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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  

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

講座  (3) 営業力が不足している営業リーダー・マネージャーの共通点 ～ 

  

 営業コンサルティング会社による「あなたの会社の営業体制は大丈夫？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。 

  

 3回目となる今回のトピックは「営業力が不足している営業リーダー・マネージャーの共

通点」です。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1512.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 （3）事業のインパクトをどう高めるか ～ 

 社会的課題をビジネスの力で解決しようとする取組みである「ソーシャルビジネス」。 

本トピックスでは、ソーシャルビジネスを情報面からサポートするために、同分野の経営

に関する記事を、定期的に配信しています。  

 

 10月から、3回にわたって配信しているテーマは、「ソーシャルビジネスと経営戦略」で

す。 

最終回となる今月号では、事業のインパクトを高めるうえでの「共感」の重要性を、専門

家が解説します。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu06.html 

      

【バックナンバーはこちら↓】 

 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「生活衛生だより」No.178に掲載した、 

宿泊客の 8割を外国人観光客が占める奈良県奈良市の旅館をご紹介します。 

http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kei_qa_1512.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu06.html
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/hint.html


 

【続きはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keiei_watch_151216.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中小企業景況調査結果をご紹介します。 

本調査は、比較的規模の大きな「中小企業」900社を対象とし、景況感を毎月調査。 

三大都市圏の製造業にウエートを置く調査対象が特徴です。1963年の調査開始から 

50年の歴史をもち、売上見通しＤＩは政府の景気動向指数の先行系列にも採用され 

ています。 

 

【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！ ～ 

 

 全国各地で各種セミナーを開催しています。 

 

【詳しくはこちら↓】 

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

  

 日本・東京商工会議所ではこのたび、タイ現地事情視察会およびマレーシア現地事情 

視察会を開催します。また、東京商工会議所ではミャンマー・カンボジア現地事情視察 

会を開催します。 

 現地経済界・企業関係者との交流ができる貴重な機会ですので奮ってご参加ください。 

 

■タイ現地事情視察会■ 

 

【日  程】2016年 1月 31日（日）～2月 3日（水）（3泊 4日） 

【ポイント】1.商工会議所主催の充実したプログラム 

            2.タイ経済界・進出日系企業との交流 

            3.企業間の情報交換やネットワークづくり 

【代  金】商工会議所会員価格 ：197,100円 

      商工会議所非会員価格：227,100円 

【詳  細】以下URLをご覧ください。 

http://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/keiei_watch_151216.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html
https://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html


            http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-67274.html 

【募集人数】先着 30名（最少催行人数 10名） 

【申込方法】下記URLよりお申込みください。 

            http://www.nittsu-ryoko.co.jp/inspection/thai.html 

【申込締切】2015年 12月 25日（金） 

             ※ 締切日以降のキャンセルにつきましては、キャンセル料が発生する場合

がございますので、予めご了承ください。 

             ※ 定員に達し次第、受付を終了します。 

【旅行会社】日通旅行株式会社 

【お問合せ】日本・東京商工会議所 国際部 村岡・胡（こ）・小田 

            TEL:03-3283-7876 

 

■マレーシア現地事情視察会■ 

 

【日  程】2016年 2月 3日（水）～2月 6日（土）（3泊 4日） 

【ポイント】1.商工会議所主催の充実したプログラム 

            2.マレーシア経済界・進出日系企業との交流 

            3.企業間の情報交換やネットワークづくり 

【代  金】商工会議所会員価格 ：209,700円 

      商工会議所非会員価格：239,700円 

【詳  細】以下URLをご覧ください。 

            http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-67273.html 

【申込方法】下記URLよりお申込みください。 

            http://www.nittsu-ryoko.co.jp/inspection/malaysia.html 

【申込締切】2015年 12月 25日（金） 

             ※ 締切日以降のキャンセルにつきましては、キャンセル料が発生する場合

がございますので、予めご了承ください。 

             ※ 定員に達し次第、受付を終了します。 

【募集人数】先着 30名（最少催行人数 10名） 

【旅行会社】日通旅行株式会社 

【お問合せ】日本・東京商工会議所 国際部 村岡・胡（こ）・小田 

            TEL:03-3283-7647 

 

■ミャンマー・カンボジア現地事情視察会■ 

 

【日  程】2016年 2月 21日（日）～2月 26日（金）（4泊 6日） 

http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-67274.html
http://www.nittsu-ryoko.co.jp/inspection/thai.html
http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-67273.html
http://www.nittsu-ryoko.co.jp/inspection/malaysia.html


【ポイント】1.商工会議所主催の充実したプログラム 

            2.夕食交流会の開催 

            3.企業間の情報交換やネットワークづくり 

【代  金】商工会議所会員価格 ：248,000円 

      商工会議所非会員価格：278,000円 

【詳  細】以下URLをご覧ください。 

            http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-67270.html 

【申込方法】下記URLから「ご案内・行程表・資料請求書」をダウンロードしていただき、 

            必要事項をご記入の上、FAXでお申し込みください。 

            http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-67270.html 

【申込締切】2016年 1月 15日（金） 

             ※ 締切日以降のキャンセルにつきましては、キャンセル料が発生する場合

がございますので、予めご了承ください。 

             ※ 定員に達し次第、受付を終了します。 

【募集人数】先着 20名（最少催行人数 10名） 

【旅行会社】株式会社 JTBコーポレートセールス 

【お問合せ】東京商工会議所 中小企業部 西塔・大矢・石村 

            TEL:03-3283-7754 

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

【6】「調査月報」12月号発行のご案内  

 

 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などを 

紹介した「調査月報」12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_1512.pdf 

※PDFファイルは約 6.4ＭＢ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 

  少子高齢化時代の新ビジネス 

 ○論点多彩 

  中小企業のための使えるＢＣＭ 

 

【バックナンバーはこちら↓】  

http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-67270.html
http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-67270.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1512.pdf


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

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

【7】「経営者・後継者のための事業承継セミナー」のご案内 

 

 独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催する「経営者・後継者のための事業承継 

セミナー」が全国 47都道府県で開催されます。 

 本セミナーでは、中小企業・小規模事業者の経営者・後継者等の皆さまに、計画的な 

事業承継対策の必要性、ポイント及び事業承継に関するさまざまな支援施策等をご紹介 

いたします。事業承継をお考えの皆さまにとって、貴重な機会ですので奮ってご参加 

ください。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 https://27jss.smrj.go.jp/ 

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

【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、「事業承継・集約・活性化支援資金」をご紹介します。 

 

★「事業承継・集約・活性化支援資金」 

   

 ○ポイント 

  安定的な経営権の確保により事業の継続を図る方など一定の要件を満たす場合、特別 

 利率Ａが適用されます。 

    

【事業承継・集約・活性化支援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/jigyoukeisyou.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】お知らせ 

 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
https://27jss.smrj.go.jp/
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/jigyoukeisyou.html
http://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html


★「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。 

 

【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 

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

【10】編集後記 

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


 

「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。 

 

 2015年も残り 2週間ほどとなりました。年末年始は何かと飲酒の機会が増える時期です。 

「酒は百薬の長」ともいい、適度に摂ればむしろ健康にもよく、ストレスを解消させる 

効果もあります。しかし、問題なのは過度の飲酒です。 

 元来、日本人は欧米人に比べお酒を分解する酵素の働きが弱く、お酒に弱い民族だと 

も言われています。これからも、そして気持ち良く新年を迎えられるよう、節度ある 

飲酒を心がけたいものです。 

 

 2016年も「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！ 

【ご回答はこちら↓】 

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

■次回の配信は 2016年 1月 20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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