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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．７７☆ 
 
      ～秀逸な事業アイデアは、開業資金を低減させる～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 向寒の候、日増しに寒さを感じられる季節になりました。 
 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５回＞秀逸な事業アイデアは、開業資金を低減させる 
 
  
 起業には、資金が少なからず必要です。その資金を極力抑える方法が 
 アイデアだとすると、アイデアを出す習慣を身に付けたいですね。 
  今回は開業資金を低減させるアイデアについて学びましょう！ 
  
 気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_161123.pdf 
  (PDFファイル 315KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「愛着をもてる自転車を届ける」 
  
                                          株式会社コッチ   
                                        代表取締役 勝俣 俊二氏 
 
 今回ご紹介する起業家は、神奈川県のオーダメード自転車の販売会社、 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/uru_161123.pdf


 株式会社コッチの勝俣代表です。 
 
 国内の大手ヘアサロンに勤務していた勝俣代表が 2014年、自分好みの 
 自転車を手軽に届けたいと創業を決意しました。 
   
 美容師として独立予定だった勝俣代表がなぜ方向転換したのか？ 
 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_161123.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３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。最終回となる今月号では、日本で社会的インパクト評価を推進する 
 ための取組みの中で、具体的に動き出した最新事例の紹介と今後の展望に 
 ついて、専門家が解説します。 
 
 
 詳しくはこちら 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu15.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 
 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 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_161123.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/tokushuu15.html
http://www.jfc.go.jp/n/finance/social/hint.html


 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 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 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://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。 
 
  ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
   
  <<秋田県>> 
 
 日 時：平成 28年 12月 3 日(土) 13:30～15:30 
 場 所：大館商工会議所 2階 第 1会議室(大館市御成町 2-8-14) 
 テーマ：創業応援セミナーinおおだて 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<群馬県>> 
 
 日 時：平成 28年 12月 3 日(土) 平成 28年 12月 10日(土) (全 2回) 
          13:30～16:30 
 場 所：藤岡市役所 中庁舎 3階 大会議室 
 テーマ：チャレンジを応援します 創業支援セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 12月 8 日(木) 14:00～17:00 
 場 所：高崎市産業創造館 
 テーマ：ソーシャルビジネス支援セミナー 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<新潟県>> 
 
 日 時：平成 28年 12月 6 日(火) 14:00～16:30 
 場 所：日本公庫 新潟支店 3階会議室 
 テーマ：海外撤退事例、中国の最新現地情報から学ぶ 
          海外進出のチャンスとリスク 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<長野県>> 
 
 日 時：平成 28年 12月 13日(火) 13:00～16:10 
 場 所：伊那商工会館 1階大ホール(伊那市中央 4605-8) 
 テーマ：アウトドアビジネス向け 創業・経営応援セミナー 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 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？～ 

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


         「ななお移住・創業応援セミナー」 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 29日(火) 18:30～20:30 
 場 所：3x3Lab Future 
          (千代田区大手町 1-1-2大手門タワー・JXビル 1階) 
 テーマ：さんさんビジネスクリエイト 
          ～女性のワーク＆ライフを考える～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 12月 6 日(火) 15:00～17:30 
 場 所：日本公庫 新宿支店 4階セミナールーム 
 テーマ：小さなお店のための Web集客セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 12月 8 日(木) 16:00～18:30 
 場 所：朝日信用金庫 西町ビル 6階(台東区東上野 1-2-1) 
 テーマ：女性起業家交流会 2016 ～女性の支援が未来を動かす～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 12月 9 日(金) 19:00～21:00 
 場 所：サイバーシルクロード八王子 
          (八王子市明神町 2-27-6たましんブルームセンター4F) 
 テーマ：先輩起業家に学ぶ創業セミナー 
          第 107回ミニブルーム交流カフェ in八王子 
          自分自身をプロデュース！？ 
          花屋でない花屋ができるまで 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 12月 16日(金) 19:00～21:00 
 場 所：小金井市前原暫定集会施設(小金井市前原町 3-33-27) 
 テーマ：先輩起業家に学ぶ創業セミナー 
          第 108回ミニブルーム交流カフェ in小金井 
          日本クオリティを実現する靴下の OEM製造とは！？ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 1月 18日(水) 19:00～21:00 
 場 所：羽村市産業福祉センター 2階 iホール(羽村市緑ヶ丘 2-11-1) 
 テーマ：先輩起業家に学ぶ創業セミナー 
          第 109回ミニブルーム交流カフェ in羽村 
          20代起業家が語る今日から踏み出す第一歩 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 1月 26日(木) 14:00～16:00 
 場 所：日本公庫 立川支店 7階会議室 
 テーマ：～弁理士と一緒に考えよう～ 
         「インターネット利用ビジネスに役立つ著作権セミナー」 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 2月 21日(火) 14:00～16:00 
 場 所：PlanT 多摩平の森産業連携センター (日野市多摩平 2-5-1) 
 テーマ：～弁理士と一緒に考えよう～  
         「製造業における連携（共同開発・産学連携など）に 
          役立つ知的財産セミナー」 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<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 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 12月 14日(水) 13:20～16:30 
 場 所：クロス・ウェーブ船橋 中研修室 B (船橋市本町 2-9-3) 
 テーマ：事業者のための簡単ホームページ作成実践講座 
          ～はじめて WEB～ 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 28年 11月 23日(水) 10:00～16:40 



          平成 28年 12月 3 日(土) 10:00～16:30 
 場 所：神奈川中小企業センタービル(横浜市中区尾上町 5-80) 
 テーマ：女性企業家の悩みのタネを解決する！ 
          女性企業家ビジネスフォーラム 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 25日(金) 10:00～13:00 
 場 所：川崎信用金庫中原事務センター(川崎市中原区上小田中 6-22-16) 
 テーマ：かわさき女性起業家フォーラム 
          ～これから起業するあなたへ伝えたい 
          女性起業家・個人事業主のリアル～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 12月 13日(火) 14:00～16:20 
 場 所：日本公庫 横浜西口支店 4F会議室 
 テーマ：地元横浜で輝く！女性のための創業セミナー 
          ～今日から始める創業準備～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：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) 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 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 11月 26日(土) 13:30～16:30 
          平成 28年 12月 7 日(水) 14:00～16:30 
 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 12月 19日(月) 14:00～16:30 
 場 所：日本公庫 岐阜支店 3階会議室 
 テーマ：愛されるための“女性ビューティシャン”お作法勉強会 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 28年 12月 9 日(金) 14:00～17:30 
 場 所：日本公庫 名古屋支店 6F会議室 
 テーマ：ベンチャー企業育成セミナー2016 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<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 12月 4 日(日) 13:30～16:30 
 場 所：あのつピア 2階研修会議室(津市あのつ台 4-6-1) 
 テーマ：第 5回創業・ビジネス交流会 「ミナツドエ」in津 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 12月 5 日(月) 18:00～20:00 
 場 所：アスト津 4階 会議室 2 (津市羽所町 700) 
 テーマ：女性のための創業セミナー 
          ―美容、エステ、ネイル etc.美容関連サービス編― 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 28年 11月 24日(木) 10:00～17:00 
 場 所：公益財団法人京都高度技術研究所(ASTEM棟)10階 
 テーマ：創業に関するイロハを一日で学んでしまおう！創業ワンデイ 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 28年 11月 30日(水) 平成 28年 12月 14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) 
          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 12月 9 日(水)～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 12月 13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・日本公庫共催） 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 1月 21日(土) 13:30～17:00 
 場 所：明石市立産業交流センター2F 多目的ホール 
          (明石市大久保町ゆりのき通 1-4-7) 
 テーマ：明石の元気を創りだす 起業応援セミナー2017 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 2月 10日(金) 10:30～12:30 
          (合同相談会)13:30～15:40 
 場 所：日本公庫 神戸支店 11階 
 テーマ：ファンドレイジングセミナー 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 28年 11月 29日(火) 17:30～19:30 
 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 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<和歌山県>> 
 
 日 時：平成 28年 11月 29日(火) 14:00～16:30 
 場 所：田辺商工会議所(田辺市新屋敷町 1番地) 
 テーマ：飲食店の開業応援！創業計画書の書き方講座 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 11月 30日(水) 14:00～16:30 



 場 所：御坊商工会議所(御坊市薗 350-28) 
 テーマ：飲食店の開業応援！創業計画書の書き方講座 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岡山県>> 
 
 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 26日(土) 13:30～16:30 
 場 所：もみじ銀行尾道支店(尾道市土堂 1丁目 3-27) 
 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 In尾道市 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 28年 12月 3 日(土) 平成 28年 12月 10日(土) 
          13:30～16:30 
 場 所：廿日市市商工保健会館 交流プラザ 1階(廿日市市本町 5-1) 
 テーマ：しゃもじん創業塾 2016 
          ～ビジネスチャンスあふれる廿日市での創業を応援します～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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) 19:00～20:30 
 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：(1)平成 28年 12月 6日(火) (2)平成 28年 12月 7日(水) 
          各日 17:30～20:15 
 場 所：(1)福岡銀行本店ビル 10階講堂(福岡市中央区天神 2-13-1) 
          (2)FFG北九州本社ビル 6階講堂(北九州市小倉北区堺町 2-2-18) 
 テーマ：創業・経営支援セミナー 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<長崎県>> 
 
 日 時：(1)平成 28年 11月 24日(木) 
          (2)平成 28年 11月 25日(金) 
 場 所：(1)ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル 
             (長崎市南山手町 1-18) 
          (2)セントラルホテル佐世保(佐世保市上京町 3-2) 
 テーマ：創業・経営支援セミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大分県>> 
 
 日 時：平成 28年 12月 7 日(水) 18:30～20:30 



 場 所：日本公庫 大分支店 6F 会議室 
 テーマ：ソーシャルビジネス創業セミナー in 大分 
          ～ソーシャルビジネスの起業を応援します～ 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<熊本県>> 
 
 日 時：平成 28年 11月 28日(月) 
 場 所：熊本ホテルキャッスル(熊本市中央区城東町 4-2) 
 テーマ：創業・経営支援セミナー 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 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（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 

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┃11┃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」11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_1611.pdf 
 
※PDFファイルは約 6.5ＭＢ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 
人口減少時代における中小企業の新市場開拓 
 
○ 論点多彩 
中小企業経営者のための交渉学（前編） 
 
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 
 
小┃企┃業┃の┃経┃営┃指┃標┃調┃査┃の┃ご┃案┃内┃ 
━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
日本公庫 総合研究所の「小企業の経営指標調査」についてご紹介します。 
本調査は、日本公庫国民生活事業から 2015年 4月～同年 12月にご融資を受 
けた方のうち、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、飲食店、宿泊業、医療、 
福祉、教育、学習支援業、サービス業を営む法人企業の皆さまを対象に、決算 
データを用いて、収益性、生産性、安全性に関するさまざまな指標値を集計 
したものです。事業計画の策定などにぜひご活用ください。 
 
【詳しくはこちら↓】 
 https://www.jfc.go.jp/n/findings/sme_findings2.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。 

http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1611.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
https://www.jfc.go.jp/n/findings/sme_findings2.html
https://www.jfc.go.jp/n/inquiry/index.html


 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  
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 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 5回はいかがでしたか？ 
  
 起業家にとっては、開業資金の多寡にかかわらず、知恵を出す習慣と、 
 周囲に感謝をする習慣を身に付けることが何よりも大切です。 
  
 次回は、いよいよ最終回。「起業後の壁を乗り越える最大の武器は、 
 事業アイデアの再発見」です。 
  
 次回もお楽しみに！ 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2016年 12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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