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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．５６☆ 
 
    ～ホームページをつくる上でおさえておきたいポイント～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 梅花の候、春の訪れが待ち遠しいですが、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２回＞ ホームページをつくる上でおさえておきたいポイント 
       ～考えよう～ 
  
 志鎌先生は、ホームページの作成は、作る前・作る時・作った後の３段 
 階があると主張されています。 
 今回は、その第一段階として、どんなホームページにするかを“考える” 
 際の具体的な方法を４つのステップに分けて、分かり易く解説されてい 
 ます。 
  
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_150225.pdf 
  (PDFファイル 661KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「日本の魅力を発信し、海外との架け橋になる」 
 
                        和テンション株式会社 
                      代表取締役 鈴木康子氏 
                       
  今回ご紹介する起業家は、外国人向けのフリーマガジンの発行等を行う 
 和テンション株式会社の鈴木康子社長です。 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_150225.pdf


 
 鈴木社長は、シンガポールにて広告制作会社に勤務した後、当地で日本 
 人向けの情報誌を発行する企業を立ち上げます。その後、多くの外国人 
 に日本の魅力を伝えたいとの想いから、日本国内でも法人を立ち上げ、 
 フリーマガジン「WAttention」を現在９か国において現地の言語で発行 
 しておられます。 
  
 鈴木社長が伝えたい日本の一番の魅力の秘訣とは？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_150225.pdf 
  (PDFファイル 414KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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 3月 6日(金) 14:00～16:30 
 場 所：中小企業基盤整備機構 北海道本部 大会議室 
 テーマ：女性のための創業セミナー 
           『起業を成功に導くキーポイント 
          ～売れる商品づくり・効果的な販促方法のヒントを掴む！～』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 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 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 3月 3日(火) 15:00～17:10 
 場 所：日本公庫 東京中央支店 4F 
 テーマ：第 4回 ソーシャルビジネスセミナー 
           シニアビジネスの新たな展開と今後の戦略 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_150225.pdf
http://www.sougyouschool.jp/area/


 日 時：平成 27年 3月 5日(木) 13:00～16:00 
 場 所：日本公庫 東京中央支店 4F 
 テーマ：第 7回 創業支援フォーラム 
           ～先輩経営者に学ぶ起業への道～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 3月 10日(火) 15:00～18:00 
 場 所：日本公庫 東京中央支店 4F 
 テーマ：第 8回 創業支援フォーラム 
           ～生活衛生業(飲食業・理美容業など)で開業するポイント～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 3月 11日(水) 19:00～21:00 
 場 所：サイバーシルクロート八王子 
           (八王子市明神町 2-27-6 たましんブルームセンター 4F) 
 テーマ：創業をカタチに 
          第 65回 ミニブルーム交流カフェ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 3月 13日(金) 14:00～17:00 
 場 所：町田新産業創造センター 1F イベントスペース 
          (町田市中町 1-4-2) 
 テーマ：スタートアップ応援セミナー 
           『ベンチャーを起業して、今、大切に想うこと』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<千葉県>> 
 
 日 時：平成 27年 3月 5日(木) 18:00～20:30 
 場 所：千葉市ビジネス支援センター 中央分館(CHIBA-LABO) 
          (千葉市中央区中央 2-5-1 千葉中央ツインビル 2号館 7F) 
 テーマ：販路開拓セミナー 
           eコマース経営入門 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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 3月 3日(火) 10:00～13:00 
 場 所：川崎市男女共同参画センター (すくらむ 21) 2F 第 3研修室 
 テーマ：女性起業家セミナー はじめて WEB 
           ～女性のためのホームページ作成実践講座～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 27年 2月 25日(水) 14:00～17:30 
 場 所：明石市立産業交流センター 4F (明石市大久保町ゆりのき通 1-4-7) 
 テーマ：第 3回 NPO起業・運営合同相談会 
           ～想いを実現させる資金セミナー＋相談会～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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 
           ～夢をカタチにするには？～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 27年 2月 25日(水) 平成 27年 3月 4日(水) 16:00～19:00 
 場 所：グランフロント大阪 北館タワーC 8F ナレッジキャピタル 
          カンファレンスルームタワーC RoomC05 (大阪市北区大深町 3-1) 
 テーマ：“飲食店開業”勉強会 in大阪 
           経営の基本～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 2月 25日(水) 15:00～18:30 
 場 所：グランフロント大阪 北館タワーC 8F ナレッジキャピタル 
          カンファレンスルームタワーC RoomC05 (大阪市北区大深町 3-1) 
 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経営マネジメント 
                                       ～NPO経営のノウハウ教えます～』  
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
  日 時：平成 27年 3月 9日(月) 14:00～16:30 
 場 所：(公財)堺市産業振興センター (堺市北区長曾根町 183-5) 
 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」～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 3月 13日(金) 14:00～16:30 
 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：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」～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<島根県>> 
 
 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！』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岡山県>> 
 
 日 時：平成 27年 2月 27日(金) 13:30～16:40 
 場 所：津山信用金庫 本店 4F 会議室 (津山市山下 30-15) 
 テーマ：第 2回 創業支援セミナー＆個別相談会 
           ～成功する商品・サービスには理由がある！～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 3月 2日(月) 13:30～17:00 
 場 所：中国銀行 本店 3F 会議室 (岡山市北区丸の内 1-15-20) 
 テーマ：ちゅうぎん創業支援セミナー 
           ～ちゅうぎんであなたの“ゆめ”を実現しませんか～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 3月 7日(土) 13:00～17:00 
 場 所：玉島信用金庫 倉敷支店 3F 
 テーマ：創業フォローアップセミナー 
          『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』 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 



 
 <<広島県>> 
 
 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 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 3月 1日(日) 10:00～17:00 
 場 所：広島市立中央図書館 3F セミナー室 
 テーマ：創業応援フェスタ inひろしま‘15 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<香川県>> 
 
 日 時：平成 27年 3月 7日(土) 13:00～16:00 
 場 所：高松商工会議所 201会議室  
 テーマ：【女性限定】先輩創業者に学ぶ 女性創業応援セミナー 
     ～夢をカタチに。やりたいことを実現！～  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<愛媛県>> 
 
 日 時：平成 27年 2月 28日(土) 13:00～16:00 
 場 所：新居浜市立別子銅山記念図書館 多目的ホール 
 テーマ：にいはま創業・経営応援フォーラム 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福岡県>> 
 
 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  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<宮崎県>> 
 
 日 時：平成 27年 2月 26日(木) 18:30～21:00 
 場 所：みやざき県民協働支援センター 会議室 
          (宮崎市錦町 1-10 宮崎グリーンスフィア壱番館(KITEN) 3F) 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 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＞ 

http://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html


 ◆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 
 
 ★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┃２┃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」２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_1502.pdf 
 ※PDFファイルは約 6.2ＭＢ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 
  「共感」でチャンスをものにする 
  ―拡大するクラウドファンディング― 
 ○論点多彩 
  小売業における人的サービスの戦略 
 
 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 

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_1502.pdf
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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
  
 今回の「こんな時代に『売る』技術」はいかがでしたか？ 
  
 どんなホームページにするかを考える際の３つの目のステップにある「閲 
 覧者像を明確にする」ことは、ホームページ作成のみならず、マーケティ 
 ング全般において非常に重要で、難しい作業になります。この際、志鎌先 
 生がご指摘されるように、想定する顧客層と近い人物をイメージすること 
 が近道になるかもしれません。 
 
 次回からは実際にホームページを作成する段階へと入っていきます。どう 
 ぞご期待ください！ 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2015年 3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/earthquake/index.html
https://krs.bz/kokukin/m/enquete
https://krs.bz/kokukin/m/merumaga-kaijyo
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