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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．５５☆ 
 
     ～ いまビジネスのホームページが必要な理由 ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 厳寒の候、底冷えのする寒さが続いておりますが、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！ＷＥＢ活用術」 
                         Shikama.net 代表 
                          志鎌 真奈美氏   
 
 ＜第１回＞ いまビジネスのホームページが必要な理由 
  
 今月から、中小企業向けのホームページ企画・制作、マーケティング支 
 援などを行う Shikama.net代表の志鎌 真奈美先生をお迎えして、売れる 
 ＷＥＢ活用術について６回にわたって発信していきます。 
  
 第１回のテーマは“いまビジネスのホームページが必要な理由”です。 
 ホームページの必要性、導入にあたっての障害の解消方法等について分 
 かり易く解説されています。 
 ホームページを持ちたいけれども、お金も技術も要るし、更新するにも 
 人手が足りない…そんな方にとって必読の内容です！ 
  
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_150128.pdf 
  (PDFファイル 479KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「華やかで颯爽と活躍する、働く女性のために」 
 
                        maojian works株式会社 
                     代表取締役 毛見 純子氏 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_150128.pdf


                       
  今回ご紹介する起業家は、オフィスドレスの企画・販売やビジネス英語 
 教室の運営等を手掛ける maojian works株式会社の毛見社長です。 
 
 毛見社長は、着物商を営む祖父母の影響で、幼少期から起業を志してお 
 り、大学卒業後、営業や経営戦略コンサルタントとしてのキャリアを計 
 画的に積み重ね、2007年に起業します。その後、アパレルや教育等の分 
 野で複数の事業を立ち上げ、今後は自社のアパレルブランド「kay me」 
 の世界進出も視野に入れる等、順調な成長を遂げています。 
  
 毛見社長が考える起業成功の秘訣とは？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_150128.pdf 
  (PDFファイル 391KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．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/ 
 
  ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<北海道>> 
 
 日 時:平成 27年 2月 6日(金) 14:00～17:00 
 場 所:北海道経済センター 8F Bホール (札幌市中央区北 1条西 2) 
 テーマ:ソーシャルビジネスセミナーin北海道 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<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 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！～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_150128.pdf
http://www.sougyouschool.jp/area/


 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 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 
           ～あなたの“生業”が社会・地域問題を解決する 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時:平成 27年 2月 7日(土) 13:30～16:00 
 場 所:飯田商工会館 1F 商店街交流ホール (飯田市常磐町 41) 
 テーマ:女性起業家と話そう！月 1サロン 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時:平成 27年 2月 4日(水) 10:00～12:00 
 場 所:リレ府中白糸台 
 テーマ:創業をカタチに 
           第 62回 ミニブルーム交流カフェ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時:平成 27年 2月 13日(金) 10:00～12:00 
 場 所:町田新産業創造センター 
 テーマ:創業をカタチに 
           第 63回 ミニブルーム交流カフェ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時:平成 27年 2月 27日(金) 10:00～15:00 
 場 所:調布市市民プラザあくろす あくろすホール  
          (調布市国領町 2-5-15 コクティ 3F) 
 テーマ:女性のための起業セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時:平成 27年 2月 28日(土) 10:00～12:00 
 場 所:武蔵野市立 武蔵野プレイス スペース C 
 テーマ:創業をカタチに 
           第 64回 ミニブルーム交流カフェ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
<<千葉県>> 
 
 日 時：平成 27年 3月 25日(水) 18:00～20:30 
 場 所：船橋商工会議所 5F 501号室 
 テーマ：販路開拓セミナー ｅコマース入門 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 



 
 日 時：平成 27年 2月 13日(金) 14:00～17:00 
 場 所：かながわ県民センター 11Fコミュニティカレッジ講義室 
 テーマ：NPO法人向け ソーシャルビジネスセミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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 5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 
           『ネットショッピングの今と、成功・失敗事例！』 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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 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 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～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時:平成 27年 2月 18日(水) 18:00～20:00 
 場 所:神戸元町六丁目商店街(モトロク)「TuKuRu－ツクル－」 
          (神戸市中央区元町通 6-5-13) 
 テーマ:『NBK ニュービジネスカフェｉｎ神戸』 
     ～ニュービジネスで商店街を活性化！クリエイターの発信拠点 
          TuKuRu－ツクル－を舞台にした取り組み～ 



 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時:平成 27年 2月 28日(土) 13:30～15:30 
 場 所：神戸市立中央図書館 2号館 3F 閲覧室 2 (神戸市中央区楠町 7-2-1) 
 テーマ：起業（ゆめ）をかたちにするために 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時:平成 27年 3月 6日(金) 13:30～16:30 
 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:女性起業家座談会＆交流会 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時:平成 27年 1月 29日(木) 17:30～19:30 
 場 所:あべのハルカス 25F 会議室 AB (大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-1-43) 
 テーマ:第 5回 創業イブニングセミナー 
           ～インターネットの現状とその活用法！～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時:平成 27年 2月 13日(金) 15:00～17:30 
 場 所:八尾商工会議所会館内 3F 
         八尾市立中小企業サポートセンター セミナールーム 
         (八尾市清水町 1-1-6) 
 テーマ:創業応援セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時:平成 27年 2月 18日(水) 13:00～16:30 
 場 所：枚方信用金庫 本店 4F (枚方市岡東町 14-36) 
 テーマ：創業セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<鳥取県>> 
 
 日 時：平成 27年 2月 12日(木) 14:00～17:00 
 場 所：とりぎん文化会館 2F 第 4会議室 
 テーマ：経営力向上セミナー『倒産から学ぶ企業経営の極意！』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<島根県>> 
 
 日 時：平成 27年 2月 1日(日) 14:00～16:00 
 場 所：島根県立図書館 1F 集会室 
 テーマ：経営力向上セミナー 
     『ホームページと Facebookの活用で自社のファンをつくろう！』 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 3月 3日(火) 14:00～16:00 
 場 所：ビッグハート出雲 2F 茶のスタジオ 
 テーマ：経営力向上セミナー『倒産から学ぶ企業経営の極意！』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 
 日 時：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 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 2月 12日(木) 18:30～20:30 
 場 所：広島県情報プラザ 2F 第 3研修室 (広島市中区千田町 3-7-47) 
 テーマ：創業者のためのプレゼン上達セミナー 



           ～創業に必要な「プレゼンテーション力」を身につけよう！～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 2月 18日（水） 13:30～16:00 
 場 所：ひろしまハイビル 21 17F 
 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 3つの秘策～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 2月 20日（金） 
 場 所：日本公庫 広島支店 6F 会議室 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナー 
     どうする・・・災害と地域再生・過疎地や中山間地域の活性化 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 2月 28日(土) 平成 27年 3月 7日(土) 平成 27年 3月 14日(土) 
      13:00～16:00 
 場 所：広島県情報プラザ 2F 第 2研修室 (広島市中区千田町 3-7-47) 
 テーマ：創業者のための「見直し」セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<香川県>> 
 
 日 時：平成 27年 1月 31日(土) 13:30～16:30 
 場 所：高松市中央図書館 3F 第 1集会室 
 テーマ：【女性限定】 
           女性創業者に役立つ カラーセミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福岡県>> 
 
 日 時：平成 27年 2月 10日(火) 17:00～19:30 
 場 所：博多座・西銀ビル (福岡市博多区下川端町 2-1) 
 テーマ：創業支援セミナー 
     高収益を実現する商品ラインナップのつくりかた 3つの秘策 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 2月 17日(火) 
     昼の部 13:30～17:00 夜の部 18:00～20:30 
 場 所：日本公庫 福岡支店 8F 会議室 
 テーマ：フランチャイズビジネスセミナー 
          フランチャイズビジネスの専門家が「失敗しない」フランチャイズ 
          本部の見極め方を公開します！ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 3月 13日（金） 17:00～19:30 
 場 所：西日本シティ銀行 室町支店 
          (北九州市小倉北区室町 2-5-3) 
 テーマ：創業支援セミナー 
          高収益を実現する商品ラインナップのつくりかた 3つの秘策 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大分県>> 
 
 日 時：平成 27年 2月 6日(金) 13:30～17:00 
 場 所：芸術文化系複合スペース the bridge 
          (大分市中央町 3-3-19) 
 テーマ：「利益」と「魅力」から考える商品力アップセミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<熊本県>> 
 
 日 時：平成 27年 2月 10日(火) 13:30～16:00 
 場 所：日本公庫 熊本支店 6Ｆ 会議室 



 テーマ：ソーシャルビジネスセミナーin熊本 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<宮崎県>> 
 
 日 時：平成 27年 2月 10日(火) 14:00～16:30 
 場 所：宮崎県立図書館 
 テーマ：女性のための創業応援セミナー 
           起業「したい」を「する」に変えるには？ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 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 
 

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


 ★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.htm 
 
 
 調┃査┃月┃報┃１┃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」１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_1501.pdf 
 ※PDFファイルは約 6.6ＭＢ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 
  中小卸売業の生き残り戦略「３Ｓ＋Ｐ」 
 ○論点多彩 
  日本におけるイノベーション 
  ―国際的にみた現状と今後に向けた示唆― 
 
 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 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://krs.bz/kokukin/m/enquete 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 

http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.htm
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。 
  
 今回から連載がスタートしました「こんな時代に『売る』技術」の第８弾 
 「売れる！ＷＥＢ活用術」はいかがでしたか。 
  
 今月から６回にわたって、敷居が高いイメージがあるホームページの作成 
 から運用、効果的な活用方法までを、中小企業向けの販促支援で豊富な経 
 験を持つ志鎌先生に分かり易く解説していいただきます。どうぞ、ご期待 
 ください！ 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2015年 2月 25日の予定です。 
 
 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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