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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．８６☆ 
 
     ～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～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 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 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
                   株式会社ベンチャーコンサルタント 
                              寺田 勝紀 
             
 ＜第２回＞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 
 
  全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する「売れ 
 る！販売促進術」。 
  
 第２回の今回は「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」がテーマです。みなさんは「セールスポイント」と聞いて何を思い浮 
 かべますか？通常、商品やサービスを他社と「差別化」することを考えがち 
 ですが、それだけではありません。 
  
 商品以外での差別化や、独自のセールスポイントを作るためのキーワードな 
 ど、ライバルに差をつけるためのヒントが満載です！！  
 
 気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/hou_170823.pdf 
 (PDFファイル 1,051KB) 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 地元の水産資源で地域を活性化 
  
                                           株式会社紀伊長島 
                        代表取締役 長井 優幸氏 

https://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/hou_170823.pdf


 
 今回ご紹介する起業家は、マグロやカツオなどを主な原料とする冷凍食品を 
 製造・販売する株式会社紀伊長島の代表取締役長井氏です。 
 
 29年間勤務した脱臭剤メーカーを退社し、徐々に活気を失っていく地元を活 
 性化したいとの思いから、地元で創業を決意した長井氏。地域の既存企業と 
 の摩擦を避けつつ差別化を図るため、冷凍食品の開発を試みます。商品がで 
 きるまでは苦労の連続でしたが、次第に「地域を盛り上げたい」という長井 
 氏の思いに共感した地元の人々から、様々な協力の手が差し伸べられます。 
 地域と思いを共有し、成長につなげている当社。その秘訣を、皆さんもぜひ 
 チェックしてみてください！  
 
 気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
  https://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_170823.pdf 
  (PDFファイル 1,558KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 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。 
 
 <<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 
      
 

https://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_170823.pdf
https://www.jfc.go.jp/n/grandprix/index.html
https://www.facebook.com/grandprix.jfc/


 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<宮城県>> 
 
 日 時：平成 29年 11月 15日(水) 18:30～20:30 
 場 所：東北大学片平キャンパス 
          エクステンション教育研究棟 6階 講義室 A 
          (仙台市青葉区片平 2-1-1) 
 テーマ：経営者のためのイノベーションの教室 
   
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<山形県>> 
 
 日 時：平成 29年 9月 12日(火) 14:00～16:00 
 場 所：伝国の杜 2階 第 1小会議室(米沢市丸の内 1－2－1) 
 テーマ：基本から学ぶネットショップのお作法 
          ～ネット利活用による販路拡大～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 9月 23日(土) 14:00～16:00 
 場 所：酒田産業会館 3階「鳥海」 (酒田市中町 2-5-10) 
 テーマ：創業応援セミナーin酒田 
  
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<福島県>> 
 
 日 時：平成 29年 9月 2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、3 
          (会津若松市栄町 3-50) 
 テーマ：地域を変えていくために今、考えるべきこと 
          ～社会的課題解決を担う組織になっていくために～ 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 9月 21日(木) 18:30～20:30 
 場 所：いわき産業創造館 LATOV 6階 会議室 1 (いわき市平字田町 120) 
 テーマ：創業応援セミナーinいわき 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<埼玉県>> 
 
 日 時：平成 29年 8月 26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 8階) 
 テーマ：想いをカタチへ創り上げる！実践創業セミナー 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 9月 4日(月) 14:00～16:00 
 場 所：越谷市中央市民会館 5階 第 4～6会議室 (越谷市越ヶ谷 4-1-1) 
 テーマ：ネット通販活用セミナー～売れる！！ 
          ネットショップの仕組み教えます～ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<新潟県>> 
 
 日 時：平成 29年 9月 9日(土)～平成 29年 11月 25日(土) (全 10回) 
          13:00～17:00 
 場 所：上越商工会議所(上越市新光町 1-10-20) 



 テーマ：創業塾 2017 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<東京都>> 
 
 日 時：平成 29年 9月 2日(土) 14:00～16:30 
 場 所：新宿区立高田馬場創業支援センター 
          (新宿区高田馬場 1丁目 32-10) 
 テーマ：創業融資のすべて 
          ～創業時や創業直後に活用できる公的な融資制度を徹底解説！～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 9月 24日(日) 13:30～17:00 
 場 所：日本公庫 東京中央支店 4階会議室 
 テーマ：1Day Startup Dojo 茅場町 
          ～出資、融資、契約の話を中心とした 
          スタートアップセミナー～ 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 10月 2日(月) 14:00～17:00 
 場 所：日本公庫 東京中央支店  4階 
 テーマ：飲食業経営課題解決セミナー 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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 8月 23日(水) 14:00～16:20 
 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！～ 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 9月 5日(火) 10:00～13:00 
 場 所：すくらむ 21 2階 第 1・2研修室 
          (川崎市高津区溝口 2-20-1川崎市男女共同参画センター) 
 テーマ：かわさき女性起業家フォーラム 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岐阜県>> 
 
 日 時：平成 29年 9月 12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 29年 9月 20日(水) 18:20～20:40 



 場 所：静岡商工会議所 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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<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！ 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 9月 8日(金) 平成 29年 9月 15日(金) 
          両日 14:00～16:30 
 場 所：9月 8日(金)Cafe ROXA 本社店 
          9月 15日(金)Cafe ROXA 長久手店 
 テーマ：短期「超」集中！喫茶・カフェ開業セミナー 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 9月 8日(金) 15:00～18:30 
 場 所：あいちベンチャーハウス 3階 セミナー室 
 テーマ：Venture Meetup 2017 in AVH～IoT、ビッグデータ、 
          人工知能が牽引する第四次産業革命～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 9月 26日(火) 13:30～16:30 
 場 所：ウィンクあいち 11階 1109号会議室 
 テーマ：人材お悩み解決セミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<三重県>> 
 
 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 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 9月 30日(土) 14:00～16:00 
 場 所：津市ビジネスサポートセンター セミナー室 
          (津市あのつ台 4-6-1あのつピア 1階) 
 テーマ：第 3回 新事業・ビジネスカフェ 
   
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<京都府>> 
 
 日 時：平成 29年 9月 1日(金) 13:00～17:00 
 場 所：日本公庫 京都支店 5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 



 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<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 9月 27日(水) 
                      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 25日(金) 17:30～19:30 
 場 所：コワーキングスペース plug078 
          (神戸市中央区北野町 1-1 ANAクラウンプラザホテル B1) 
 テーマ：ベンチャー企業が事業破綻を避けるために 
          知っておくべき法律知識 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 8月 28日(月)～平成 29年 9月 25日(月) 
          (全 5回)10:00～17:00 
 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 
    
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 9月 6日(水) 13:30～15:30 
 場 所：豊岡市民プラザ(豊岡市大手町 4-5 アイティ 7階) 
 テーマ：飲食店経営支援セミナーin豊岡 
          ブランドを明確にして売上アップ！ 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 9月 14日(木) 14:00～16:00 
 場 所：宝塚市立男女共同参画センター 
          (宝塚市栄町 2-1-2「ソリオ 2」 4階) 
 テーマ：人が人を集める。自転車 10分圏内のエリアディベロプメント 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：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 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<大阪府>> 
 
 日 時：平成 29年 8月 25日(金) 14:00～17:00 
 場 所：大阪科学技術センター地下 1階 B102号室 
          (大阪市西区靱本町 1-8-4) 
 テーマ：創業応援セミナー in うつぼ 
          ～スタートアップ・フォローアップ～ 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 8月 30日(水) 18:00～20:00 



 場 所：中小企業基盤整備機構 近畿本部セミナールーム 
          (大阪市中央区安土町 2-3-13大阪国際ビルディング 27階) 
 テーマ：NBKニュービジネスカフェ 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<岡山県>> 
 
 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 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 9月 13日(水) 19:00～21:00 
 場 所：マツヤマンスペース 
 テーマ：起業のリアル 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<高知県>> 
 
 日 時：平成 29年 8月 26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 29年 8月 24日(木) 13:00～16:30 
 場 所：日本公庫 福岡支店  8階会議室 
 テーマ：事業者向けセミナー 
      http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar170818q.pdf 
     (PDF ファイル 684.3 KB) 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 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 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 8月 25日(金) 13:00～16:30 
 場 所：日本公庫 久留米支店  7階会議室 
 テーマ：事業者向けセミナー(PDFファイル 712.3 KB) 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：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 9月 8日(金) 18:30～20:00 
 場 所：FUKUOKA growth next 1階 STARTUP CAFE 
          (福岡市中央区大名 2-6-11) 
 テーマ：創業・独立のための 第 3回 はじめてシリーズ 
          ～はじめてのソーシャルメディア～ 
  
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 日 時：平成 29年 9月 13日(水) 平成 29年 9月 25日(月) 
          平成 29年 10月 11日(水) 平成 29年 10月 23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 9月 13日(水) 14:00～16:00 
 場 所：FUKUOKA growth next 1階 STARTUP CAFE 
          (福岡市中央区大名 2-6-11) 
 テーマ：飲食店魅力ある店づくりセミナー 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 <<熊本県>> 
 
 日 時：平成 29年 8月 23日(水) 13:00～16:00 
 場 所：未来会議室 
 テーマ：創業資金 事業計画書講座&個別相談会 
 
 ＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 
 
 
 最新のセミナー情報はこちらから 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html 
 
 
 『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 

https://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html


 ・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 
 
 
 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_1708.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…  
 
 ○調査リポート 
 新規開業企業経営者の休職に関する一考察 
 －休職前後の実態と事業継続のヒント－ 
 
 ○大きくはばたく小さなサービス産業 
 春夏秋冬成長する花火店 
 
 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 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 

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_1708.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html


 
 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！ 
 
 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「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」 
 はいかがでしたか？ 
  
  他社と差別化を図る「セールスポイント」を作る方法や、その効果的な 
 表現方法など、販促に関するヒントが満載でしたね。みなさんも、顧客 
 に「ささる」セールスポイントを考えてみてください！ 
  
 次回は「『売り方』を変えるだけで売上倍増も夢ではない」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 9月 27日の予定です。 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

https://www.jfc.go.jp/n/inquiry/index.html
https://www.jfc.go.jp/n/earthquake/index.html
https://krs.bz/kokukin/m/enquete


 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 
 
 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 発行：日本政策金融公庫 国民生活事業本部 創業支援部 
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