕組み 
  
 最終回となる今回は、これまで５回に渡って連載してきたコラムの総仕 
 上げとして、ブランディングの手法を用いた「売れる仕組み」の作り方 
 について、具体例を用いながら分かりやすく解説いただいております。 
   
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_141224.pdf 
  (PDFファイル 352KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「匠の技を継承し発展させる家具メーカー」 
 
                      株式会社 LINK WOOD DESIGN 
                        代表取締役 井上 大輔 
                       
  今回ご紹介する起業家は、家具製造という伝統の技を現代のライフスタ 
 イルと調和させ、新たな商品を創出している株式会社 LINK WOOD DESIGN 
 の井上社長です。 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_141224.pdf


 井上社長は、建材メーカーでの勤務を経て、2009年に据え付け家具のメ 
  ーカーとして起業します。現在ではオーダーメイド家具の製造や家具の 
 リメイクも手掛け、安価な輸入家具の攻勢等で廃業に追い込まれる同業 
 他社が少なくない中で、順調に業績を伸ばしておられます。 
  
 製造技術の習得から販路開拓に至るまで、伝統の枠にとらわれない取組 
 みで成長を続ける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_141224.pdf 
  (PDFファイル 1281KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
  第┃２┃回┃ 
 ━┛━┛━┛ 
 高┃校┃生┃ビ┃ジ┃ネ┃ス┃プ┃ラ┃ン┃・┃グ┃ラ┃ン┃プ┃リ┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 最┃終┃審┃査┃会┃の┃ご┃案┃内┃ 
  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 
 日本公庫は、全国の高校生を対象にした「第２回創造力、無限大∞高校 
 生ビジネスプラン・グランプリ」の最終審査会に進出する１０プランを 
 エントリー総数 1,717件（207校）の中から決定しました！ 
 
 最終審査会では、高校生が自らの想いをこめたビジネスプランについて 
 プレゼンテーションを行い、グランプリを目指します。 
 また、当日は株式会社ユーグレナ代表取締役の出雲充氏による特別講演 
 「僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。」も行われます。 
  
 最終審査会は、事前登録をいただければどなたでも無料で観覧できます。 
 皆さまのお越しをお待ちしています。  
 
  ◇◆最終審査会の概要◆◇ 
 日 時：平成 27年 1月 11日(日)13:00～17:30（開場 12:30） 
 場 所：東京大学伊藤謝恩ホール（東京大学本郷キャンパス内） 
   
 【詳細はこちら↓】 
  http://www.jfc.go.jp/n/grandprix/ 
  
 【観覧の事前登録はこちら↓】 
  https://www.nikkansc.co.jp/highschool_bzgp2014/entry/prg/form.cgi 
 
 
 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/ 
 
  ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_141224.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/grandprix/
https://www.nikkansc.co.jp/highschool_bzgp2014/entry/prg/form.cgi
http://www.sougyouschool.jp/area/


 <<栃木県>> 
 
 日 時：平成 27年 1月 28日(水) 13:00～16:00 
 場 所：宇都宮市立東図書館 2F 集会室 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナー 
          『NPO 法人が知っておくべき資金調達』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<埼玉県>> 
 
 日 時：平成 27年 1月 17日(土) 14:00～16:00 
          平成 27年 1月 28日(水) 18:30～20:30 
 場 所：ふれあいキューブ 5F 創業支援ルーム共用室 
 テーマ：創業セミナー 初級編 
          ～創業って、おもしろい！～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 2月 15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 
          ～専門家が失敗しない創業計画の立て方を伝授します！～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 3月 15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 
          ～実務のプロが教える会社設立のコツ～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<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 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 2月 5 日(木) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 長野支店 2F 会議室 
 テーマ：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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：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 27年 2月 7 日(土) 10:00～17:00 
          平成 27年 2月 8 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 27年 2月コース 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岐阜県>> 
 
 日 時：平成 27年 2月 3 日(火) 14:30～17:10 
 場 所：日本公庫 岐阜支店 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 27年 2月 14日(土) 13:30～16:00 
 場 所：図書館交流プラザ りぶら 3F 301、302会議室 
 テーマ：創業・経営支援セミナーin岡崎 
          『明日から実践できる！売上アップ計画』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 27年 1月 14日(水) 18:00～20:00 
 場 所：神戸市産業振興センター 801会議室 
          (神戸市中央区東川崎町 1-8-4) 
 テーマ：KOBE 創業塾 ビジネス最前線編 
          オープニングセミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 1月 21日(水) 平成 27年 1月 28日(水) 
          平成 27年 2月 4 日(水) 18:00～20:00 
 場 所：神戸市産業振興センター 801会議室 
          (神戸市中央区東川崎町 1-8-4) 
 テーマ：KOBE 創業塾 ビジネス最前線編 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 1月 24日(土) 13:30～16:30 
 場 所：明石市立産業交流センター2F 多目的ホール 
          (明石市大久保町ゆりのき通 1-4-7) 
 テーマ：明石の元気を創りだす 
          起業応援セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 1月 31日(土) 13:00～16:00 
 場 所：スペースアルファ三宮 
          (神戸市中央区三宮町 1-9-1三宮センタープラザ東館 6F) 
 テーマ：起業・創業支援セミナー2015 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 2月 11日(水) 13:00～16:00 
 場 所：姫路商工会議所 
     （姫路市下寺町 43） 
 テーマ：女性創業応援セミナーｉｎ姫路 
          ～あなたの起業、私たちが応援します～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 2月 14日(土) 13:00～16:00 
 場 所：神戸クリスタルタワー7F 兵庫県立男女共同参画センター 
        （神戸市中央区東川崎町 1-1-3) 
 テーマ：女性創業応援セミナーｉｎ神戸 
         ～あなたの起業、私たちが応援します～ 
 



 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 
 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 
          3日間の受講となります。 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<山口県>> 
 
 日 時：平成 27年 1月 24日(土) 13:00～16:30 
 場 所：山口情報芸術センター（山口市中園町 7-7） 
 テーマ：女性限定の創業セミナー＆交流会 
          ～図書館で夢をカタチにしてみませんか～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 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。 

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


 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┃12┃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」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…  
 ○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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ４．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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ５. 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 

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_1412.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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ６．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。 
  
 今回で最終回となる「こんな時代に『売る！』技術」はいかがでしたか？ 
 「先人に学ぶ 起業家レポート」でご紹介した井上社長もフェイスブック 
 等の無料の販促ツールを効果的に活用して、顧客を増やしておられます。 
 あわせて参考にしてみてはいかがでしょうか。 
  
 さて、ご好評をいただいております「こんな時代に『売る！』技術」です 
 が、来月からは新しい先生をお迎えし、「『売れる！』ホームページ活用 
  術」をテーマに連載企画をお届けする予定です。どうぞご期待ください！ 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2015年 1月 28日の予定です。よいお年をお迎えください。 
 
 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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