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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．５９☆ 
 
              ～ ブランディングをしよう ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 新緑のみぎり、日中は少し汗ばむほどの季節となりましたが、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．お役立ち創業関連情報コーナー 
 ５． 東日本大震災に関する特別相談窓口 
 ６． 「起業家応援マガジン」読者アンケート 
 ７． 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５回＞ ブランディングをしよう 
  
 志鎌先生は、「ブランディング」を「『●●屋さん』と認知されるため 
 の活動」と定義し、実施する際のポイントやホームページに取り入れて 
 行く際の留意点等について、豊富な事例を用い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_150527.pdf 
  (PDFファイル 778KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「障害者の能力を活かし農業を通じて就労を支援」 
 
                 ＮＰＯ法人つくばアグリチャレンジ 
                     代表理事 五十嵐 立青氏 
                       
 今回ご紹介する起業家は、農業を通じて、障害者の自立支援事業を行っ 
 ているＮＰＯ法人つくばアグリチャレンジの五十嵐代表理事です。 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_150527.pdf


 五十嵐代表理事は、大学院在学中につくば市議に当選し、在任期間中に 
 見聞した障害者と農業の現状をヒントに当事業を立ち上げます。体力や 
 独自のノウハウ等が求められる農作業ですが、農家等の専門家とも連携、 
 障害者一人ひとりへの細かい洞察から最適な作業を任せることで、就労 
 支援のみならず、農業収益も順調に推移し、現在では、直売所での販売 
 や加工品の製造販売なども手掛け、将来的な農業法人の設立も視野に入 
 れておられます。 
  
 障害者雇用や農業の衰退といった社会的な課題を事業で解決しようとす 
 る若き社会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://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_150527.pdf 
  (PDFファイル 1222KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
 
  ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<青森県>> 
 
 日 時：平成 27年 6月 13日(土) 14:00～17:00 
 場 所：アピオあおもり 2F 小研修室 1-2 (青森市中央 3-17-1) 
 テーマ：青森市地域力向上セミナー 
           「NPO・市民活動のための資金調達を学ぶ」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<長野県>> 
 
 日 時：平成 27年 5月 30日(土) 13:30～16:00 
 場 所：長野県男女共同参画センター “あいとぴあ” 
 テーマ：女性起業家と話そう！ 
           月 1サロン“2015”（岡谷会場） 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 6月 19日(金) 13:30～16:00 
 場 所：HanaLab.Unno (ハナラボ ウンノ) 
 テーマ：女性起業家と話そう！ 
           月 1サロン“2015”（上田会場） 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 27年 6月 12日(金) 19:00～20:00 
 場 所：MULBERRY FIELD (マルベリー フィールド) 
 テーマ：先輩起業家に学ぶ創業セミナー 
           第 69回ミニブルーム交流カフェ in昭島 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_150527.pdf


 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 27年 7月 16日(木) 平成 27年 11月 19日(木) 平成 28年 3月 17日
(木) 
          15:00～16:00 
 場 所：(公財)横浜企業経営支援財団 大会議室  
          (横浜市中区太田町 2-23横浜メディア・ビジネスセンター7F) 
 テーマ：創業セミナー 
           ～創業事例から学ぶ～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 6月 17日(水)～平成 27年 7月 22日(水) 
          全 6回 (講義 4回、実習 2回) 
 場 所：メサ・グランデ 
 テーマ：Cafe の学校 inかわさき 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 9月 17日(木) 平成 28年 1月 14日(木) 15:00～16:00 
 場 所：(公財)横浜企業経営支援財団 大会議室 
          (横浜市中区太田町 2-23横浜メディア・ビジネスセンター7F) 
 テーマ：創業セミナー 
           ～金融機関から見たポイント～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 27年 6月 6日（土）～平成 27年 6月 28日(日) 
          全 6日間（講義 3回、実習 3回） 
 場 所：[講義] 日本公庫 京都支店 5F 会議室(PDFファイル 92KB) 
          [実習] アンテナカフェ丸太町 
 テーマ：第 3期 京都カフェの学校 
           ～女性限定～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 27年 5月 27日(水) 13:30～16:30 
 場 所：姫路労働会館 2F サークル A (姫路市北条 1-98) 
 テーマ：不動産開業支援セミナー 
           （全日本不動産協会主催） 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 6月 10日(水) 13:30～16:30 
 場 所：全日兵庫会館 4F 大会議室 (神戸市中央区中山手通 4-22-4) 
 テーマ：不動産開業支援セミナー 
           （全日本不動産協会主催） 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 6月 16日(火) 13:00～15:30 
 場 所：兵庫県不動産会館 7F 研修ホール(神戸市中央区北長狭通 5-5-26) 
 テーマ：不動産開業支援セミナー 
          （兵庫県宅地建物取引業協会主催） 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 7月 8日(水) 13:30～16:30 
 場 所：全日兵庫会館 4F 大会議室 (神戸市中央区中山手通 4-22-4) 
 テーマ：不動産開業支援セミナー 
           （全日本不動産協会主催） 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 7月 14日(火) 13:00～15:30 
 場 所：兵庫県不動産会館 7F 研修ホール(神戸市中央区北長狭通 5-5-26) 
 テーマ：不動産開業支援セミナー 
           （兵庫県宅地建物取引業協会主催） 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 7月 22日(水) 13:30～16:30 
 場 所：西宮市民会館 502 中会議室 (西宮市六湛寺町 10-11) 



 テーマ：不動産開業支援セミナー 
           （全日本不動産協会主催） 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 27年 5月 31日(日) 13:30～16:30 
 場 所：広島商工会議所 1F 101号室 
 テーマ：新規創業応援セミナー 
           ～創業を成功させる秘訣がここに！！～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 6月 3日(水) 13:30～16:10 
 場 所：日本公庫 広島支店 6F 会議室 
 テーマ：フランチャイズビジネスセミナー 
           失敗しないフランチャイズ本部の選び方！！ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<香川県>> 
 
 日 時：平成 27年 6月 13日（土） 14:00～16:00 
 場 所：サンクリスタル高松 3F 視聴覚ホール 
 テーマ：創業・経営支援セミナー 
           「繁盛店への道」～経営の奥義を学ぶ～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福岡県>> 
 
 日 時：平成 27年 6月 24日(水) 13:30～17:00 
 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創業支援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<長崎県>> 
 
 日 時：平成 27年 6月 11日(木) 15:00～17:30 
 場 所：諫早商工会議所 3F 大ホール (諫早市高城町 5-10) 
 テーマ：創業・経営支援セミナー 
          起業家・経営者のためのいまさら聞けないマーケティング 
          4つの基本 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 6月 12日(金) 15:00～17:30 
 場 所：長崎商工会議所 2F ホール (長崎市桜町 4-1) 
 テーマ：創業・経営支援セミナー 
          起業家・経営者のためのいまさら聞けないマーケティング 
          4つの基本 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 27年 6月 25日(木) 13:30～17:00 
 場 所：日本公庫 長崎支店 4F 会議室 
 テーマ：フランチャイズビジネス創業支援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大分県>> 
 
 日 時：平成 27年 6月 23日(火) 13:30～17:00 
 場 所：日本公庫 大分支店 6F 会議室 
 テーマ：フランチャイズビジネス創業支援セミナー 
 



 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
  
 
 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 
 です。 
 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 
 
 

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
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html


  調┃査┃月┃報┃５┃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」５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_1505.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…  
 ○リポート 
  高校生ビジネスプラン・グランプリ 
 ○論点多彩 
  デザイン・ドリブン・イノベーションの可能性 
 
 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．お役立ち創業関連情報コーナー 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
  
 ここでは、創業をお考えの方、創業後間もない方に役立つ補助金・税制 
  等の情報をお伝えしております。 
  
  今回は、中小企業庁が新たに始める「ふるさとプロデューサー育成支援 
 事業」についてご紹介させていただきます。 
 
 「ふるさとプロデューサー育成支援事業」は、地域の多くの関係者を巻 
 き込み、地域の特色を活かした産品をブランド化し、域外に売り出す「 
 ふるさとプロデューサー」となる人材を育成しようとするＯＪＴ研修を 
 主体とした研修事業です。 
 
 ＯＪＴ研修受入先は地域産品を磨き上げ、販売増加につなげた道の駅等 
 全国 20～30先を公募により募集しており、６月中旬に下記ＨＰで公開し 
 ます。 
 
 また、６月上旬～７月上旬にかけて研修生の募集を開始する予定です。 
 地域産品開発、販売による地域活性化を考えている方にとって、成功 
 した事業者のノウハウを無料で学ぶことができる絶好の機会ですので、 
 興味がある方は応募してみてはいかがでしょうか？ 
 
  
 ＯＪＴ研修受入先のページはこちら（応募は 5月 28日まで） 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2015/150507hurusatopro.htm 
  
 ＯＪＴ研修生の募集については６月上旬に下記ＨＰにアップされる予定です。 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://etic.or.jp/furusatoproducer/host/ 
  
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ５．東日本大震災に関する特別相談窓口 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1505.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/chiiki/2015/150507hurusatopro.htm
https://etic.or.jp/furusatoproducer/host/


 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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ６. 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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ７．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？ 
 
 ブランディングというと大企業向け活動といったイメージが強いですが、 
 今回のコラムに取り上げられている事例のように、多くの費用をかけずに、 
 効果的な活動が可能です。  
 
 インターネット等を介して多くの情報が溢れ、価格や性能だけで商品・ 
 サービスの選択を行う単純な消費者像は想定できない時代です。志鎌先生 
 のご提案されているブランディング活動を実践し、競合する企業や商品・ 
 サービスとの違いを発信することで、売上向上を目指してみてはいかがで 
 しょうか。  
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2015年 6月 24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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