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 ★☆★ 中小企業総合展に初めて“出展”してみてわかったこと 
 ☆★☆ 元気な社長リストを１万部制作しました。差し上げます！ 
 ★☆★ これからのキープラネットは、産官学と繋がる方向です。 
【セミナー情報】 
◇ランチェスター経営の竹田陽一先生のセミナー！ 
 小さな会社のための「強いもの作り」で 1位になる経営戦略 
◇写真入りチラシ＆年賀状作成のための 
 「画像の取り込み＆差し込み印刷」講座 
◇「エニアグラム・ワークショップ」 
  －人とのご縁を大切にする心理学－  
◇色を味方につけて、売れる商品・売れる会社にする! 
 
【編集後記】 
================================================================== 
▼中小企業総合展に初めて“出展”してみてわかったこと 
================================================================== 
 
キープラネットは、先週 10/12～14の 3日間、ビッグサイトで開催した 
日本最大級の中小企業ビジネスマッチングイベント「中小企業総合展」 
に出展しました。 
 
異業種交流会という分野からの出展なのですが、他の異業種交流会から 
出展した人たちは、交流会の会員同士が組んで商品開発したものを展示 
したりして、見せる商品があったのですが、キープラネットの場合は、 
起業家のネットワークなので、会員そのものが商品であり、異業種交流 
会で生まれたという新商品はありません。 
 
そこで、何を見せようかと、ない頭を絞って２つのアイデアを考えつき 
ました。 
 
１つは、100人以上の会員さんの顔写真を A4サイズに拡大して、ブース 
一杯一杯に張り出してみようということになり、ブース３面に目一杯、 
実際の顔より大きい顔をカラープリンターで打ち出して飾りました。 
芸能プロダクションみたいで圧巻でしたよぉ。 
 



みんな、これは何だろう？ というような顔で見ていました。 
知ってる人もたくさん立ち寄ってくださり、中には、置屋のようだねと、 
しかも、それだけでなく、「川野さんは置屋のやり手婆ってとこか。」と 
いう人もいて、うん、それは、なかなかいい表現です。（笑） 
本当に、そうなれるといいなぁと思いますよね。目利きもできて、人を 
見る目もあって、仕事に繋げられる営業力があって、それって、やっぱり 
かなり力がないとなかなかやり手婆にはなれませんもんね。やりて婆に 
なりたいものです。（笑） 
 
置屋って知らない人はいませんよね？ ちなみに、置屋とは 
“本来、女の子に芸事やしきたりを教え、着物を用意して、芸妓として 
お茶屋へ送り出す、いわば芸妓さんのプロダクションのような店です。” 
だそうです。ググッてみましたら。 
 
キープラネットの会員構成は、女性起業家が 63％、男性が 37％と、圧倒 
的に女性が多い会ですから、写真を一面に並べてみたとき、まさに、芸 
能プロダクションならぬ、起業家プロダクションと言った感じなのです 
が、これが結構当たりました。 
 
開催中にプレス関係者から取材の打診が 3社位あり、総合展終了後、朝一 
番で事務所に 2社から取材の依頼が入りました。行政の関係者の方からも 
連絡をいただいたのでちょっと驚きました。 
 
このためにわざわざカラープリンターを買って、解像度の高い写真をみん 
なから早く！早く！とせかして集めまくり、すっごく苦労して作った甲斐 
があったな～と思いました。 
 
もう１つは、“元気な社長リスト＆スペシャリスト”（80名掲載）を 1万 
部制作し、無料配布しました。（１人 1ページ写真付で掲載） 
http://www.keyplanet.com/list/index.html 
 
これも、作るぞ～！ と言ってから 35日で制作し、９月の連休は１日も 
休まず、もう死ぬかと思いました。（笑） 
サイトには書いていませんが、この社長リストをほしい方には、差し上 
げます。送料として 300円分の切手を郵送していただけましたら、4部ま 
では同封できますので、署名の宛先までお送りください。 
 
今回の出展でわかったことは、チラシラックに会員のチラシを置いたの 
ですが、置いておくだけでは、決してなくならないということでした。 
何しろ、初めての経験でしたので、わかったことがたくさんありました。 



 
途中からブース前を通行する人たちに、無理矢理チラシを渡す作戦に変 
更し、また、ブース出展社 600社中、500社くらいに１部ずつ、配り走り 
ました。結局、3日間で 2000冊、社長リストを配布しました。この後も、 
いろいろ配布する場を予定しているので、１日も早い在庫０にしたいと 
思っています。 
1人で起業したり、また、2-3人の少ない人数で事業をしているキープラ 
ネットの会員のような人たちは、3日間も続けて出展するのは非常に厳し 
いので、1日でも出展できるように、キープラネットが大きい窓口になっ 
て出展しよう！ということで、出展の申請をしたのでした。 
 
営業ツールとして会員の営業の一助になればよいなと思っています。 
 
次回出展するときはこの経験を生かして、もっと賢く３日間を活用し、 
また、物販で見せられる商品をもっている会員さんには、出展の成果を 
掴めるようなアドバイスと、チャンスの場を作っていきたいと思いまし 
た。出展 600社は事前に発表があるので、サイトでそれらの会社を予め 
調べて、商談できそうなところに事前に商品を紹介したり、商談申込を 
入れ、１日５件とか狙って商談をするとよいということも気がつきまし 
た。そんなことをいろいろ体験してみて、主催者側に、開催日までが勝 
負だと言われていた理由が、ようやくわかりました。 
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
キープラネットは、起業家が自分の仕事を通して、社会に役立つような 
貢献できる場のきっかけ作りが一つの目標です。 
キープラネットが主体となった、企業とのコラボ事業や行政の創業講座 
の企画運営、また、キャリアを考える若年の人に、私たち起業家が役に 
立てる企画を提案できるといいなと考えています。 
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こんなこれからのキープラネットのことが、アントレ netに掲載されて 
います。 http://entre.yahoo.co.jp/contents/network/ 
 
是非、ご覧ください。社会起業家がたくさん参加する、役立つ起業家 
ネットワーク作りに、さらに力をいれていきます。 
今後とも、みなさまの応援をよろしくお願いいたします。   
 
================================================================== 
▼キープラネット主催セミナー情報 
================================================================== 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★ 小さな会社のための「強いもの作り」で 1位になる戦略(10/23日) 東京:秋葉原 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

    ～感謝の気持ちとコミュニケーションが肝心肝要～ 
 ●                               ● 
 ●●● ランチェスター経営（株）代表取締役竹田陽一先生来る！ ●●● 
 ---------------------------------------------------------------- 
 
 経営の本質は、まず経営の源になるお客を作り出し、そのお客を維持しながら、 
 お客の数を増やすことにあります。お客の数を増やしながら市場占有率を高め 
 て 1位作りをしていく。経営の大事な要因「商品」「地域」「業界・客層」で 
 1位になることで、利益の善し悪しが決まってきます。経営者はもちろん、起 
 業後、間もない人、これから起業する人も、1位になることを目的に定めて、 
 経営に取り組むべきです。 
 
 ご存じ中小企業の救世主、従業員 100人以下、とりわけ 30人以下の会社専門の 
 経営コンサルタントNo.1、ランチェスター経営（株）の竹田陽一が、1位の経 
 営戦略”を伝授！相談企業 1000以上、倒産企業取材 1600社に裏付けられた話 
 しは、経営者・起業家には目からウロコです。 



 詳細はこちら↓ 
   http://www.keyplanet.com/event-seminar/251023.html 
 
 午後の 2部は、 
 
 「小さな会社は“感謝コミ”で儲けなさい（実践編）」 
 ということで「小さな会社は“感謝コミ”で儲けなさい」の理論編と実践編 
 を開催します。はがき実践企業に倒産はありません！ 
 ポストカード通販オンリーワンの会社、ホワイトベースの社長小串広己氏が、 
 顧客数 9000社、約 200業種のデータを元に、「ありがとうはがき」と「お金持 
 ってこいはがき」の違等、実例を交えて、わかりやすく話していきます。 
 はがきは漢方薬！誰にでもできる事を根気よく続けることで効果が実感出来 
 ます。 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 日 時：2005年 10月 23日（日） 
     午前の部：竹田先生 10：00～11：45 
     午後の部：伊佐氏  13：00～16：00 
          小串氏  14：10～16：00 
 場 所：（財）東京都中小企業振興公社 秋葉原庁舎第 4会議室 
      東京都千代田区神田佐久間町 1-9 TEL.03-3257-0741 
      http://www.tokyo-kosha.or.jp/koshaannai/akiba.html 
 参加費：一般 第 1部 4,000円／第 2部 4,000円（両方 6,000円） 
     会員 第 1部 2,000円／第 2部 2,000円（両方 4,000円） 
 定 員：48名（必ず予約してください） 
 主 催：NPO法人キープラネット TEL.03-5524-1131 
 申込先：NPO法人キープラネット FAX.03-5524-1132 
  
 詳細＆申込＆講師プロフィール 
    http://www.keyplanet.com/event-seminar/251023.html 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★ 年賀状作成のための「画像の取り込み＆差し込み印刷」講座 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

デジカメで撮った写真を年賀状に上手に活用する時期がきましたね。 
 
３日間でスキャンやデジカメの画像の上手な加工編集と画像の解像度変更を学び、 
それらの写真やグラフを取り込んだイベントのご案内状やチラシをワードで作成 
します。また、エクセルで作成された住所録を効率良くワードへ差し込み印刷で 
きるように、エクセルの関数を利用した住所録の作成・編集法を学びます。 
これであなたもエクセルに入力した住所録から、簡単にラベルの宛名印刷やワー 



ドへの差し込み印刷で、お客様の住所やお名前を入れたイベント等のご案内状を 
作成できるようになります。 
詳細はこちらです。3回コースと１日集中講座の２つがあります。 
http://www.keyplanet.com/study/flier-newyearcard.html 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★ 「エニアグラム・ワークショップ」－人とのご縁を大切にする心理学－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

キープラネットの会員からの強い強い希望で実現した、キープラネット理事 
吉田先生による貴重な講座です。 
 
人間関係はどうして思い通りにならないのでしょうか。創業期は、人との「ご縁」 
が特に重要ですが、思いはなかなか伝わらず、そのことで悩み、苦しみ、思わず 
投げ出したくなるような気持に駆られることがあります。 
 
この悩みをどう解決できるかについては、すでに十分な解明が行われてきました。 
そして、その成果は「エニアグラム」心理学の名前で、アメリカを中心に広がり、 
さまざまな分野で活用されています。 
 
エニアグラムを学ぶと、明るく、温かみのある、いい人間関係を築く秘訣を習得 
することができます。エニアグラムを学び、仕事や実生活に役立てて下さい。 
 
※エニアグラムとは？～生まれながらに備わった資質を九つのタイプに分類し、 
他人や自身がどのタイプに属するのかという観点からその答えを探る、性格心理 
学の一種です。 
詳細はこちらです。http://www.keyplanet.com/study/enneagram.html 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【編集後記】 
 
本当に久しぶりの元気です通信を書きました。 
まだご報告していない方がたくさんいらっしゃるのですが、キープラネットは 
今年の 4月に、事務所を銀座に移転いたしました。20名位入るセミナー室をもっ 
て、各種様々な勉強会や交流会を開催しています。一般の方にも、お貸しして 
いますので、取材や小さな勉強会等にお使いくださいね。 
http://www.keyplanet.com/rent/index.html 
 
私のライフワーク的な地方と都会を繋げたい企画第 2弾は、12月 21日（水）に、 
津軽料理の伝承をしている津軽のおばさんたちを東京によんで、青森出身の 
人たちに、本場の津軽料理を食べてもらう会の段取りが出来ました。 
 



東京在住で、青森の両親は既に亡く、望郷の思いをもてども、なかなか故郷へ 
帰省が出来ないという人たちに、温かい津軽の料理と本場の津軽弁を堪能して 
いただきたいと思っています。 
 
皆様の中にも、青森県出身者の方がいらっしゃるとおもいますので、また詳細 
が決まりましたら、ご連絡をさせていただきますね。 
 
もう、あっというまに、10月も半分を過ぎてしまいました。 
秋が来たかとおもえば、もうこのまま冬に向かっているんですよね。 
 
紅葉やら、読書の秋やら、食欲の秋やら、非日常に・・・おっとっと、食欲は 
日常ですが、癒しの時間と空間に意識的に身を預けないといけませんね。 
みなさんは、このごろリラックスしていらっしゃいますか。 
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ NPO法人 キープラネット 川野真理子⇒⇒⇒◆◆◆ 
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