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 こんにちは！日本公庫 国民生活事業です。 

「事業者サポートマガジン」をご愛読いただき、ありがとうございます。 

今月も経営に役立つ情報満載でお届けします。 
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【1】経営お役立ち情報  

 ～ 「あなたの会社は大丈夫？営業力が不足している会社に共通していること」講座 ～ 

  

 営業コンサルティング会社による「あなたの会社は大丈夫？営業力が不足している会社 

に共通していること」講座について、6回にわたってご紹介します。 

  

 １回目となる今回のトピックは「あなたの会社の営業体制を診断してみよう」です。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1510.pdf 

─────────────────────────────────────── 

【2】ソーシャルビジネス・トピックス 

   ～ソーシャルビジネスと経営戦略 (1)事業の軸の定め方～ 

  

 今、私たちが暮らす社会は、待機児童問題、介護難民、地域の過疎化などの 

さまざまな問題を抱えています。 

 ソーシャルビジネスとは、こうした社会問題をビジネスの力で解決しようと 

する取組みであり、我が国の経済発展や地域活性化に大きく貢献するものと 

して期待されています。 

 そこで、ソーシャルビジネスの事業運営を情報面からサポートするために、 

今月号から、専門家のみなさんによるソーシャルビジネスをテーマとした 

記事を、定期的に配信していきます。 

 今回は、「ソーシャルビジネスと経営戦略」と題し、ソーシャルビジネスに 

おける経営のあり方を、3回にわたってお届けしていきます。  

  

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu04.html 

  

（※）昨年の 9月から 11月にも、特別連載として、ソーシャルビジネス・ 

   トピックスを配信しました。ご興味がある方は、下記のページから 

   ご覧ください。 

http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1510.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu04.html


     

 【日本公庫ホームページ ソーシャルビジネス支援「経営・借入のヒント」】 

  http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/hint.html 

─────────────────────────────────────── 

【3】景況Ｗａｔｃｈ（1） ～ 事業者リポート編 ～ 

  

 今回は、インバウンド対応特集として、特徴的な取組みを行っている東京都 

大田区の銭湯「はすぬま温泉」をご紹介します。伝統的な日本文化そのものと 

いえる銭湯をどのように売り出しているのでしょうか。代表の近藤和幸さんに 

お話を伺いました。 

 

【続きはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keiei_watch_151021.pdf 

 ─────────────────────────────────────── 

【4】景況Ｗａｔｃｈ(2) ～ 全国小企業月次動向調査結果 ～ 

  

 日本公庫 総合研究所が実施する全国小企業月次動向調査結果をご紹介します。 

本調査は、従業者数が 20人未満の「小企業」1,500社を対象に毎月実施しており、 

速報性の高い電話調査により、小企業の足元の景況感をタイムリーにとらえます。 

 

【続きはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html 

─────────────────────────────────────── 

【5】セミナー・イベント情報 ～ ぜひご来場ください！ ～ 

 

 全国各地で中小企業経営セミナーをはじめとした各種セミナーを開催しています。 

 

【詳細はこちら↓】 

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

 

★生活衛生関係営業者向けの「経営課題解決セミナー」開催のご案内 

 

 日本公庫は、飲食業、理美容業、宿泊業など生活衛生関係営業を営む方を対象 

に、(1)人材採用・育成、(2)行動観察による生産性向上、(3)インバウンド対応（訪 

日外国人集客）という３つの代表的な経営課題をテーマとした「経営課題解決セ 

ミナー」を開催します（参加費無料）。 

http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/hint.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keiei_watch_151021.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html
https://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html


 

【開催日時】 

(1)人材採用・育成      平成 27年 10月 21日（水）14:00～17:00（定員 60名）  

(2)行動観察による生産性向上 平成 27年 11月 18日（水）14:00～17:00（定員 100名） 

(3)訪日外国人集客      平成 27年 11月 26日（木）14:00～17:00（定員 70名） 

 

【詳しくはこちら↓】 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_150918b.pdf 

 

★次世代の京都の商材が勢揃いする展示商談会「New Style Selection by KYOTO」 

を開催します。 

 

【事業概要】 京都企業 111社を集めた展示商談会。来場ターゲットは、首都圏の 

       小売店・量販店、デザイン会社、建築設計事務所、メディア等。 

【開催日時】 平成 27年年 11月 5日 11:00～19:00  6日 10:00～17:00 

【場所】   ＪＰタワーホール＆カンファレンス ４F 

       （東京都代田区丸の内二丁目 7番 2号 ＪＰタワー・ＫＩＴＴＥ） 

【来場料】  無料 

【主催】   京都知恵産業フェア実行委員会 

       京都産業育成コンソーシアム、京都府、京都市、京都商工会議所 

       京都工業会、京都産業２１、京都高度技術研究所 

  

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.chie-fair.biz/ 

 

★京都市では，地域や社会における課題に対し，革新的なアプローチで効果的・持続的な 

ソーシャル・イノベーションに取り組まれている方々に全国からお集まりいただき「ソー

シャル・イノベーション・サミット」を開催します。 

 

【開催日時】 平成 27年 12月 17日（木）13:00-18:00，18日（金）10:00-12:00 

【場所】   同志社大学今出川校地 寒梅館 

【主催】   京都市，京都市ソーシャルイノベーション研究所 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000189097.html 

 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/topics_150918b.pdf
http://www.chie-fair.biz/
http://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000189097.html


★「事例でわかる後継者育成【連続】セミナー」のご案内 

   

 次世代を担う後継予定者や事業を引き継いで間もない経営者の方を対象とした連続セミ

ナーをご案内します。経験豊かな専門家講師が、会社経営に必要な知識の習得や事業を引

き継ぐにあたっての心構え等を、事例を交えてわかりやすくご紹介します。東京２３区内

の中小事業者が対象となります。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/topics_151021.pdf 

─────────────────────────────────────── 

【6】ジェトロからのお知らせ ～ 貿易実務オンライン講座 ～ 

 

 貿易実務を今すぐに社員にマスターさせたい！ 

そんな御社に最適のオンライン講座を、ジェトロが開設しています。 

ストーリー仕立てで、わかりやすく、すぐに実務に役立つと大好評。パソコンがあれば、 

いつでも、どこでも、何度でも学習できます。ご関心がおありの方は、ぜひ無料サンプル 

講座または資料をご覧ください。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 

http://www.jetro.go.jp/elearning/?utm_source=jfc&utm_medium=jfc&utm_campaign=jfc 

 

☆12月期特典キャンペーン実施中！☆ 

12月期（12月 7日～2月 21日）限定で、お申し込みいただいた皆様に「貿易実務用語集」

を無料 

でプレゼントしております。  

◇申込み受付締切り： 11月 7日（土） 

 

【詳しくはこちら↓】 

 

http://www.jetro.go.jp/elearning/?utm_source=jfc&utm_medium=jfc&utm_campaign=jfc 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 お 問 合 せ 先 ：お客様サポート課 eラーニング事務局 

  Tel ：03-3582-5163（平日 9:00-12:00、13:00-17:00） 

  E-mail：ecollege@jetro.go.jp 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/topics_151021.pdf
http://www.jetro.go.jp/elearning/?utm_source=jfc&utm_medium=jfc&utm_campaign=jfc
http://www.jetro.go.jp/elearning/?utm_source=jfc&utm_medium=jfc&utm_campaign=jfc
mailto:ecollege@jetro.go.jp


─────────────────────────────────────── 

【7】「事業引継ぎ支援セミナー」のご案内 

 

【詳細はこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/topics_150819.pdf 

─────────────────────────────────────── 

【8】日本公庫 国民生活事業の融資制度のご案内  

   

 日本公庫では、さまざまな資金ニーズに対応した融資制度をご用意しております。 

今回は、「海外展開・事業再編資金」をご紹介します。 

 

★「海外展開・事業再編資金」 

 海外への直接投資、海外企業への生産委託、海外への販売強化にご利用いただけます。  

  

【海外展開・事業再編資金について詳しく知りたい方はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai.html 

 

【金利情報をご覧になりたい方はこちら↓】 

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

 

 ※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。 

 ※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。 

─────────────────────────────────────── 

【9】「調査月報」10月号発行のご案内  

 

 日本公庫 総合研究所は、中小企業に関する実態調査の結果や企業の研究事例などを 

紹介した「調査月報」10月号を発行しました。  

 

【内容はこちら↓】  

 http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1510.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 

 海外事業再編に取り組む中小企業 

○論点多彩 

http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/topics_150819.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaigaitenkai.html
http://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1510.pdf


 発見型改善のすすめ 

 

【バックナンバーはこちら↓】  

 http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html 

─────────────────────────────────────── 

【10】第７回日本公庫シンポジウムのご案内 

 

 地域の活力を生み出す創業企業をテーマに、創業企業が開業前から開業時、開業後 

にかけてどのような課題に直面するのか、それをどう克服し成長しているのかを、研究 

報告とパネルディスカッションを通じて明らかにし、今後の創業支援のあり方を考えます。 

 

【開催日時】 平成 27年 11月 25日（水）13：30～16：40（開場 13：00） 

【場所】   大手町フィナンシャルシティ カンファレンスセンター 

       （東京都千代田区大手町 1－9－7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー

3階） 

【主催】   日本政策金融公庫 総合研究所 

【参加費】  無料 

   

【詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc-sympo.jp/ 

─────────────────────────────────────── 

【11】お知らせ 

 

★「日本政策金融公庫インターネットビジネスマッチング」のご案内 

 

 日本公庫では、ビジネスチャンスを広げていただくための「場」として、インターネ 

ットビジネスマッチングサイトを提供しています。全国の幅広い業種のお客さまに「売 

りたい」「買いたい」情報をご登録いただいています。 

 

 お客さまの商品などを全国規模でＰＲするとともに、販売先や原材料の仕入れ先の確 

保などにご活用いただけます。 

 サイトの会員登録・利用は無料ですので、ぜひご利用をご検討ください。 

 

 ・ご利用には会員登録が必要です。 

 ・日本公庫と融資取引のある方が会員登録できますが、別途審査があります。 

 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
http://www.jfc-sympo.jp/


【インターネットビジネスマッチングサイトはこちら↓】 

 https://match.jfc.go.jp/ 

 

★国民生活事業の情報配信サービス 

   

  日本公庫 国民生活事業では「事業者サポートマガジン」の他にもさまざまな情報 

 配信サービス（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。 

 

 ○起業家応援マガジン 

    創業を考えている方、創業されて間もない方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_magazine.html 

 

 ○国民生活事業メール配信サービス 

    日本公庫ホームページの金利(国民生活事業)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_newinfo.html 

─────────────────────────────────────── 

【12】編集後記 

 

「事業者サポートマガジン」をご愛読いただきまして、ありがとうございます。 

 

 秋といえば…芸術の秋、食欲の秋、そしてスポーツの秋です。「スポーツは苦手」、 

「取り組む時間がない」と運動を敬遠する方も多いかもしれませんが、体を激しく 

動かすスポーツだけが運動ではありません。例えば通勤や家事で歩くことも運動の一 

つです。一駅分先に降りて歩く、階段を使うなど、意識と工夫次第で、日常生活の中 

で体を動かすことはできます。そして、スポーツのあとは美味しい食事に舌鼓！ 

 

 今後とも「事業者サポートマガジン」をよろしくお願いします。 

 ------------------------------------------------------------------------------ 

■「事業者サポートマガジン」では、読者のみなさまのご意見・ご感想をお待ちして 

 います。よりよい誌面作りのために、みなさまの声をお聞かせください！ 

https://match.jfc.go.jp/
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_magazine.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_newinfo.html


【ご回答はこちら↓】 

  https://krs.bz/kokukin/m/kokukin 

■次回の配信は 2015年 11月 18日(水）の予定です。 

■事業者サポートマガジンのバックナンバーはこちら↓ 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/jigyousya-backnumber.html 

■登録内容を変更する場合は、「登録解除フォーム」画面で登録抹消し、あらためて 

 「登録フォーム」画面でご登録ください。 

■配信解除をご希望される場合は、「登録解除フォーム」画面で登録抹消してください。 

【登録解除フォーム】 

  https://krs.bz/kokukin/m/jigyousya-kaijyo 

【登録フォーム】 

  https://krs.bz/kokukin/m/jigyousya 
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