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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．７２☆ 
 
          第 6回      ビジョンなくして成長はない 
               ～ビジョンメイキングとＰＤＣＡサイクル～ 
 
 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 雨に映える紫陽花の花も美しく、爽やかな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．【特別連載】ソーシャルビジネス・トピックス 
  ４.  日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 ５.  平成２８年熊本県熊本地方の震災に関する特別相談窓口 
 ６． 東日本大震災に関する特別相談窓口 
 ７． 「起業家応援マガジン」読者アンケート 
 ８． 編集後記 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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６回＞     ビジョンなくして成長はない 
      ～ビジョンメイキングとＰＤＣＡサイクル～ 
 
  
 
 ビジョン。それは経営者が「どのような商品・サービスを、どのような人に 
 発信し、世の中に貢献したいか」という“熱い思い”を表したものです。 
 そのビジョンをどのように実現させていくか。シリーズ最終回の今回は、 
 上野先生がいつもよりさらに“熱く”、意外な方の逸話を踏まえて解説して 
 いただきました！ 
  
 気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_160622.pdf 

  (PDFファイル 388KB) 
 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_160622.pdf


 
 「中小メーカーに寄り添うＩＴ企業」 
  
                                      株式会社ワイヤードビーンズ   
                                           代表取締役 三輪 寛氏 
 
 今回ご紹介する起業家は、株式会社ワイヤードビーンズ代表取締役の三輪寛 
 氏です。 
 
 当社はネットショップの構築と運用をメーンとするＩＴ企業ですが、雑貨の 
 企画・販売にも携わっており、なかでも、「生涯を添い遂げるグラス」は 
 インターネット通販サイトのアマゾンのロックグラスランキングで１位に 
 なったこともある、ヒット商品です。 
 
 しかし、そのヒットの影には、魅力ある商品の企画力と売れるしくみ作りを 
 しっかり行い、中小メーカーから信頼を得るまでの長い道のりがありました。 
 限られた経営資源でも、他の企業と連携して魅力ある商品を発信するヒント 
 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/senzin_160622.pdf 
  (PDFファイル 1,437KB) 
 
  
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．【特別連載】ソーシャルビジネス・トピックス 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「助成金の獲得から活用へ」 
  
                                      ＮＰＯ法人ＣＡＮＰＡＮセンター  
                    代表理事 山田 泰久 氏 
 
  高齢者、障がい者の介護・福祉、子育て支援、地域活性化、環境保全などの 
 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、起業家に大きく注目されているソーシャルビジネスの 
 創業をさらに後押ししていくために、同分野の専門家のみなさんによる経営 
 に関する記事を、定期的に配信しています。 
 
 今回は、「助成金の獲得から活用へ」と題し、地域社会の課題解決に取組む 
 ＮＰＯや企業が活用できる助成金について、２か月にわたり専門家が解説 
 していきます。 
 
 今月号は、「助成金を活用するということ」及び「助成金の規模感から申請 
 まで」という２つのテーマを掲げ、助成金の意義や助成制度の概要、申請の 
 ためのポイント等を、お伝えします。 
 
 
 詳しくはこちら 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 ＜助成金の獲得から活用へ＞  
  http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu10.html 
 ＜助成金の規模感から申請まで＞ 
  http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu11.html 
     
  バックナンバーはこちら 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_160622.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu10.html
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu11.html


  http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/hint.html 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ４．日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
  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 
 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。 
 
  ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<北海道>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 13日(水) 13:00～17:00 
 場 所：TKP札幌カンファレンスセンター 
          (札幌市中央区北 3条西 3丁目 1-6 札幌小暮ビル 6階 6B) 
 テーマ：“飲食店開業”勉強会 in札幌  
          ～絶対はずせない！これだけは知っておきたい！経営の基本～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<宮城県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 24日(日) 13:30～15:00 
 場 所：仙台市泉図書館 2階 大研修室 
 テーマ：創業支援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<山形県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 9 日(土) 13:00～16:30 
 場 所：伝国の杜 2階第一会議室 
 テーマ：起業家応援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 

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


 
 日 時：平成 28年 7月 6 日(水) 16:30～20:00 
 場 所：大田区産業プラザ(PiO) 2階 biz BEACH CoWorking 
 テーマ：創業支援セミナー  
          ～高めよう「創業力」専門家が教える確かな創業プラン作り～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 28年 6月 22日(水) 16:00～18:00 
 場 所：メサ・グランデ  
         （川崎市中原区新城 5-2-13プリマ SK武蔵新城 1階） 
 テーマ：コミュニティビジネス・ソーシャルビジネス体験塾 in かわさき 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 7月 6日(水) 平成 28年 7月 13日(水) 平成 28年 7月 20日(水) 
          平成 28年 8月 3 日(水)  15:00～18:00 
          平成 28年 7月 30日(土) 平成 28年 7月 31日(日) 9:00～15:00 
 場 所：メサ・グランデ 
          (川崎市中原区新城 5-2-13 プリマ SK武蔵新城 1階) 
 テーマ：カフェ経営体験型連続セミナー 
         『Cafe の学校 inかわさき』 ～Second Season～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 13日(火) 平成 29年 1月 19日(木) 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～ 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岐阜県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 7 日(木) 14:00～16:00 
 場 所：みんなの森 ぎふメディアコスモス かんがえるスタジオ 
         （岐阜市司町 40-5） 
 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 7月 11日(月) 平成 28年 7月 19日(火) 平成 28年 7月 25日(月) 
     平成 28年 8月 1 日(月) 全 4 回 14:00～16:00 
 場 所：日本公庫 岐阜支店 
 テーマ：岐阜市を元気にする！ 
          飲食業、美容業の創業を目指す方のための 
         「若鮎セミナー 創業ワークショップ in岐阜市」 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 7月 19日(火) 17:00～19:30 
 場 所：とうしん学びの丘 エール 
 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」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<静岡県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 12日(火) 13:30～16:00 
 場 所：日本公庫 沼津支店 
 テーマ：【沼津】社会起業家（NPOなど）向け 
          法人設立・資金調達セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 



 日 時：平成 28年 7月 20日(水) 13:30～16:00 
 場 所：水の森ビル 2F (静岡市駿河区南町 14-1) 
 テーマ：【静岡】社会起業家（NPOなど）向け 
          法人設立・資金調達セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 7月 27日(水) 13:30～16:00 
 場 所：日本公庫 浜松支店 
 テーマ：【浜松】社会起業家（NPOなど）向け 
          法人設立・資金調達セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 5 日(火) 18:00～20:30(開場 17:30) 
 場 所：日本公庫 名古屋支店 (国民生活事業) 
 テーマ：創業支援セミナー 高めよう「創業力」！ 
          専門家が教える確かな創業プラン作り 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<滋賀県>> 
 
 日 時：平成 28年 6月 30日(木) 17:30～20:00 
 場 所：大学サテライト・プラザ彦根 
 テーマ：【学生限定セミナー】起業という生き方 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 7月 5 日(火) 17:30～20:00 
 場 所：大学サテライト・プラザ彦根 
 テーマ：【プロモーション戦略セミナー】 
          顧客を呼び込むプロモーション術 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 28年 6月 4 日(土)～6月 26日(日) 全 6日間 
          (講義 3回、カフェ実習 3回) 
 場 所：【講義】日本公庫 京都支店 5階会議室 
          【実習】ヒノコ cafe  (京都ペレット町家ヒノコ 2階) 
 テーマ：第 5期「京都カフェの学校」～女性限定～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 6月 28日(火) 17:30～19:30 
 場 所：日本公庫 京都支店 5階会議室 
 テーマ：～日本公庫×楽天～ 創業イブニングセミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 7月 12日(火) 
          フォーラム: 16:00～19:10 交流会: 19:20～20:30 
 場 所：京都学園大学 (太秦キャンパス 北館 N302教室) 
 テーマ：～京都から未来を拓く～ 
          女性が輝く起業家フォーラム 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 2 日(火) 13:00～17:00 
 場 所：公益財団法人京都産業 21 2階会議室 
 テーマ：～京都から未来を拓く～ 女性起業家ビジネスプラン講座 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 28年 6月 22日(水) 14:00～17:00 
 場 所：西宮商工会議所 別館 3階会議室 (西宮市櫨塚町 2-20) 
 テーマ：“飲食店開業”勉強会 in西宮 



 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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"" 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 7月 13日(水) 平成 28年 7月 27日(水) 平成 28年 8月 24日(水) 
          平成 28年 9月 14日(水) 平成 28年 9月 28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 16日(土) 平成 28年 7月 23日(土) 13:00～17:15 
 場 所：神戸商工会議所 東神戸支部 
          (神戸市灘区友田町 3-6-15 KHK 灘ビル 3階) 
 テーマ：神戸商工会議所 起業家応援セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 7月 19日(火) 13:00～15:30 
 場 所：兵庫県不動産会館 7階研修ホール (神戸市中央区北長峡通 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共催） 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 7月 31日(日) 10:00～17:00 
 場 所：神戸市産業振興センター9階 (神戸市中央区東川崎町 1丁目 8番 4号) 
 テーマ：ひょうごコミュニティ・ビジネス 1Dayスクール 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 6 日(水) 14:00～17:00 
 場 所：茨木商工会議所 会議室 
          (茨木市岩倉町 2番 150号 立命館いばらきフューチャープラザ 1F) 
 テーマ：創業フォローアップセミナー for北摂 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岡山県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 20日(水) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 岡山支店 6階 
 テーマ：“飲食業経営課題解決”セミナーinおかやま 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 5 日(金)  10:00～16:00 
          平成 28年 8月 19日(金) 10:00～15:30 
 場 所：岡山県立図書館 2階 多目的ホール (岡山市北区丸の内 2丁目 6-30) 
 テーマ：「高校生ビジネスプラン・グランプリ」ビジネスプラン作成講座 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福岡県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 6 日(水) 13:30～16:30 
 場 所：日本公庫 福岡支店 8階会議室 
 テーマ：フランチャイズビジネス創業セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<長崎県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 7 日(木) 13:30～16:30 
 場 所：日本公庫 長崎支店 4階会議室 
 テーマ：フランチャイズビジネス創業セミナー 



 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大分県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 5 日(火) 13:30～16:30 
 場 所：日本公庫 大分支店 6階会議室 
 テーマ：フランチャイズビジネス創業セミナー 
 
  ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 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┃！┃ 
  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
  
 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 

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


  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┃６┃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」６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_1606.pdf 
 ※PDFファイルは約４．８ＭＢ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 
 リレーションシップバンキングと中小企業の業績 
 ○論点多彩 
 利益を増大するビジネスモデル思考 
 
 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 
 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ５．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 
 
  …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ６．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 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ７. 読者アンケート 
 

http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1606.pdf
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


 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「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 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ８．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「売れる！マネジメント術」はいかがでしたか？ 
 
 ビジョンを実現させるためのヒントが満載でしたね！みなさんも「ビジョン 
 ノート」を作ってみてはいかがでしょうか？ 
 ６回にわたり、貴重な情報をわかりやすくご解説いただいた、上野先生の 
 「売れる！マネジメント術」はなごり惜しくも今回で最終回です。 
 
 次回からは一般社団法人起業支援ネットワークＮＩＣｅ代表理事の増田紀彦 
  氏による「売れる！事業アイデア発見法」をお届けします。 
 
 次回もお楽しみに！ 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2016年 7月 27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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