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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．７６☆ 
 
      ～アイデア発想法を活用して、ビジネスチャンスを見出そう～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 秋涼の候、空は深く澄み渡り、さわ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！ 
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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４回＞アイデア発想法を活用して、ビジネスチャンスを見出そう 
 
  
 アイデアの発想法というとどんな方法が思い浮かびますか？ 
 増田先生が「居酒屋の開発」を例に３つの発想法をご紹介します。今回 
  の連載を通じて短時間でアイデアに到達できる発想法を学びましょう！ 
  
 気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_161026.pdf 
  (PDFファイル 334KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「エコと福祉で独自の価値を提供する広告代理店」 
  
                                     株式会社スクラッチバック   
                                        代表取締役 沼田 雄介氏 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_161026.pdf


 今回ご紹介する起業家は、愛知県の広告代理店会社、株式会社スクラッチ 
 バックの沼田代表です。 
 
 当社は、2010 年設立以降、独自の広告手法や余っている壁紙用クロスを 
 使用した紙袋などで主に大学の広報活動をサポートしています。同時に、 
 当社は、障害者支援施設に紙袋やノベルティグッズなどの製造を委託す 
  ることで、障害者の仕事のクオリティーを世に発信する役割も担ってい 
  ます。 
   
 広告代理店である当社がなぜ紙袋を作るのか？ 
 この答えの中に、創業の目的や意義を考える際のヒントがあるはずです。 
 
 気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_161026.pdf 
  (PDFファイル 1,480KB) 
 
…☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．【特別連載】ソーシャルビジネス・トピックス 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「社会的インパクト評価 第２回  
  日本における社会的インパクト評価の現状と課題」 
  
                 日本ファンドレイジング協会  
                 事務局長／社会的インパクトセンター長 鴨崎 貴泰 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、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。  
  
 ９月から、３回にわたって配信しているテーマは、「社会的インパクト 
 評価」です。２回目となる今月号では、日本における社会的インパクト 
 評価の現状と課題について、取組みが先行している英国の状況とも比較 
 しながら、専門家が解説します。 
 
 
 詳しくはこちら 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu14.html 
      
 バックナンバーはこちら 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  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┃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_161026.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu14.html
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/hint.html


 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。 
 
  ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
   
 <<宮城県>> 
 
 日 時：平成 28年 10月 28日(金)～平成 28年 11月 18日(金) 
 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：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 11月 2 日(水) 14:00～16:00 
 場 所：中小企業基盤整備機構東北本部セミナー室 
          (仙台市青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生命タワービル 6階) 
 テーマ：経営支援セミナーin仙台 
         「全国の事例から学ぶネットショップ基礎講座 
          ～ネット利活用による販路拡大～」 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 7 日(月) 13:00～15:00 
 場 所：アシ☆スタ交流サロン 
          (仙台市青葉区中央 1-3-1AER7階 仙台市産業振興事業団内) 
 テーマ：創業フォローアップセミナー ～飲食業編～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福島県>> 
 
 日 時：平成 28年 11月 1 日(火) 13:30～15:30 
 場 所：郡山市役所 特別会議室(本庁舎 2階) 
 テーマ：インバウンドセミナー 
          ～郡山市一丸となって外国のお客さまを迎えましょう！～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<栃木県>> 
 
 日 時：平成 28年 12月 7 日(水) 14:00～17:00 
 場 所：栃木市役所本庁舎 3F 正庁(栃木市万町 9-25) 
 テーマ：とちぎソーシャルビジネスセミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 

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


 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 28年 10月 26日(水) 18:00～19:30 
 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 
          ～はじめての創業計画書。ポイントを学ぼう！～ 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 10月 27日(木) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 東京中央支店 4F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 11月 4 日(金) 10:00～12:00 
 場 所：三鷹産業プラザ 703会議室(三鷹市下連雀 3-38-4) 
 テーマ：先輩起業家に学ぶ創業セミナー 
          第 105回ミニブルーム交流カフェ in三鷹 
          ペットの訪問診療と飼い主の心をサポートする包括的ケアの 
          実践ビジネス 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 24日(木) 19:00～21:00 
 場 所：東久留米市役所 1階 市民プラザホール(東久留米市本町 3-3-1) 
 テーマ：先輩起業家に学ぶ創業セミナー 
          第 106回ミニブルーム交流カフェ in東久留米 
          ホームページ制作から Webプロモーションへ 
     
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 26日(土) 13:00～15:30 
 場 所：いしかわ移住 UIターン相談センター 
          (千代田区大手町 2-6-4パソナグループ本部内) 
 テーマ：～高い創業実績のヒミツとは？～  
         「ななお移住・創業応援セミナー」 
     
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 29日(火) 13:30～17:00 
 場 所：日本公庫 新宿支店内 
          東京ビジネスサポートプラザ 
 テーマ：今すぐ、ビジネスに役立つ知財情報！ 日本公庫 新宿支店内 
     
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 12月 10日(土) 
 場 所：日本政策金融公庫 東京中央支店 4階 
     （中央区新川 1-17-28） 
 テーマ：NICe つながり祭り 2016 
     【同時開催】第 4回 NICeなビジネスプランコンテスト本選 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<千葉県>> 
 
 日 時：平成 28年 11月 26日(土) 13:30～17:00 
 場 所：浦安市立中央図書館 2階 視聴覚室(浦安市猫実 1-2-1) 
 テーマ：創業応援フェア 2016＠浦安市立中央図書館 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：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～ 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 3月 14日(火) 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 11月 5 日(土) 
 場 所：七尾商工会議所 2 階研修室(七尾市三島町 70-1） 
 テーマ：「ななお移住・創業応援セミナー」 
          ～高い創業実績のヒミツとは？～ 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 27日(日)～平成 28年 12月 18日(日) 
          (全 4回)9:00～12:30 
 場 所：石川県商工会連合会「研修室」 地場産業振興センター新館 3階 
 テーマ：いしかわ創業塾 2016 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岐阜県>> 
 
 日 時：平成 28年 10月 29日(土)～平成 28年 12月 7日(水) 
 場 所：アピセ関 2階第 1 研修室(関市平和通 7-5-1) 
 テーマ：～きっとある！あなただからできること～ 
         「せきの創業セミナー」 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 9 日(水) 14:00～16:00 
 場 所：ぎふ長良川温泉 ホテルパーク (岐阜市湊町 397-2) 
 テーマ：生活衛生業者の 集客につなげるネットツール活用術の基礎 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 28年 10月 29日(土) 14:00～16:00 
 場 所：岡崎商工会議所 401会議室 
 テーマ：女性起業家セミナー『見つけよう貴女だけの道』 
          ～起業という生き方～ 
     
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 10月 30日(日) 平成 28年 11月 5日(土) 
          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～ 
     
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<三重県>> 
 
 日 時：平成 28年 10月 29日(土)～平成 28年 11月 26日(土) 
          (全 5回) 10:00～16:00 
 場 所：津商工会議所(津市丸之内 29-14) 
 テーマ：はじめの一歩を応援します つ創業塾 2016 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 



 日 時：平成 28年 11月 9 日(水) 14:00～16:30 
 場 所：三重県伊勢庁舎  4階 403会議室(伊勢市勢田町 628-2) 
 テーマ：クラウドファンディングワークショップ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 28年 11月 8 日(火)～平成 29年 2月 3日(金) 
          13:30～17:00 
 場 所：神戸市産業振興センター会議室(神戸市中央区東川崎町 1-8-4) 
 テーマ：KCCI 創業塾 2016 実践セミナー 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 9 日(水) 平成 28年 11月 30日(水) 
          平成 28年 12月 14日(水) (各回)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) 
          11月 30日のみ神戸国際会館 8Fセミナーハウス 802号室 
          (神戸市中央区御幸通 8-1-6) 
 テーマ：不動産開業支援セミナー 
     
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 15日(火) 13:30～17:00 
 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 1-8-4) 
 テーマ：KOBE 大創業者祭 2016 
     
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 28年 11月 8 日(火) 15:30～17:50 
 場 所：日本公庫 大阪支店 8階会議室 
 テーマ：～ユメへの架け橋～ UIJターン・セミナーinおおさか 
     
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 17日(木) 14:00～17:00 
 場 所：とよなか起業・チャレンジセンター2階ホール 
          (豊中市蛍池中町 3-9-20) 
 テーマ：創業フォローアップセミナー for 北摂 in Toyonaka 
     
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 17日(木) 15:00～17:30 
 場 所：柏原市立市民プラザ中会議室 1 
          (柏原市上市 1-2-2 アゼリア柏原 6階） 
 テーマ：創業応援セミナー 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 29日(火) 
 場 所：日本公庫 大阪支店 
 テーマ：第 4回 創業イブニングセミナー 
     
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<奈良県>> 
 
 日 時：平成 28年 11月 10日(木) 10:00～12:30 
 場 所：奈良商工会議所 中ホール(奈良市登大路町 36-2) 
 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 
     
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 



 <<和歌山県>> 
 
 日 時：平成 28年 11月 8 日(火) 13:30～17:00 
 場 所：県民交流プラザ・和歌山ビッグ愛 201号室 
 テーマ：“飲食店開業”勉強会 in和歌山 
          ～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 11月 10日(木) 14:00～16:30 
 場 所：日高町商工会(日高郡日高町高家 639-4) 
 テーマ：創業・経営応援 売上 UPを目指そう！ネット通販活用セミナー 
          ～ネットショップを成功に導く 3つのポイント～ 
     
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岡山県>> 
 
 日 時：平成 28年 11月 8 日(火) 13:00～17:00 
 場 所：吉備信用金庫 本店 3階 大会議室(総社市中央 2丁目 1-1) 
 テーマ：創業応援セミナー 
          ～リピートしたくなるお店の秘策を学ぼう！～ 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 25日(金) 14:00～16:45 
 場 所：かさおか創業サロン笠岡シーサイドモール内 1F 
          (笠岡市笠岡 2388) 
 テーマ：売上 UPに次の一手！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～ 
     
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 28年 11月 5 日(土)～平成 28年 11月 19日(土) 
          (全 3回)10:00～17:00 
 場 所：竹原商工会議所 中会議室(竹原市中央 5-6-28) 
 テーマ：創業塾 
          ～竹原商工会議所が「夢」実現の第一歩を 
          お手伝いいたします！～ 
     
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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～ 
     
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 1月 25日(水) 平成 29年 3月 17日(金) 
 場 所：エフピコ RiM 9階スタジオ A (福山市西町 1-1-1) 
 テーマ：創業啓発セミナーin福山 
     
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福岡県>> 
 
 日 時：平成 28年 11月 7 日(月) 18:00～20:00 
 場 所：日本公庫 福岡支店 8階会議室 
 テーマ：ベンチャーのレジェンドに学ぶ事業成功への道 
      
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 



 日 時：平成 28年 11月 9 日(水) 15:00～17:00 
 場 所：日本公庫 北九州支店 2階会議室 
 テーマ：中小企業者のための海外展開セミナー 
          ベトナムにおける海外展開の留意点 
          ～中小企業に関するベトナムのビジネス事情～ 
     
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 17日(木) 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・経営支援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<長崎県>> 
 
 日 時：平成 28年 10月 26日(水) 14:00～17:00 
 場 所：長与町ふれあいセンター(西彼杵群長与町高田郷 2005-3) 
 テーマ：創業・経営支援セミナー 
          今経営者が考えるべきインターネットを使った販路拡大の手法 
     
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 10月 27日(木) 14:00～17:00 
 場 所：雲仙市吾妻町ふるさと会館(雲仙市吾妻町牛口名 537-1) 
 テーマ：創業・経営支援セミナー 
          今経営者が考えるべきインターネットを使った販路拡大の手法 
    
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 12月 1 日(木) 13:30～16:00 
 場 所：日本公庫 佐世保支店 3階 会議室 
 テーマ：飲食店 魅力ある店づくりセミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<宮崎県>> 
 
 日 時：平成 28年 11月 15日(火) 13:30～16:30 
 場 所：日本公庫 宮崎支店 6階会議室 
 テーマ：フランチャイズビジネス 創業・経営支援セミナー 
     
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<鹿児島県>> 
 
 日 時：平成 28年 10月 30日(日)～平成 28年 11月 20日(日) 
 場 所：川内商工会議所 
 テーマ：薩摩川内市創業スクール 
     
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 16日(水) 13:30～16:30 
 場 所：日本公庫 鹿児島支店 4階会議室 
 テーマ：フランチャイズビジネス 創業・経営支援セミナー 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 19日(土) 15:00～17:30 
 場 所：志布志市商工会館               " 
 テーマ：創業・経営支援セミナー 
          インターネットを使った販路拡大 3つの秘策 
     
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 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 

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 
  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┃10┃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」10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_1610.pdf 

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/service/mail_kokumin.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1610.pdf


  ※PDFファイルは約５．９ＭＢ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…  
  ○ 特別リポート 
  変革につながる輸出への取り組み 
   
  ○ 論点多彩 
  中小企業におけるテレワークの活用 
 
  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 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「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  
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 

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！事業アイデア発見法」第４回はいかがでしたか？ 
  
 アイデア発想は、できるだけ楽しみながら取り組むことが重要です。 
 ともすれば私たちは、アイデアの発想を難しく考えがちです。次回は、 
 「秀逸な事業アイデアは、開業資金を低減させる」です。 
  
 次回もお楽しみに！ 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2016年 11月 23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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