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   日 本 公 庫   起 業 家 応 援 マ ガ ジ ン ＶＯＬ．１０１☆ 
 
     ～ 企業の女性マーケティング戦略、あるある NG 集 ～ 
 
 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 
 
 深秋の候、読者の皆さま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！ 
 
 …◆ 目次 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━… 
 
 １．「どうすれば女性の心を掴める？売れる！女性マーケティング戦略」 
 ２． 先人に学ぶ 起業家レポート 
 ３.  日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 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 
 ５． 東日本大震災に関する特別相談窓口 
 ６． 「起業家応援マガジン」読者アンケート 
 ７． 編集後記 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 １．「どうすれば女性の心を掴める？売れる！女性マーケティング戦略」 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
                             ウーマンズ 
                            阿部 エリナ 
 
             
 ＜第５回＞企業の女性マーケティング戦略、あるある NG 集 
                        
  全６回にわたって、女性向け販売戦略のコツや最近の女性の消費傾向をお伝えする「ど
うすれば女性の心を掴める？売れる！女性マーケティング戦略」。 
 
 第５回は『企業の女性マーケティング戦略、あるある NG 集』です。 
 
 みなさん、女性向け女性向け販売戦略で思ったような効果が得られなかった経験はあり
ませんか？女性マーケティングについて「正しい」理解・方法で戦略を立案・実行し成果
をあげるためにも、過去の失敗事例から学ぶことも大切です。 
   
  今回は、女性マーケティング戦略の専門家である阿部氏に、企業の女性マーケティング
戦略について、５つの主な NG 集をわかりやすく解説していただいておりますので、ぜひご
覧ください。 
  
 気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/hou_181128.pdf 
 (PDF ファイル 2,117KB) 
 



 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ２．先人に学ぶ 起業家レポート 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 「改善を重ねて生まれた転職サイト」 
  
                                             株式会社 Mewcket 
                        代表取締役 小林 奨 
 
 今回ご紹介する起業家は、IT エンジニア向けの転職サイト事業を展開する、株式会社
Mewcket（ミューケット）代表取締役 小林 奨氏です。 
 
 中小企業の中でも、人手不足が顕著なのが ITエンジニアといわれています。そこで小林
社長が開発したのが、企業とエンジニアの出会いの場となる転職サイト「Mewcket（ミュー
ケット）」です。 
 
 勤務地や勤務条件などから企業を絞り込んでいく一般的な転職サイトと違う点とは？ま
た、行動力のある小林社長の創業の経緯や「Mewcket」の開発に至るまでの道のりも必見で
す。 
 
 踏み出す勇気と柔軟に退く勇気、２つの勇気を兼ね備えた小林社長の創業ストーリーを
ぜひご覧ください。 
   
 気になる続きはこちらから 
  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓  
 https://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/senzin_181128.pdf 
 (PDF ファイル 298KB) 
 
 
 …☆★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
 
 ３．日本公庫（国民生活事業）からのお知らせ 
 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★☆… 
 
 第┃６┃回┃女┃姓┃・┃若┃者┃向┃け┃ 
 ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
  創┃業┃相┃談┃ウ┃ィ┃ー┃ク┃開┃催┃の┃ご┃案┃内┃ 
  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛   
 
 過去５回の開催で 2,600名を超える皆様が参加！ 
 
 育児や介護、学業との両立などの課題を抱えながらも創業の第一歩を踏み出そうとする
「女性」や学生を含む「若者」の方を主な対象とした相談会イベントを全国 42都市・48会
場で開催します！ 
 
 事前予約の上でご相談をいただき、所定のアンケートにお答えいただいた方には先着順
でプレゼント（ステンレスボトル）もご用意しています。是非お気軽にお申込みください！ 
 
  ＜開催概要＞ 
 



 ○対象者：創業に関心のある女性や若者の方（女性や若者以外の方もご参加いただけま
す。） 
 ○会場・期間：全国 42 都市・48会場において、10 月 29 日（月）から 12 月 15日（土）
にかけて開催 
 ※詳しくは下記の詳細ＵＲＬよりご確認ください。 
 
 ○参加方法：インターネットからの事前予約制  
  
 ○詳細ＵＲＬ:http://sougyou-soudan-week.com/ 
 
 
  ビ┃ジ┃ネ┃ス┃プ┃ラ┃ン┃・┃グ┃ラ┃ン┃プ┃リ┃の┃ご┃案┃内┃ 
  ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ 
 
 日本公庫では、若者の創業マインド向上を目的として、平成 25年度から「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６回の開催＞ 
 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６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。 
  
 最終審査会は平成 31 年１月 13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。 
 
 公庫ＨＰよりご確認ください。 
 
 最新のセミナー情報はこちらから 
 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 
 https://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html 
 
 ＜トピック＞ 
  
 日本公庫が共催する、起業予定者等向けのオープンイベントをご紹介します。 
 
 ○12 月 8 日開催 NICeつながり祭り 2018【同時開催】第 6回 NICeなビジネスプランコ
ンテスト本選 
  
 詳細についてはこちら 
 https://www.nice.or.jp/archives/43462 



 
 
 『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！ 
  
 
 【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タイムリーにお届
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┃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↓】  
 https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1811.pdf 
 ※PDF ファイルは約 3.9ＭＢ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…  
 
 ○最新 日本公庫総研 研究リポート 
 高付加価値を生むサービスとは －小さなサービス産業の経営戦略に学ぶ－ 
 
 ○クローズアップ 識者に学ぶ 
 勝てるビジネスモデルを定義する －あの大企業はなぜダントツなのか－ 
 
 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↓】  
 https://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！ 
 
 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「企業の女性マーケティング戦略、あるある NG 集」はいかがでしたか？ 
 
 第５回となる今回は、女性マーケティング戦略において、よくある５つの NG 集について、
ポイントをふまえわかりやすく解説いただきました。ぜひ、みなさまの経営にお役立てく
ださい。 
  
 次回は「女性消費者の心を掴み続けるために最も大切にすべきコト」を予定しています。
次回もお楽しみに！ 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 次回の配信は 2018 年 12 月 26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 
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