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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．７０☆ 
 
          第４回  小さな企業が生き残るカギは人を巻き込む力 
                 ～人材とチームのマネジメント～ 
 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 若葉萌える好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！ 
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 ４． 平成２８年熊本県熊本地方の震災に関する特別相談窓口 
 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 
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 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 １．【連載】こんな時代に「売る」技術 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「売れる！マネジメント術」 
                  株式会社 ＭＭコンサルティング 
                     代表取締役 上野 光夫氏   
 
  
 ＜第４回＞   小さな企業が生き残るカギは人を巻き込む力 
                ～人材とチームのマネジメント～ 
  
 
 起業する際に、あなたは「ひとり」で起業しますか？それとも「チーム」 
  で起業しますか？様々な考え方がありますが、上野先生は「チーム」起 
  業のほうが成功率が上がると述べられています。ひとり起業で陥りが 
  ちなケース、チーム起業のメリットや人材確保の方法など、目からウロ 
  コな情報がいっぱいです！！ 
  
 気になる続きはこちらから 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_160427.pdf 
  (PDFファイル 831KB) 
 
 
 
 
 ☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 企業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_160427.pdf


 「異国でカフェの経営者になる」 
  
                                         ＤＩＮＩＺ ＣＡＦＥ   
                                       代表 ジニス ペリクレス氏 
 
  今回ご紹介する企業家は、鹿児島の西郷隆盛像のすぐそばで、石蔵を改 
  装してカフェを営むＤＩＮＩＺ ＣＡＦＥのペリクレス代表です。 
  
 ペリクレス代表は出身国であるブラジルで歯医者として勤務している中 
 でコーヒーに魅了され、留学先であり、奥様の故郷でもあった鹿児島で 
 事業を始めました。古い石蔵を改装した店内でボサノバを聞きながらゆ 
 ったりした時間を過ごせます。看板商品である一つ一つ手作業で選別し 
 た豆で入れられるコーヒーをはじめ、ブラジルらしさを感じるお菓子も 
 人気です。 
  
 異国での開業ということもあり、かなり綿密な創業計画を奥様と二人で 
  作り上げたペリクレス代表。その計画性、地球の裏側でも感じるおもて 
  なしの心やコーヒーにかける熱い思いは必見です！！ 
 
 気になる続きはこちらから 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_160427.pdf 
  (PDFファイル 822KB) 
 
  
   
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 女性・若者向け創業相談ウィーク┃開┃催┃の┃ご┃案┃内┃ 
  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
   
  創業相談に関する専門的なノウハウを有する全国６ヵ所のビジネスサポ 
 ートプラザを窓口とし、育児や介護、学業との両立などの課題を抱えな 
 がらも創業への一歩を踏み出そうとする「女性」や学生を含む「若者」 
 の方を主な対象とした相談会を開催します！ 
 
 事前予約の上でご相談をいただき、所定のアンケートにお答えいただい 
 た方にはプレゼント（サーモステンレスボトルまたはキャンパスクラッ 
 チバック）もご用意しております（先着順）。 
 
  創業についての素朴な疑問から創業計画書の立て方などの専門的な内容 
 まで様々なご相談にお応えします。是非お気軽にお申込みください！ 
 
 ＜開催概要＞ 
 ○開催期間 平成 28年５月 16日（月）～27日（金） 
       ※５月 21日（土）も開催。東京ビジネスサポートプラザで 
        は、５月 22日（日）も開催。 
 ○対 象 者 創業に関心のある女性や若者の方（女性や若者以外の参加 
              も可能です。） 
 ○実施主体 全国６ヵ所（札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡）の 
              ビジネスサポートプラザ 
 ○参加方法 電話またはインターネットからの事前予約制 
 
 
  Facebookページ┃開┃設┃の┃ご┃案┃内┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛  
 
  日本公庫は、平成 25年度より、「自ら考え、行動する力」を養うことの 
 できる起業教育の推進を目的とした、高校生ビジネスプラン・グランプ 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_160427.pdf


 リを開催しています。27年 10月より、当グランプリ公式の Facebook ペー 
 ジを開設しました。当グランプリに関する情報だけでなく、起業に興味 
 のある方向けのお役立ち情報等も発信していく予定ですので是非ご覧く 
 ださい！！ 
 
 高校生ビジネスプラン・グランプリの詳細についてはこちら 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/index.html 
 
 高校生ビジネスプラン・グランプリ公式 Facebookページはこちら 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.facebook.com/grandprix.jfc 
 
 
  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。 
 
  ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
  <<東京都>> 
 
 日 時：平成 28年 5月 28日(土)～平成 28年 10月 29日(土) 
          全 6回 13:00～15:30 
 場 所：日本公庫 立川支店 7階 
 テーマ：輸出ビジネス成功の秘訣セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 28年 5月 19日(木) 9月 13日(火) 
          平成 29年 1月 19日(木) 各回 15:00～16:00 
 場 所：公益財団法人 横浜企業経営支援財団 大会議室 
 テーマ：日本公庫・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～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 5月 27日(金) 18:30～20:30 
 場 所：横浜銀行 YBS南幸ビル(横浜市西区南幸 2-15-20) 
 テーマ：独立・起業を考える方必見！横浜銀行×日本政策金融公庫 
          創業応援セミナー～美容室「Ash」創業者を迎えて～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 7月 21日(木) 平成 29年 3月 14日(火) 各回 15:00～16:00 
 場 所：公益財団法人 横浜企業経営支援財団 大会議室 
 テーマ：日本公庫・創業セミナー 飲食店成功への道 
          ～創業事例から学ぶ～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<石川県>> 
 
 日 時：平成 28年 5月 11日(水) 18:30～21:00 
 場 所：金沢市武蔵町 14-31ITビジネスプラザ武蔵 6階 交流室 
 テーマ：かなざわコミュニティビジネスフォーラム 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 28年 4月 27日(水) 18:00～20:00 
 場 所：i-ビル 2F 会議室 

https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/index.html
http://www.facebook.com/grandprix.jfc


 テーマ：ソーシャルビジネスセミナー 
          「地域ネットワークを活かした資金の循環モデル」 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 5月 14日(土) 平成 28年 5月 28日(土) 13:00～17:00 
 場 所：名古屋銀行 ハートフルプラザ (大名古屋ビルヂング 16F) 
 テーマ：創業 Cafe In 大名古屋ビルヂング 
          ～資金調達直前！創業ブラッシュアップスクール～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 5月 17日(火) 18:00～20:30 
 場 所：日本公庫 名古屋支店 6F 会議室 
 テーマ：【創業イブニングセミナー】 
          ◇創業計画の立て方、基本を学ぼう 
          ◇ネットショッピングの今と、成功・失敗事例！ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 28年 5月 17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 28年 5月 18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 28年 6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 28年 7月 13日(水) 18:00～20:00 
 場 所：シェアオフィス＆コワーキングスペース colocoセミナースペース 
          (神戸市中央区磯上通 6-1-17ウェンブレービル 5F) 
 テーマ：事業化支援セミナー""六甲道場"" 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 28年 5月 26日(木) 17:00～19:30 
 場 所：日本公庫 大阪支店 8F 
 テーマ：【創業イブニングセミナー】 
          ◇「創業計画の基礎」   
             ～創業計画書を作成する・・・その前に～ 
          ◇「インターネットの現状とその活用法！」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 28年 5月 14日(土) 平成 28年 5月 21日(土) 9:30～16:30 
 場 所：広島県情報プラザ 2F 会議室 
 テーマ：創業入門セミナー～自分だけの創業プランを作ろう！～ 
 
  ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 最新のセミナー情報はこちらから 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://krs.bz/kokukin/c?c=1471&m=10608&v=688ffc5e 
 
 
 『０』┃か┃ら┃始┃ま┃る┃ご┃相┃談┃  
 創┃業┃相┃談┃は┃創┃業┃ホ┃ッ┃ト┃ラ┃イ┃ン┃へ┃！┃ 

http://krs.bz/kokukin/c?c=1471&m=10608&v=688ffc5e


  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
  
 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.m.jfc.go.jp/syspeg/peg010 
 
 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┃４┃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」４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_1604.pdf 
  ※PDFファイルは約５.３ＭＢ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 
   20歳代開業者の実態と課題 

http://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/yakan_soudan_info.html
https://www.m.jfc.go.jp/syspeg/peg010
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1604.pdf


   ―「2015年度新規開業実態調査（特別調査）」から― 
  ○中小地場スーパーの生き残りをかけた取り組み 
   強い中小地場スーパーに共通する七つのキーワード 
 
  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．平成２８年熊本県熊本地方の震災に関する特別相談窓口 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 平成２８年４月の熊本地方の地震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「平成２８年熊本県熊本地方の震災に関する 
 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 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://www.jfc.go.jp/n/inquiry/index.html 
 
  …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ５．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 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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  
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
https://www.jfc.go.jp/n/inquiry/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/earthquake/index.html
https://krs.bz/kokukin/m/enquete


 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「売れる！マネジメント術」はいかがでしたか？ 
 
 最近では個人で創業される方が多いですが、事業が成長していくうえで 
 「人」は欠かすことができない経営資源です。チームで起業するメリット 
 を活かし、事業を成長させて行きましょう！！ 
 
 次回もお楽しみに！ 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2016年 5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/service/mail-backnumber.html 
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