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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．８５☆ 
 
     ～売るために必要な「販促」の基本と抑えるべきポイント～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 蝉の声にも暑さを感じる日を迎えておりますが、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】売れる！販売促進術 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
   売れる！販売促進術 
 
                   株式会社ベンチャーコンサルタント 
                              寺田 勝紀 
             
 ＜第１回＞売るために必要な「販促」の基本と抑えるべきポイント 
 
  今回から、新連載「売れる！販売促進術」が始まります！６回にわたり、売 
 上アップのための実践的なノウハウをお伝えします。 
  
 第１回の今回は「売るために必要な「販促」の基本と抑えるべきポイント」 
 がテーマです。「販売促進」というと、「宣伝・広告」や「イベント・キャ 
 ンペーン」などを思い浮かべる方が多いのでないでしょうか？しかし、本来 
 の販売促進という言葉にはもっと多くの意味が含まれます。みなさんが今ま 
 で気付かなかった「販促」手法があるかもしれません！ぜひチェックしてみ 
 ましょう！ 
 
 気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
  https://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/hou_170726.pdf 
  (PDFファイル 915KB) 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 ママ友を紡いだ温かい布ナプキン 
  
                                        株式会社さくらコットン 
                       代表取締役 菊川 あずさ氏 

https://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/hou_170726.pdf


 
 今回ご紹介する起業家は、ヒエトリパットという布製のナプキンを製造・販 
 売している株式会社さくらコットンの菊川代表です。 
 
 ママ友が定期的に集まれる場をつくりたいとサークル活動を始めた菊川氏。 
 サークルのママ友から「また職に就きたい」という思いを耳にし、自ら働く 
 場をつくるべく創業を決意します。商工会議所や協力企業、ママ友たちの力 
 を借りて成長してきた当社の、女性ならではの商品開発や徹底したモニタリ 
 ング、安定した生産体制の構築など、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 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  https://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_170726.pdf 
  (PDFファイル 1,501KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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 7月 28日(金) 14:00～16:30 
 場 所：日本政策金融公庫 旭川支店 2階会議室 
 テーマ：日本公庫海外展開セミナー 
          ～ジェトロのコンシェルジュサービスと海外進出事例～ 
 

https://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_170726.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/index.html
https://www.facebook.com/grandprix.jfc/


 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岩手県>> 
 
 日 時：平成 29年 9月 6 日(水) 18:00～20:00 
 場 所：大船渡商工会議所(大船渡市盛町字中道下 2-25) 
 テーマ：創業応援セミナーinけせん 
  
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<宮城県>> 
 
 日 時：平成 29年 7月 29日(土) 10:00～12:00 
 場 所：仙都会館ビル 4階 会議室(仙台市青葉区中央 2-2-10) 
 テーマ：50歳からの起業術 
  
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<秋田県>> 
 
 日 時：平成 29年 8月 5 日(土) 9:30～12:00 
 場 所：秋田県北部男女共同 参画センター内 (大館市字馬喰町 48-1) 
 テーマ：ソーシャルビジネスの資金調達入門 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<埼玉県>> 
 
 日 時：平成 29年 7月 1 日(土)～平成 29年 8月 5日(土) 
          (全 6回)9:40～16:30 
 場 所：大宮ソニックシティビル 8階 808会議室 
          (さいたま市大宮区桜木町 1-7-5) 
 テーマ：第 14期 さいたま女性創業塾 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<新潟県>> 
 
 日 時：平成 29年 7月 29日(土) 平成 29年 8月 5日(土)  
     10:00～12:00 
 場 所：協栄信用組合 本店 4階 会議室(燕市東太田 6984) 
 テーマ：創業の基礎を学ぶセミナー 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 8月 8 日(火) 18:30～20:50 
 場 所：上越文化会館 4階 大会議室(上越市新光町 1-9-10) 
 テーマ：創業イブニングセミナー 
          創業の上越！体験者が語る創業ノウハウ！ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 8月 19日(土) 13:30～15:30 
 場 所：新井商工会議所(妙高市下町 7-1) 
 テーマ：妙高市創業支援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 29年 7月 27日(木) 14:00～16:00 
 場 所：TKP上野駅前ビジネスセンター カンファレンスルーム 3A 
     (台東区東上野 3-18-6第一吉沢ビル 3階) 
 テーマ：ネット通販活用セミナー 
  



 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 日 時：平成 29年 7月 27日(木) 19:00～21:00 
 場 所：サイバーシルクロード八王子 
 テーマ：第 119回ミニブルーム交流カフェ in八王子 訪問介護式まちづくり  
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
   
日 時：平成 29年 8 月 3日(木) 19:00～21:00 

 場 所：TIP*S(千代田区丸の内 2-5-1丸の内二丁目ビル 6階 611区) 
 テーマ：とくしま移住×シゴトづくり 
    
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 8月 5 日(土)～平成 29年 8月 20日(日) 
 場 所：【講義】日本公庫 新宿支店 4階 会議室 
                  (東京ビジネスサポートプラザ) 
     【実習】カフェ Kolm (世田谷区下馬 3-38-2) 
 テーマ：東京・カフェの学校 
          本気でカフェを開業したい女性を応援します！ 
      
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 8月 22日(火) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 板橋支店 2階 
 テーマ：経営力向上 “飲食業経営課題解決“セミナー in いたばし 
     
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 10月 20日(金) 18:30～21:00 
 場 所：タワーホール船堀 4階 研修室(江戸川区船堀 4-1-1) 
 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<神奈川県>> 
 
 日 時：平成 29年 9月 7 日(木)、平成 29年 11月 7日(火) 
          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 7月 28日(金) 18:30～20:40 
 場 所：横須賀商工会議所(横須賀市平成町 2-14-4) 
 テーマ：創業セミナー～あなたのやる気、応援します～  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<石川県>> 
 
 日 時：平成 29年 8月 4 日(金) 13:00～16:30 
 場 所：金沢商工会議所会館 2階 研修室 2 (金沢市尾山町 9-13) 
 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 創業プラン作りと WEB活用のコツ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岐阜県>> 
 
 日 時：平成 29年 7月 26日(水) 13:00～15:30 
 場 所：とうしん学びの丘 “エール”(多治見市虎渓山町 4-13-1) 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナーin多治見 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 



 日 時：平成 29年 8月 8 日(火) 14:00～16:30 
 場 所：ハートフルスクエアーG 2階 研修室 50(岐阜市橋本町 1-10-23) 
 テーマ：ソーシャルビジネスセミナーin岐阜 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛知県>> 
  
 日 時：平成 29年 8月 23日(水) 13:30～16:00 
 場 所：愛知県産業労働センター ウインクあいち 14階 
     (公財)あいち産業振興機構セミナールーム 
          (名古屋市中村区名駅 4-4-38) 
 テーマ：融資の申請、事業計画書ってどう書くの？ 
     融資担当者が解説する書き方のポイント！ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<三重県>> 
 
 日 時：平成 29年 8月 1 日(火) 14:00～16:00 
 場 所：津市ビジネスサポートセンター 
          (津市あのつ台 4-6-1 あのつピア１階) 
 テーマ：第 1回 ビジネスカフェ 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 8月 26日(土) 13:30～16:40 
 場 所：三重県総合文化センター 
          生涯学習棟 3階まなびぃ場情報コーナー「みるシル」 
 テーマ：高校生からのビジネスセミナー 
         「アイデアをみんなで一緒に磨き合おう」 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 9月 1 日(金) 19:00～21:00 
 場 所：ポルタフォルトゥーナ♪(津市観音寺町 446-39) 
 テーマ：第 2回 ビジネスカフェ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<滋賀県>> 
 
 日 時：平成 29年 10月 5 日(木) 17:00～19:30 
 場 所：大学サテライト・プラザ彦根 
          (彦根市大東町 1-7アル・プラザ平和堂 6階) 
 テーマ：プロモーション戦略セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 29年 7月 29日(土) 13:00～17:45 
 場 所：京都リサーチパーク 1号館 4 階 サイエンスホール 
     (京都市下京区中堂寺南町 134) 
 テーマ：京都カタリストカンファレンス 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 8月 8 日(火) 13:00～17:00 
 場 所：公益財団法人京都産業 21(京都市下京区中堂寺南町 134) 
 テーマ：女性起業家ビジネスプラン講座 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<兵庫県>> 
 



 日 時：【神戸地区】平成 29年 8月 23日(水) 平成 29年 9月 13日(水)  
                      両日 13:30～16:30 
          【阪神地区】平成 29年 7月 26日(水) 平成 29年 9月 27日(水) 
                      両日 13:30～16:30 
 場 所：【神戸地区】全日兵庫会館 4階 大会議室 
                      (神戸市中央区中山手通 4-22-4) 
      【阪神地区】尼崎商工会議所 会議室 
                      (尼崎市昭和通 3-96) 
 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 8月 22日(火) 平成 29年 9月 26日(火) 
          各回 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 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 8月 21日(月)～平成 29年 9月 25日(月) 
          (全 5回)10:00～17:00 
     8月 21日のみ 17:30終了 
 場 所：姫路商工会議所 本館 6階 605 会議室(姫路市下寺町 43) 
 テーマ：食と美のひめじ創業塾 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 29年 8月 2 日(水) 18:30～20:30 
 場 所：堺商工会議所会館 2階 大会議室 
          (堺市北区長曽根町 130-23) 
 テーマ：創業フォローアップセミナー in 堺 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  
 日 時：平成 29年 8月 20日(日)～平成 30年 2月 18日(日) 
          (全 4回)10:00～13:00  
 場 所：八尾市立中小企業サポートセンターセミナールーム 
     （八尾市清水町１-1-6八尾商工会議所会館内） 
 テーマ：八尾あきんど起業塾 2017発展編 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 8月 28日(月) 18:00～20:00 
 場 所：ビジネスプラザおおさか 
          (大阪市中央区備後町 2-1-1第二野村ビル 4階) 
 テーマ：おさえておきたい創業事業計画と資金調達のポイント 
  
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岡山県>> 
 
 日 時：平成 29年 7月 29日(土) 平成 29年 8月 5日(土) 
          (全 2回)10:00～15:30 
 場 所：岡山県立図書館 2階 サークル活動室 
          (岡山市北区丸の内 2-6-30) 
 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 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 8月 26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 
  
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<広島県>> 
 



 日 時：平成 29年 8月 20日(日) 10:00～16:30 
 場 所：広島市立中央図書館 3階 セミナー室(広島市中区基町 3-1) 
 テーマ：「第 5回 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 29年 8月 9 日(水) 10:00～16:30 
 場 所：福山市中央図書館 3階 集会室 
          (福山市霞町 1-10-1まなびの館ローズコム内) 
 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 29年 8月 26日(土) 平成 29年 9月 9日(土) 
          両日 9:30～16:30 
 場 所：呉市広市民センター5階 501会議室(呉市広古新開 2-1-3) 
 テーマ：創業チャレンジセミナーin呉 
          ～自分だけの創業プランを作ろう！～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<愛媛県>> 
 
 日 時：平成 29年 7月 29日(土) 14:00～16:00 
 場 所：新居浜ウイメンズプラザ(新居浜市庄内町 4-4-19) 
 テーマ：第 4回にいはま創業・経営応援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福岡県>> 
 
 日 時：平成 29年 8月 9 日(水) 平成 29年 8月 28日(月)   
     セミナー13:15～16:00 個別相談 10:00～16:30 
 場 所：株式会社 USEN 
     (福岡市博多区住吉 1-2-25 
          キャナルシティビジネスセンタービル 2階) 
 テーマ：無料経営セミナー・無料経営相談 
          よろず経営相談窓口@博多キャナルサテライト 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 8月 2 日(水) 13:30～17:00 
 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 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 8月 24日(木) 13:30～16:30 
 場 所：福岡商工会議所 3階 306会議室 
          (福岡市博多区博多駅前 2-9-28) 
 テーマ：店舗開業者・多店舗展開出店向けセミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<長崎県>> 
 
 日 時：平成 29年 8月 3 日(木) 13:30～17:00 
 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・経営支援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大分県>> 
 
 日 時：平成 29年 8月 1 日(火) 13:30～17:00 



 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・経営支援セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 
 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 
 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 

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


 
 
 調┃査┃月┃報┃７┃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」7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_1707.pdf 
 ※PDFファイルは約 12．8ＭＢ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 
 中小企業の成長を支える外国人労働者 
 －「外国人材の活用に関するアンケート」から－ 
 
 ○論点多彩 
 フィンテックの現状と日本への示唆 
 
 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 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 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！ 
 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1707.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
https://www.jfc.go.jp/n/inquiry/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/earthquake/index.html


 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「売るために必要な「販促」の基本と抑えるべきポイント」はい 
 かがでしたか？ 
  
  「起業の罠」や「モニタリング」など起業時における注意点やポイント 
 が盛りだくさんでしたね！今回のコラムを参考にして、皆さんに最適な 
 販促方法を考えてみてください！ 
  
 次回は「ライバルにはマネができない“セールスポイント”を創る方法」 
 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 8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 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://www.jfc.go.jp/n/service/mail-backnumber.html 
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