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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．８３☆ 
 
     ～ここがポイント！法人化の際に取り得る選択肢（会社形態）～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 若葉萌えいづる今日この頃ですが、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】「知って得する！」法律活用術 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「知って得する！」法律活用術 
 
                               日本弁護士連合会 
                       ひまわり中小企業センター 
             
 ＜第５回＞ここがポイント！法人化の際に取り得る選択肢（会社形態） 
 
 「知って得する！法律活用術」は、６回にわたり、創業者が事業を立ち上げて 
 軌道に乗せるまでの間に、直面する数々の法律問題やその解決方法について、 
 各分野で専門的な知識をもつ弁護士がわかりやすく解説します。 
  
 第５回目は「法人化の際に取り得る選択肢（会社形態）」がテーマです。 
 
 創業後、ビジネスが大きくなるにつれて、法人化をお考えの方もいらっしゃ 
 るのではないでしょうか？法人化には、事業の規模によっては税金が安くなっ 
 たり、取引先からの信用を獲得できるなどのメリットがある一方、設立等に 
 関して様々な法的ルールがあります。ほかにも、株式会社以外の法人とその 
 特徴も紹介されていますので、あなたの事業にあった会社形態を選ぶために 
 もをしっかり確認しておきましょう！ 
  
 気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/hou_170524.pdf 
  (PDFファイル 552.6KB) 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/hou_170524.pdf


 一人ひとりの思いをくみ取る修理サービス 
  
                                          株式会社ア・ファン 
                        代表取締役 乗松 伸幸氏 
 
 今回ご紹介する起業家は、主にメーカーサポートが終了した古い型の電子機 
 器の修理を請け負う株式会社ア・ファンの乗松代表です。 
 
 元大手家電製造メーカーのエンジニアである乗松氏。部品の保存期間が終了 
 した製品の修理は行わないメーカーのアフターサービスに疑問を抱き、５６ 
 歳で当社を創業します。現在では全国から修理依頼が殺到している当社。そ 
 の人気の理由は「なぜ修理をしたいのか」を尋ねることだと乗松氏は話して 
 います。その質問の真意とは・・・？顧客とのコミュニケーションによる感 
 動の創出や、修理を担当するエンジニアとの関係性など、今回も参考になる 
 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_170524.pdf 
  (PDFファイル 1,450KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
  
 第┃５┃回┃高┃校┃生┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
  ビ┃ジ┃ネ┃ス┃プ┃ラ┃ン┃・┃グ┃ラ┃ン┃プ┃リ┃の┃ご┃案┃内┃ 
  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 
 日本公庫は、平成 25年度から、「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！！ 
 
 【第５回開催決定】 
 日本公庫は、全国の高校生を対象にしたビジネスプランコンテスト第５回 
 「創造力、無限大∞ 高校生ビジネスプラン・グランプリ」を開催します。 
 エントリー受付は、平成 29年 7月 3日（月）～9月 15日（金）まで、最終審査 
 会は平成 30年 1月 7日（日）、東京大学伊藤謝恩ホールにおいて開催します。 
  
 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 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 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。 
 
  ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 <<北海道>> 
 
 日 時：平成 29年 6月 19日(月)～平成 29年 7月 11日(火) 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_170524.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/index.html
https://www.facebook.com/grandprix.jfc/


          (全 4回)18:00～20:00 
 場 所：千歳商工センター(千歳市東雲町 3-2-6) 
          第 2回のみ中心街コミュニティ センター(千歳市幸町 4-30) 
 テーマ：第 1期千歳市創業支援セミナー創業カフェ 
   
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<青森県>> 
 
 日 時：平成 29年 6月 16日(金) 17:30～19:00 
 場 所：五所川原商工会館 2階 第 2研修室(五所川原市東町 17-5) 
 テーマ：創業セミナー 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<宮城県>> 
 
 日 時：平成 29年 5月 27日(土) 13:30～17:00 
 場 所：仙台市中小企業活性化センター 7階アシ☆スタ交流サロン 
          （仙台市青葉区中央 1-3-1 AER7階） 
 テーマ：1Day Startup Dojo in SENDAI 
   
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<群馬県>> 
 
 日 時：平成 29年 6月 4 日(日) 14:00～15:30 
 場 所：安中市松井田文化会館(安中市松井田町新堀 530) 
 テーマ：創業応援セミナー 
  
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 29年 6月 10日(土) 13:00～18:00 
 場 所：日本公庫 新宿支店 4階会議室 
 テーマ：1Day Startup Dojo 新宿 
          ～出資や融資の話を中心とした新規事業に関しての 
          セミナー&ワークショップ～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 6月 14日(水) 
          9:30～/11:00～/13:00～/14:20～/15:40～ 
 場 所：中小企業大学校東京校 BusiNest内会議室 
 テーマ：創業者のための金融相談会 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 6月 15日(木) 
          セミナー 14:00～16:40 個別相談会 16:40～17:30 
 場 所：町田新産業創造センター 1階 イベントスペース 
 テーマ：スタートアップ応援セミナー2017 
          ～スタートアップ企業の資金調達成功の秘訣～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 29年 6月 7 日(水) 平成 29年 9月 7日(木) 
          平成 29年 11月 7 日(火) 平成 30年 1月 17日(水) 
          各回 14:00～16:00 
 場 所：横浜企業経営支援財団大会議室 
          (横浜市中区太田町 2-23横浜メディアビジネスセンター7階) 
 テーマ：はじめの一歩！ 起業チャレンジセミナー 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 6月 8 日(木)～平成 29年 6月 22日(木) 



          (全 3回)10:00～12:00 第 2回目 14:00～16:00 
 場 所：各回により異なります。 詳しくは PDFファイルをご覧ください。 
 テーマ：コミュニティカフェ見学ツアーinかわさき 
   
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 6月 15日(木) 14:00～17:00 
 場 所：横浜銀行 YBS南幸ビル 8階 大会議室 
          (横浜市西区南幸 2-15-20) 
 テーマ：横浜銀行×日本政策金融公庫 創業応援セミナー 
          ～日本フードアドバイザー協会創始者を迎えて～ 
  
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
 
 日 時：平成 29年 5月 26日(金) 10:00～12:30 
 場 所：日本公庫 名古屋支店 6階 会議室 
 テーマ：女性・起業道場 in名古屋 オープニングセミナー 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 5月 30日(火)～平成 29年 6月 20日(火) 
          (全 4回)18:30～20:30 
 場 所：BERING PLANT 
 テーマ：コーヒーにこだわったカフェの創業を目指す女性を 
          力いっぱい応援するセミナー 
  
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 6月 5 日(月) 
          昼間の部 13:30～16:30 夜間の部 18:00～21:00 
 場 所：岡崎商工会議所 4階 401会議室 
          (岡崎市竜美南 1-2) 
 テーマ：創業計画セミナー 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 6月 9 日(金)～平成 29年 7月 7日(金) 
          (全 4回)10:00～13:00 
 場 所：学び舎 mom 新栄店 
 テーマ：女性・起業道場 in名古屋(第 3期) 
   
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 6月 24日(土) 14:00～16:00 
 場 所：大垣共立銀行 OKB Harmony Plaza 名駅 10階 セミナールーム 
          (名古屋市中村区名駅 4-6-17名古屋ビルディング 10階) 
 テーマ：知っておきたい創業の基礎 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<三重県>> 
 
 日 時：平成 29年 6月 3 日(土)～平成 29年 6月 18日(日) 
          (全 6回) 
 場 所：講義：津市中央公民館 
          実習：コワーキング・コミュニティスペース 
                kaidan(カイダン) 
 テーマ：カフェの学校 In津市 2017 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 29年 6月 7 日(水) 15:30～17:30 
 場 所：同志社女子大学 京田辺キャンパス知徳館 C131教室 
          (京田辺市興戸) 



 テーマ：同志社女子大学キャリア支援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 
 日 時：平成 29年 5月 27日(土) 13:00～16:00 
 場 所：神戸クリスタルタワー7階県立男女共同参画センター 
          (神戸市中央区東川崎町 1-1-3) 
 テーマ：女性創業応援セミナー 
          ～なりたい自分になるために、今できること～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 6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) 
 テーマ：全日本不動産協会による不動産開業支援セミナー 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 6月 26日(月) 14:00～17:00 
 場 所：西宮商工会議所 別館 2階 大会議室(西宮市櫨塚町 2-20) 
 テーマ：飲食業経営セミナーin西宮 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 6月 27日(火) 13:30～15:30 
 場 所：兵庫県不動産会館 6階 602号(神戸市中央区北長狭通 5-5-26) 
 テーマ：兵庫宅建による不動産開業支援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 29年 5月 28日(日) 14:00～16:00 
 場 所：スタートアップカフェ大阪 
          TSUTAYA BOOK STORE KANDAI MeRISE 2階 
          (大阪市北区鶴野町 1-5関西大学梅田キャンパス 2階) 
 テーマ：「創業のセンタク」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<島根県>> 
 
 日 時：平成 29年 5月 27日(土) 13:30～16:00 
 場 所：島根県立図書館(松江市内中原町 52) 
 テーマ：中学生・高校生向けのビジネスプラン作成セミナー 
         「アイデアをカタチにするチカラ」 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岡山県>> 
 
 日 時：平成 29年 6月 17日(土) 9:45～17:00 
 場 所：岡山県立図書館(岡山市北区丸の内 2-6-30) 
 テーマ：創業＆フォローアップセミナー 
         「成功は再現できる。 
          起業する前に知っておくべきたった 3つのポイント」 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 6月 26日(月) 13:30～17:00 
 場 所：津山信用金庫 本店 4階 会議室(津山市山下 30-15) 
 テーマ：第 3回 創業・新事業支援セミナー&個別相談会 
          ～女性のための講演会「夢をカタチにする」～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 



 
 <<広島県>> 
 
 日 時：平成 29年 5月 27日(土) 13:30～16:30 
 場 所：福山市ものづくり交流館セミナールーム A 
          (福山市西町 1-1-1エフピコ RiM7階) 
 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 
 
＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<熊本県>> 
 
 日 時：平成 29年 5月 25日(木)～平成 29年 6月 22日(木) 
          (全 6回)18:30～20:30 
 場 所：くまもと森都心プラザ 6階 A・B会議室(熊本市西区春日 1-14-1) 
 テーマ：創業塾「基礎セミナー」(PDF ファイル 1.1 MB) 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<鹿児島県>> 
 
 日 時：平成 29年 6月 21日(水) 18:00～20:30 
 場 所：鹿屋商工会議所 (鹿屋市新川町 600) 
 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開拓～ 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 6月 25日(日)～平成 29年 7月 23日(日) 
          (全 5回)9:00～16:00 
 場 所：川内商工会議所(薩摩川内市神田町 3-25) 
 テーマ：薩摩川内市創業スクール 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 
 最新のセミナー情報はこちらから 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://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 

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


 ます！ 
  
 【詳細はこちら↓】 
  https://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↓】 
  https://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↓】 
  https://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html 
 
 調┃査┃月┃報┃５┃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」5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_1705.pdf 
 ※PDFファイルは約 10．8ＭＢ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…  
 ○イベント 
 高校生ビジネスプラン・グランプリ 
 
 ○論点多彩 
 将来の管理職を育てる「仕事の任せ方」 
 
 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。 
 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/yakan_soudan_info.html
https://www.m.jfc.go.jp/syspeg/peg010
https://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html
https://www.jfc.go.jp/n/service/mail_kokumin.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1705.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html


 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 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://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  
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 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「ここがポイント！法人化の際に取り得る選択肢（会社形態）」はい 
 かがでしたか？ 
  
  法人の種類や設立手続きにも様々なケースがあるんですね！今回のコラムで 
 しっかりポイントを抑えて、自分の事業に合う会社形態を選びましょう！ 
  
  
 次回は、「事業拡大、事業展開における法的ポイント」を予定しています。 
 次回もお楽しみに！ 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2017年 6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 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
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 https://www.jfc.go.jp/n/service/mail-backnumber.html 
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