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日 本 公 庫 起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．５７☆
～ホームページをつくる上でおさえておきたいポイント～
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
桜のつぼみもふくらみはじめ、春の訪れが待ち遠しい今日この頃ですが、
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！

…◆
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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３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
～作る時～

今回は、ホームページ作成における３段階（作る前・作る時・作った後）
のうち、２段階目にあたる「作る時」について、ホームページの実例等
を用いながら、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://krs.bz/kokukin/c?c=1399&m=10608&v=fca6d962
(PDF ファイル 1,511KB)

…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
２．先人に学ぶ

起業家レポート

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆…
「
『なりたい自分』に近づくために」
株式会社ヒメルリッチ
代表取締役 荻野久美子氏
今回ご紹介する起業家は、主に女性を対象としたネットスクールの運営
を行う株式会社ヒメルリッチの荻野久美子社長です。
荻野社長は、勤務時代のある出来事をきっかけに、仕事と家庭の両立と
いう多くの女性が直面する課題を強く意識するようになり、起業につな

がります。
場所や費用など、様々な制約を抱える女性の目線に立って、黎明期にあ
るネットスクール市場をけん引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://krs.bz/kokukin/c?c=1400&m=10608&v=15c71776
(PDF ファイル 1,234KB)

…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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。
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<埼玉県>>
日 時：平成 27 年 4 月 27 日(月) 18:00～20:30
場 所：日本公庫 さいたま支店 5F 会議室
テーマ：創業・経営応援セミナー
『創業計画を作成する・・・その前に～』
『インターネットの現状とその活用』
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<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
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<兵庫県>>
日 時：平成 27 年 3 月 25 日(水) 14:00～15:30
場 所：楽天株式会社 神戸支社
(神戸市中央区海岸通 1-2-31 神戸フコク生命海岸通ビル 2F)
テーマ：ネットビジネス活用セミナー
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<大阪府>>
日 時：平成 27 年 4 月 8 日(水) 14:00～16:00
場 所：N 総合会計 5F 会議室
テーマ：事業計画・資金調達講座
～最新の助成金制度を交えて～
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
<<奈良県>>

日 時：平成 27 年 3 月 29 日(日) 13:00～16:30
場 所：日本公庫 奈良支店
テーマ：創業セミナーin 奈良
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥
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
★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┃３┃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」３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_1503.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…
○日本公庫シンポジウム
中小企業の人材確保と育成
―若い力を伸ばす組織と経営―
○論点多彩
ドイツ企業の競争力とわが国中小企業への示唆
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

…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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「先人に学ぶ

起業家レポート」はいかがでしたか？

日本の生産年齢人口は、2010 年以降減少を続けており、日本経済の活力
維持には、出産・育児期にあたる女性の就労促進、いわゆる「Ｍ字カー
ブ」の解消が必要不可欠であるといわれています。
荻野社長は、自らも一児の母親として、育児と会社経営の両立に取組み、
その大変さを理解した上で、女性に対して「なりたい自分」への積極的
な投資の重要性を訴えておられます。
当社のような取組みが女性活躍のインフラとなり、日本の活力につなが
ることを期待します。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
次回の配信は 2015 年 4 月 22 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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