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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．７４☆ 
 
      ～いいアイデアとは、実現可能かつ模倣困難なアイデア～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 厳しい暑さが続いております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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 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 １．【連載】こんな時代に「売る」技術 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「売れる！ 事業アイデア発見法」 
              
             一般社団法人起業支援ネットワーク NICe代表理事 
                      株式会社タンク 代表取締役  
                               増田紀彦  
 
 ＜第２回＞いいアイデアとは、実現可能かつ模倣困難なアイデア 
 
  
 ビジネスを始めるうえで要となる事業アイデア。その中でも「いいアイデア 
 」とはどのようなアイデアでしょうか？増田先生は、その条件として「実現 
 可能性」と「模倣困難性」を挙げています。いいアイデアの発見方法につい 
 て独自のメソッドを用いて詳しく解説していただいております。これを読め 
 ば強いビジネスの根源となるアイデアが、あなたも見つけられるかも？！ 
  
 気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_160824.pdf 
  (PDFファイル 462KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「地域に愛されるどら焼き専門店を目指して」 
  
                                         どら焼きハウス 豆香   
                                             代表 南谷 清和氏 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_160824.pdf


 今回ご紹介する起業家は、名古屋市のどら焼き専門店、どら焼きハウス豆香 
 の南谷代表です。 
 
 南谷代表は名古屋で有名な和菓子店に３３年間勤務するベテランの和菓子職 
  人でしたが、勤務時に和菓子店に足を運ばない若者にも気軽にどら焼きを味 
 わってほしいとの思いで独立を決意します。 
 
 若者向けの７種類のバラエティーに富んだメニュー開発、家賃や仕入などの 
 経費削減の工夫や期間限定商品によるリピーターの確保など、創業に関する 
 ヒントが満載です。 
 
  気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_160824.pdf 
  (PDFファイル 1,432KB) 
 
  
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
  Facebookページ┃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。当グランプリに関する情報などを発信しています 
 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 8月 24日(水) 13:00～17:00 
 場 所：旭川グランドホテル(旭川市 6条通 9丁目) 
 テーマ：“飲食店開業”勉強会 in旭川  
          ～絶対はずせない！これだけは知っておきたい！経営の基本～ 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<青森県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 25日(木) 18:00～21:00 
 場 所：青森商工会議所(青森市橋本 2-2-17) 
 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 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_160824.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/index.html
http://www.facebook.com/grandprix.jfc


 <<宮城県>> 
 
 日 時：平成 28年 7月 27日(水) 平成 28年 10月 20日(木) 13:00～17:00 
 場 所：アシ☆スタ交流サロン(AER7階) 
          (仙台市青葉区中央 1-3-1) 
 テーマ：(全 6回)起業・創業なんでも相談 DAY 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 26日(金) 18:00～19：00 
 場 所：塩釜商工会議所 
          マリンゲート塩釜 
          (各回どちらかの会場となります。詳細は PDFファイルを 
          ご覧ください。) 
 テーマ：11月 18日(金)(全 12回)がんばっぺ！塩竈 創業スクール 
          ～ベーシックコース～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 2 日(金) 13:30～16:00 
 場 所：七十七銀行 本店 5階 第一会議室(仙台市青葉区中央 3-3-20) 
 テーマ：『創業フォローアップセミナー』  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 20日(火) 18:00～20:30 
 場 所：日本公庫 仙台支店 11階 会議室 
 テーマ：税理士が語る 起業家応援セミナー 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<山形県>> 
 
 日 時：平成 28年 9月 6 日(火) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 山形支店 
 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 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福島県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 27日(土) 14:00～17:00 
 場 所：会津若松市生涯学習総合センター 
         「會津稽古堂」3階 研修室 2 (会津若松市栄町 3-50) 
 テーマ：ソーシャルビジネス促進セミナーinあいづ  
          地域を変えていくために今、考えるべきこと 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 7 日(水) 14:00～17:00 
 場 所：福島商工会議所 会議室 
          (福島市三河南町 1-20 コラッセふくしま 8階) 
 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 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<埼玉県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 27日(土) 13:00～17:00 
 場 所：さいたま市立中央図書館 イベントルーム 
          (さいたま市浦和区東高砂町 11-1 コムナーレ 8F) 
 テーマ：創業・起業応援セミナー 第 1回「会社設立のイ・ロ・ハ」 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 11日(日) 13:00～17:00 
 場 所：さいたま市立中央図書館 イベントルーム 
          (さいたま市浦和区東高砂町 11-1 コムナーレ 8F) 
 テーマ：創業・起業応援セミナー 第 2回「創業準備のイ・ロ・ハ」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<新潟県>> 
 
 日 時：平成 28年 9月 27日(火) 17:30～20:10 



 場 所：新潟商工会議所 大会議室 
          (新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビル 7階) 
 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 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<長野県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 20日(土)～平成 28年 10月 15日(土) 
 場 所：松本商工会館 会議室 (松本市中央 1-23-1) 
 テーマ：(全 17日間)松本地域創業スクール 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 29日(月) 13:30～16:00 
 場 所：松本市中央公民館 Mウィング 3階 
 テーマ：女性起業家と話そう！女性起業家セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 13日(火) 13:30～17:00 
 場 所：長野信用金庫 本店 2階 大会議室(長野市居町 133-1) 
 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 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 24日(水) 18:00～19:00 
 場 所：日本公庫 渋谷支店 3階会議室 
 テーマ：創業支援セミナー in渋谷 
          ～創業計画書作成のポイントを学ぼう！！～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 24日(水) 19:00～21:00 
 場 所：西東京市役所田無庁舎 2F 202・203会議室 
          (西東京市南町 5-6-13) 
 テーマ：先輩起業家に学ぶ創業セミナー 
          第 98回ミニブルーム交流カフェ in西東京 
          システム・アプリ開発事業とコワーキング事業の二刀流に挑む！ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 26日(金) 13:30～15:00 
 場 所：日本公庫 本店 5階 501会議室 
 テーマ：海外展開セミナー「海外リスクマネジメント」 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 29日(月) 10:00～12:00 
 場 所：町田市民フォーラム 3階視聴覚室 
          (町田市原町田 4-9-8 サウスフロントタワー町田内) 
 テーマ：先輩起業家に学ぶ創業セミナー 
          第 99回ミニブルーム交流カフェ in町田 
          子育てママの心と体をメンテナンス 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 4 日(日) 10:00～18:00 
 場 所：日本公庫 新宿支店 4階会議室 
 テーマ：1Day Startup Dojo 新宿 
          ～実例をベースとした新規事業における考え方のセミナーと           
          事業プランのブラッシュアップワークショップ～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 8 日(木) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 立川支店 7階会議室 
 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 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 10日(土) 10:00～17:00  
          平成 28年 9月 11日(日) 10:00～17:30 
 場 所：日本公庫 東京中央支店 
 テーマ：東京商工会議所×日本政策金融公庫 創業塾 平成 28年 9月コース 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 



 日 時：平成 28年 10月 5 日(水) 18:30～21:00 
 場 所：タワーホール船堀 4F「研修室」 
          (江戸川区船堀 4-1-1 タワーホール船堀 4F「研修室」) 
 テーマ：創業支援セミナー「勝ち残るための起業ノウハウと資金調達」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<千葉県>> 
 
 日 時：平成 28年 9月 27日(火) 13:20～16:30 
 場 所：鴨川館 孔雀の間 (鴨川市西町 1179) 
 テーマ：事業者のための簡単ホームページ作成実践講座 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 28年 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 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 15日(木) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 横浜支店 6階会議室 
 テーマ：“飲食店開業”勉強会 in横浜 
          ～絶対はずせない！これだけは知っておきたい！経営の基本～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 21日(水) 18:30～20:30 
 場 所：川崎市産業振興会館 8階 (川崎市幸区堀川町 66-20) 
 テーマ：飲食店のためのホームページ作成実践講座 
          ～効果的な情報発信で、繁盛店を目指そう！～ 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<石川県>> 
 
 日 時：平成 28年 9月 3 日(土) 平成 28年 9月 4日(日) 10:00～16:00 
 場 所：白山商工会議所 3階研修室 
 テーマ：はくさん創業応援塾 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岐阜県>> 
 
 日 時：平成 28年 9月 7 日(水) 16:00～19:00 
 場 所：多治見市産業文化センター 4 階研修室 
          (多治見市新町 1 丁目 23番地) 
 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 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 13日(火) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 岐阜支店 
 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 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<静岡県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 27日(土) 13:30～17:00 
 場 所：静岡事務所 4階 会議室(静岡市葵区黒金町 20-8) 
 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 



 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 3 日(土) 13:30～17:00 
 場 所：浜松商工会議所 10階 会議室(浜松中区東伊場 2-7-1) 
 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 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 28年 9月 2 日(金) ～ 平成 28年 11月 18日(金) (全 4回) 
 場 所：学び舎 mom新栄店 
          (名古屋市中区新栄 2-11-2 新栄ソレイユビル 3F) 
 テーマ：【女性・起業道場 in名古屋】夢をかなえるママのための起業道場 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：<無料プレセミナー> 平成 28年 9月 2日(金) 19:00～21:00  
          <創業スクール>平成 28年 10月 2日(日)～11月 5日(土) 
                        (全 6回)9:30～16:30 
 場 所：津島商工会議所 
 テーマ：【海部・津島創業スクール】 
          ～創業のイロハ教えます！無料プレセミナー開催～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 15日(木) 18:30～21:00 
 場 所：北名古屋市役所西庁舎 コミュニティセンター3階 ホール 
          (北名古屋市西之保清水田 15番地) 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナーin北名古屋 
         「地域ネットワークを活かした資金の循環モデル」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<三重県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 24日(水) 14:30～17:00 
 場 所：アスト津 3F(津市羽所町 700番地) 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナーin三重 
         「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 8月 27日(土) 14:00～17:00 
 場 所：津商工会館 丸之内ホール (津商工会議所:津市丸之内 29-14) 
 テーマ：専門家に学ぶ！夢をかなえる創業計画 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<滋賀県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 25日(木) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 大津支店 1F会議室 
 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 28年 9月 2 日(金) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 京都支店 
 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：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 9月 15日(木)～平成 29日 1月 12日(木) 
                      各回 10:00～13:00 
 場 所：【セミナー】アステ市民プラザ 
          (川西市栄町 25番 1-601号 アステ川西 6階) 
 テーマ：川西女性起業塾 
     
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 13日(火) 平成 28年 10月 18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 
       
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 24日(水) 13:30～15:30 
 場 所：三木市立教育センター4階 
          (三木市福井 1933-12) 
 テーマ：三木市女性起業セミナー 
       
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 28日(日) 平成 28年 9月 4日(日) 
          平成 28年 9月 11日(日) 平成 28年 9月 18日(日) 各日 13:00～16:00 
 場 所：西脇市茜が丘複合施設 Miraie(みらいえ)会議室 
          (西脇市野村町茜が丘 16-1) 
 テーマ：にしわき創業塾 
       
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 25日(木) 13:30～15:00 
 場 所：日本公庫 明石支店 3階会議室 
 テーマ：コミュニティビジネスのツクリカタ 
      
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 30日(火) 14:00～19:00 
 場 所：近畿大学東大阪キャンパス 39 号館 2階 201教室 
          (東大阪市小若江 3丁目 4-1) 
 テーマ：近畿大学研究シーズ発表会 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 15日(木) 16:00～18:30 
 場 所：東大阪商工会議所 別館 2階ホール(東大阪市永和 1-11-10) 
 テーマ：創業応援セミナー 
      
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<和歌山県>> 
 
 日 時：平成 28年 9月 3 日(土) 14:30～17:00 
 場 所：県民交流プラザビッグ愛(大ホール) 
 テーマ：女性起業家応援カフェ ～夢をカタチに～ 
          ここから起業の一歩がはじまる 
      
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岡山県>> 
 



 日 時：平成 28年 8月 20日(土) 13:30～16:00 
 場 所：岡山商工会議所 101会議室 (岡山市北区厚生町 3-1-15) 
 テーマ：“夢へ羽ばたけ” 
          岡山商工会議所創業スクールプレセミナー  
          ～ここから始まる夢へのストーリー！～ 
       
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 25日(木) 13:30～17:10 
 場 所：津山信用金庫 本店 大会議室(津山市山下 30-15) 
 テーマ：第 2回 創業・新事業支援セミナー&個別相談会 
       
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 27日(土) 14:00～17:00 
 場 所：玉島信用金庫倉敷支店 3階会議室(倉敷市老松町 3-15-15) 
 テーマ：創業応援セミナー 
       
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 17日(土)～平成 28年 10月 22日(土) 9:30～16:30 
 場 所：(第 1～3回)岡山商工会議所 4階 会議室 
          (第 4～5回)岡山商工会議所 1階 会議室 
          (岡山市北区厚生町 3-1-15) 
 テーマ：”夢へ羽ばたけ” 創業スクール（ベーシックコース） 
          ～創業のための第一歩～ 
      
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 16日(火) 平成 28年 8月 24日(水) 10:00～15:30 
 場 所：福山市中央図書館 3階集会室 
          (福山市霞町 1丁目 10-1 まなびの館ローズコム) 
 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 
       
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 27日(土) 13:30～16:30 
 場 所：イコールふくやま大会議室 エフピコ Rim 地下 2階 
          (福山市西町 1丁目 1-1) 
 テーマ：“ 夢の実現に向けて ” 
          もみじ創業応援スタートアップセミナー 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 2 日(金) 14:00～17:00 
 場 所：広島商工会議所 3階 307会議室 
          (広島市中区基町 5番 44) 
 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 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 5 日(月) 14:00～16:45 
 場 所：ひろしまハイビル 21 17階(広島市中区銀山町 3-1) 
 テーマ：ネット通販活用セミナー ～ネットショップの仕組みと仕掛け～ 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 15日(木) 13:00～17:00 
 場 所：福山市中央図書館 3階 集会室 
      (福山市霞町 1 丁目 10-1 まなびの館ローズコム) 
 テーマ：女性起業家応援セミナー  
          ～“バラの街 福山”でプチ創業をはじめよう！～ 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 16日(金) 13:00～16:00 
 場 所：ゆいぽーと(広島市男女共同参画推進センター)5階研修室 
          (広島市中区大手町 5-6-9) 



 テーマ：女性向けプチ創業セミナー  
          ～第 1回心構え・ビジネスアイデア整理編～ 
       
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 12月 16日(金) 13:00～16:00 
 場 所：ゆいぽーと(広島市男女共同参画推進センター)5階研修室 
          (広島市中区大手町 5-6-9) 
 テーマ：女性向けプチ創業セミナー  
          ～第 2回創業準備・ビジネスプラン作成編～ 
      
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<徳島県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 25日(木) 13:30～16:30 
 場 所：ふれあい健康館 2 階 第 1会議室(徳島市沖浜東 2-16) 
 テーマ：創業・経営応援セミナ- ～“飲食店開業”勉強会 in徳島～ 
       
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<高知県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 27日(土) 14:00～17:00 
 場 所：高知共済会館 4階 浜木綿 (高知市本町 5丁目 3-20) 
 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 
      
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福岡県>> 
 
 日 時：平成 28年 9月 6 日(火) 平成 28年 9月 14日(水) (全 3回)18:30～20:30 
 場 所：日本公庫 福岡支店 8階会議室 
 テーマ：ソーシャルビジネス実務講座 
     
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 8月 31日(水) 18:30～20:00 
 場 所：TSUTAYA BOOKSTORE TENJIN 3F 内 スタートアップカフェ 
          (福岡市中央区今泉 1-20-17) 
 テーマ：創業・独立のための 第 2回 知っておきたい重点ポイント講座  
          ～資金調達について 融資編～ 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 14日(水) 13:30～17:00 
 場 所：日本公庫 北九州支店 
 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 
     
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<佐賀県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 25日(木) 13:30～16:00 
 場 所：日本公庫 佐賀支店 6階会議室 
 テーマ：飲食店 魅力ある店づくりセミナー 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 9月 8 日(木) 18:00～19:50 
 場 所：佐賀県立図書館 1階会議室 (佐賀市城内 2丁目 1番 41 号) 
 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 
       
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 



 
  <<鹿児島県>> 
 
 日 時：平成 28年 8月 31日(水) 18:00～20:40 
 場 所：ソーホー鹿児島「会議室 A」(鹿児島市易居町 1番 2号)  
 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 
      
  ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 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（国民生活事業） 
 
 
 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 

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


  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┃８┃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」８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_1608.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 
 地域経済活性化のキーワード 
 
 ○論点多彩 
 問題解決では生まれない創造性を育むブレーンストレッチ 
 
 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 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 

http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1608.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 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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「売れる！事業アイデア発見法」第２回はいかがでしたか？ 
 
 偶然の閃きがアイデアの根源だと思われがちですが、自分自身の経験や 
 人脈など、自分自身を見直せばたくさんの起業資源に満ちています。 
 ぜひ、あなた独自のアイデア発見に挑戦してください！ 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2016年 9月 28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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