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『80対20の法則』とは？

成果の80%は、行動の20%が生み出す。

シンプル、集中、スピード。

シンプルになるまで考え、
その単純化した項目だけにベクトルを集中させ、
スピードを上げて事にあたると、
必ずうまくいく。

──ヴィルフレード・パレート（経済学者）
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80対20の法則

【出典】Wikipedia



『80対20の法則』とは、約一〇〇年前の一八九七年、イ
タリアの経済学者パレートによる「国の富の8割は2割の
富裕層のもとに集まる」という法則の発見に由来し、
「ニッパチの原理」「ばらつきの法則」「働きアリの法
則」「パレートの法則」とも呼ばれています。

売上の8割は、全顧客のうち2割で生み出している
会社利益の8割は、全従業員のうち2割で構成されてい
る
ソフトウェアの利用者の80％は、全機能の20％しか使
わない
トラブルの8割は、全システムのうち2割に原因がある

このように、法則が当てはまるケースは数多くあり、ス
ティーブ・ジョブズが瀕死状態にあったアップルを再建
させる際に用いた方策も、このパレートの法則でした。

『80対20の法則』とは？

80対20の法則

3【出典】Amazon



『80対20の法則』を発見した、イタリアの経済学者であ
るヴィルフレード・パレートは貴族の出身で、数学や物
理学の才能に恵まれ、経済学や社会学の分野で数多くの
理論を打ち立てた人物です。

パレートは自分の庭に植えていたエンド豆を観察してい
たとき、毎年の収穫の時期、8割ほど身の詰まったエン
ドウ豆は全体の2割程度しかないことに気づきました。

このことがヒントとなり、パレートは80対20の比率はも
っと多くのことに当てはまるのではないかと思い、研究
を始めました。そして、イタリアの国土の80％が20％
の人によって所有されていることを指摘するなど、80％
対20％の比率がエンドウ豆のみならず、広く経済や社会
面においても適用できることを裏付けました。

『80対20の法則』とは？

80対20の法則

4【出典】【全部に全力はダメ！】パレートの法則であなたの仕事は一気に減る！



・世界の富の80％は、20％の富裕層が保有している
・会社の売り上げの80％を20％の商品が生み出している
・上位2割の社員が売り上げの8割をつくっている
・クレームの8割は、全商品のうち2割に原因がある
・日常会話の99％は存在する全ての言葉のうちの20％の
言葉だけで構成されている

・ネットサーフィンに費やす時間のうち80％は、
自分の見るサイトのうち20％に集中している

・毎年上映される新しい映画のうち、1.3％の映画が
全ての売り上げのうちの80％が占めている

・犯罪の80％を20％の犯罪者が占めている
・交通事故の80％を20％のドライバーが占めている
・離婚件数の80％を20％の人たちが占めている‥‥など

社会、家庭、職場における『80対20の法則』

80対20の法則
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肉体、自然界における『80対20の法則』

・地球の海と陸地の割合は海の80％に対して陸地が20％
・空気中の成分の割合も窒素が80％に対して酸素が20％
・人の体を構成している成分の割合は、水分が80％に
対してそれ以外の物質が20％

・呼吸では、肺呼吸が80％に対して皮膚呼吸が20％
・健康な人の腸にいる菌の割合は善玉菌が80％に
対して悪玉菌が20％

・足の裏にかかる体重の割合は、かかとが80％に
対してつま先が20％

・働きアリのうち、よく働くアリは全体の20％。
よく働くアリだけでコロニーを構成しても、
やはりそのうちの20％がよく働き、残り80％の
アリは生産性を落とすようになる‥‥など

80対20の法則

6【出典】『７８：２２の法則』から学ぼう｜今週の朝礼



・『80対20の法則』を活かす人間になるためには、
自分の得意分野を見つけ、優れたアイディアの発展と
有効利用に注力すること

・生き残るための革新の本質は、今あるものを基盤とし
新しい方法で物事を組み合わせ、顧客に価値を提供
する独特なアイディアを生み出すこと

・80対20の法則に則った個人になるには、まず、自分が
最も創造力を発揮できる20％を見つけ育てること

・自分の良いアイディアを成功させるには、最も利益を
もたらす顧客、活動、製品、サービスを明確にする
ことで裏付けられる強みを使ってそのアイディアを
活用すること

・成果の80％を生む20％の優秀な人材を見つけること
・自分の企業や他社に、例えばパートナーシップなど、
助けを求めること

『80対20の法則』の要点

80対20の法則

7【出典】80 対 20 の法則を使って成功する方法 ～80 対 20 の法則に従い仕事で成功するための 9 つのテクニック～



80対20の法則
─ Target 編 ─
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フェラーリでは、基本購入審査を設けてはいませんが、
限定車を販売するときは購入審査を設けています。

フェラーリのスペチアーレモデルとしてこれまで販売さ
れてきた「エンツォ・フェラーリ」や「ラ・フェラー
リ」等、販売台数が限定され、おまけに購入できる人物
はフェラーリが選定した“VIP顧客のみ”と非常にハード
ルの高い条件となっています。

フェラーリの転売目的で購入する場合購入を断られるこ
ともあり、実際、世界限定209台＋1台のみ販売の「ラ・
フェラーリ・アペルタ」の購入の候補に挙げられていた
世界的にも有名なフェラーリコレクターであるデイビッ
ド・SK・リー氏や故プリストン・ヘン氏は購入できなか
った例があります。

フェラーリ社の審査基準

顧客（Target）

9【出典】フェラーリ、カーミー、Creative Trend



フェラーリ社の審査基準

顧客（Target）
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高級車レンタルサービス『VINwiki（ヴィンウィキ）』
の創立者、エド・ボリアン氏によると、「フェラーリの
VIP顧客になりたければ、“LOVE”になること、ただそれ
だけだ！」とのこと。“LOVE”とはそれぞれ次のことを
表します。

L‥‥Loyalty（ロイヤリティ）
例：フェラーリに対する忠誠心を証明していること
O‥‥Options（オプション）
例：量産モデルや特別モデルを購入するだけでなく、高
価なオプションをたくさん設定すること
V‥‥Volume（ボリューム）
例：数多くのフェラーリモデルを購入すること
E‥‥Events（イベント）
例：フェラーリのプライベートイベントに参加すること

【出典】フェラーリ、カーミー、Creative Trend



ランボルギーニの審査基準

2016年のジュネーブショーで発表されたセンテナリオの
場合、発表された段階で、限定40台の行く先は決まって
いました。このパターンの場合、ランボルギーニがセン
テナリオに乗ってほしい上得意顧客に、事前に購入を打
診していたものと考えられます。招待状が届くのは、購
入実績豊富なオーナーのみということです。

ハイブランドのファッション業界でも、顧客だけを招待
するファッションショーを開催し、購入予約を取ります。
それと同じで、特別な1台をご用意しました、と招待状
が届くとのことです。スーパーカーは、普通の自動車と
同じではありません。メーカーのイメージリーダーであ
り、ユーザーの人となりも、ブランド価値の向上や失墜
に関わるのです。

11【出典】ランボルギーニ、カーミー、Creative Trend

顧客（Target）



エルメス「得意客だけが手に入れられるバッグ」「参加できるイベント」

顧客（Target）

エルメスの高級バッグ『バーキン』を買うためには「エ
ルメスの得意客になること」が必須であると言われてい
ます。中でも、「毎回同じ店舗で購入しているお客様」
「担当の店員さんから購入しているお客様」であること
が必須。エルメスの顧客になることで、担当の店員さん
からバーキンの入荷状況を教えてもらうことができるよ
うになります。

また、エルメスが定期的に開催する『エルメス・ソル
ド』というセールイベントもあり、参加には招待券が必
要です。通常はエルメスショップでよく買い物をする常
連さんに贈られるものですが、何円以上購入すれば招待
してもらえるといった条件というのは明らかにされてい
ません。ショップのスタッフさんと懇意になることで招
待状がもらえるというケースもあると言われています。

12【出典】エルメス、ジャックロード、エルメスファンサイト



ドンペリが受け入れられた、ナイト・マーケット市場

顧客（Target）
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「ドン・ペリニヨン」「モエ・シャンドン」などのブラ
ンドを通して日本の高級洋酒市場をリードし続けるMHD
社。ホストクラブや銀座の高級バーの定番はドンペリ。
まず、ナイト・マーケットで超人気になったことが、一
般の人気につながっています。

昔の高級クラブの定番が、レミー・マルタンのようなブ
ランデーでした。お店の支配人は考えました。「ブラン
デーを1本飲み切るのに1ヶ月はかかる。これがシャンパ
ンだったら、1時間で飲んでしまう。売り上げを増やす
ために、ウチのメインは高級シャンパンにしよう」。同
じ炭酸系のビールは、高価格で販売できないけれど、シ
ャンパンなら数十万で売れる。言うならば、シャンパン
は「超高級なビール」です。かくして、「高級クラブ＝
ドンペリ＝超高価」という図式が出来上がりました。

【出典】ドンペリが有名になった６つの理由｜ENOTECA、ドンペリ



『Amazonファミリー』のLTV戦略

一般的な小売業では、売り上げの増減を判断するとき、
1店舗・1日あたりの「客単価×客数」を尺度とするのに
対し、アマゾンは収益について、「ライフタイムバリュ
ー（顧客生涯価値）×アクティブユーザー数」でとらえ
ています。

たとえば、2018年からプライム会員の特典となった、お
むつや粉ミルクなど、子育てに必要なアイテムをお得な
料金で購入できる無料サービス『Amazonファミリー』
では、申し込み時に「お子様情報（誕生日・性別の
み）」を登録（選択可能な年代は「2000～2020年」）
する仕様になっており、「1人の顧客」をライフタイム
バリューの高いアクティブユーザーへと育てるために展
開していることがわかります。

顧客（Target）

14【出典】Amazonファミリーとは？料金や特典、プライム会員とのちがいを解説｜みぎいろ！



ボディローション『シーブリーズ』のターゲティング戦略

顧客（Target）

資生堂が展開するボディケア製品シーブリーズは、元は
「20代～30代の海へ行く男性」をターゲットとし、海辺
の日光でほてった肌をひんやりさせるという効果を狙っ
ていました。ところが海へ行く人が次第に少なくなり、
ブランドも高齢化して魅力が低減したために、販売数は
低迷していました。

そこで資生堂は、ターゲティング戦略を大きく変更し、
「マリンスポーツが好きな若者」から「街にいる女子高
生」を新たなターゲットとして選び、汗の臭いを抑える
デオドラント効果に訴求ポイントを設定したのです。そ
れにより、シーブリーズの売上は低迷期の8倍にもなり
ました。ターゲット選びがいかに商品の運命を決めるの
かを明確に示唆する事例です。

15【出典】ターゲティングとは？戦略的なターゲット設定の方法と成功例｜markTRUNK、シーブリーズ



スマートニュース、5セグメントで顧客を分析しユーザー増

世界5,000万ダウンロードのニュースアプリ『スマート
ニュース』は、2016年頃に成長が鈍化したことを機に顧
客を分析しました。「ロイヤル顧客」「一般顧客」「離
反顧客」「認知・未購買顧客」「未認知顧客」の5セグ
メントでの顧客層の整理の結果、そもそも当サービスを
知っている母数が少ない（＝「未認知顧客」が多い）こ
とが判明します。この層へのオンライン広告は効果が低
いため、テレビCMを展開。

2,000万ダウンロードとどまっていた同サービスは翌年
2,500万、翌々年3,000万ダウンロードと順調にユーザー
を獲得。このほか、英語チャンネルなども交え「日常的
に使いたくなるサービス」に行き着き、さらなるユーザ
ー増に結びつけました。

顧客（Target）

【出典】1人の顧客からアイデアを得て広げるN1分析とは？ 『実践 顧客起点マーケティング』｜MarkeZine 16



就活生の9割が活用している（現在はデータ提供問題を
受け利用者数が減少）就職ナビ『リクナビ』が展開する
ターゲティング戦略は、「ポイント・オブ・エントリー
（＝ライフステージの入口を押さえる）戦略」です。

新卒の就職活動は「社会人の入り口」。そしてほとんど
の学生は「リクナビ」の門をくぐるため、リクルートに
対して身近に感じるようになります。さらにその「入
口」をくぐった後、多くの人はライフステージごとに
「転職活動」や「結婚」あるいは「住宅購入」などを行
うことになるが、そのライフステージごとに「リクナビ
キャリア」「ゼクシィ」「SUUMO」が用意されている。
リクルートは、いわば「人の人生」を一つのマーケット
と捉え「就活生」をターゲティングすることで、他の事
業への波及効果を狙った典型例です。

リクナビの「社会人の入り口を押さえる」戦略

顧客（Target）

【出典】ターゲティングとは｜戦略的なターゲット設定の方法と成功事例｜Mission Driven Brand 17



IBMは1963年に、ユーザーがコンピュータを使う時間
の約80％が、全機能の約20％に集中していることに気
がつきました。そこでただちに、頻繁に使われる20％の
機能が、ユーザーにとって使いやすくなるようにオペレ
ーティング・システムを書き換えることに。

このため、日頃さかんに使うアプリケーションでは、
IBMのコンピューターの性能がもっとも高くなり、もっ
とも高速になりました。この驚異的な結果を見たアップ
ル、ロータス、マイクロソフトなど、次世代のパソコン
とそのソフトを開発した新興企業も、80対20の法則を活
かして、製品価格を下げ、使い勝手をよくし、ユーザー
を広げていきました。

80対20の法則にいち早く注目した企業、IBM

顧客（Target）

【出典】ビッグデータがマーケティングの世界に２大変革もたらす｜NDM Marketing News 18



アップル社はあらゆるMP3プレーヤーを調べ、ユーザー
の80％が実際に使っている20％の特性を見出しました。
そして、この20％をどこよりも優れていて実行できる方
法を発見。使われていない特性を切り捨て、本当に重要
な特性で他社を圧倒するために全精力を注ぎ込むことで、
アップルは、世界一のMPプレーヤーをつくり、他社が太
刀打ちできない牙城を作りあげました。

2001年、初代iPodが発売されると世界中で話題になりま
した。MDプレイヤー、MP3プレイヤーなどの携帯型音
楽プレイヤーはそれまでにも存在していたのですが、
AppleのiPodは従来の音楽プレイヤーとは異なる特徴を
打ち出し、広告戦略に成功しました。

MP3プレーヤーの機能を20％に凝縮したiPhone

【出典】ビッグデータがマーケティングの世界に２大変革もたらす｜NDM Marketing News、TAO

顧客（Target）
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1970年代初頭、米国のアメリカン航空は今後のマーケテ
ィング戦略策定のためにお客様の調査を行ない、自社の
収益の約65％が3.2％のお客様からもたらされていたこ
とが判明。つまり、年間搭乗顧客数2500万人のうちの
3.2％、80万人のお客様が年間平均搭乗回数13回の「最
良顧客」が利益の源泉だった驚きの事実を知りました。

この結果に基づいて、アメリカン航空はお客様に接する
スタイルを従来のものから変更。不特定多数の「見込み
客」に向かって膨大な広告宣伝費をかけることを止め、
「いつもご利用ありがとうございます。ご利用いただい
ているお礼の意味をこめてあなたさまだけに特別の待遇
をさせていただきます」と特定のお客様、年に平均13回
利用してくださる優良顧客により一層のご愛顧を促す方
法でした。

米国最大メガキャリアのアメリカン航空が発見した優良顧客

【出典】ビジネス・ソリューション仕組み構築

顧客（Target）
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真の顧客を発見する

顧客（Target）



22【出典】『明日を支配するもの』ピーター・F・ドラッカー

「自らの強み」に集中せよ。

不得手なことの改善にあまり時間を使ってはならない。

「自らの強み」に集中すべきである。
無能を並の水準にするには、一流を超一流にするよりも、
はるかに多くのエネルギーと努力を必要とする。

顧客（Target）



23【出典】『明日を支配するもの』ピーター・F・ドラッカー

「自らの強み」に集中せよ。

不得手なことの改善にあまり時間を使ってはならない。

「自らの強み」に集中すべきである。
無能を並の水準にするには、一流を超一流にするよりも、
はるかに多くのエネルギーと努力を必要とする。

顧客（Target）



24

80対20の法則
─ Story 編 ─



「RFM分析」と「ペルソナシート」
「カスタマージャーニーマップ」を活用し、

あなたが最も貢献できる顧客を発見しましょう。

“企業経営のエッセンスは何かに「卓越」することと
「決断」することである。”

── ピーター・F・ドラッカー ──

顧客の再分析と顧客理解ワーク

物語（Story）

25

あなたにとって真の顧客とは？



物語（Story）

記入日 年 月 日

ペルソナの名前

ペルソナの年齢

ペルソナの性別

ペルソナの職業

業務内容

収入

ペルソナの時間の使い方の特徴

ペルソナのお金の使い方の特徴

ペルソナが普段考えていること

所持しているデバイス

検索しているキーワード

悩み・課題

ペルソナシート



物語（Story）

記入日 年 月 日

海外での
仕事

イン
テリア
雑貨

SNSの
発信

フリー
ランス 仕事 雑貨の

トレンド

辞め時 転職 休職

社会貢献 仕事 遊び

教育 経済

健康 人間関係 人格

新人
教育 結婚 婚活

男性との
出会い 人間関係

婚活
アプリ
Pairs

職場の
人間関係 親孝行 友人の

結婚式

お客様
からの
感謝の声

エコ
雑貨

エコ
バッグ

同僚から
褒めら
れること

社会貢献 親孝行

店長から
褒めら
れること

仕事を
通じた
社会貢献

新人教育

新しい
趣味

キャリア
アップ 自分磨き

健康料理 教育
転職に
役立つ
資格

英語の
勉強

ヨガの
勉強 人生設計

運動習慣
Soup 
Stock 
Tokyo

After
noon 
Tea

美容
整形 健康 アロマ

グッズ

少食 菜食 ホット
ヨガ

洋画 Twitter Insta
gram

恋愛心理
テスト 遊び 海外

旅行

女子会 雑誌
Steady.

雑誌
美人百花

一人旅 目黒の
アパート

年収
400万円
前後

浪費
しがち 経済 貯金

340万円

家計簿
アプリ

給料前は
自炊

スマホ
決済

優しい
性格

新しい
モノが
好き

飽き性

聞き役 人格 家族想い

将来への
不安感 直感型 仕事熱心

ペルソナの名前

ペルソナの年齢

ペルソナの性別

ペルソナの職業

業務内容

収入

住まい

その他

伊藤 美穂さん

29歳

女性

学生時代からアルバイトで続けていた
インテリア雑貨の副店長

目黒のインテリア雑貨店で
雑貨を販売している

400万円前後

目黒のアパートに一人暮らし

ペルソナの時間の使い方の特徴

ペルソナのお金の使い方の特徴

ペルソナが普段考えていること

所持しているデバイス

検索しているキーワード

悩み・課題

夢・目標

その他

20代後半になり肌質の変化を感じており、
健康や美容の分野にお金を使っている

海外旅行、転職、婚活に関心があり、
スキマ時間に有益な情報を探している

趣味である海外旅行を続けながら
より収入を得られる道を見つけたい

趣味である海外旅行は続けたいが、
仕事か結婚を選択する時期だと考えている

iPhone
ノートパソコン

おしゃれ, インテリア雑貨, 美容, ヨガ, 
洋画, 海外旅行, 婚活, 結婚, 転職, 資格

今の自分に合った働き方の確立
自分らしく生きる30代への憧れ

ペルソナシート （記入例）



物語（Story）

記入日 年 月 日

ビジネスアイデアメモ

カスタマージャーニーマップ

Time

Mind



物語（Story）

記入日 年 月 日

ビジネスアイデアメモ

カスタマージャーニーマップ（記入例）

Time

Mind
興味（A） 独自性と記憶（U・M）信頼と体験（T・S） 購入（A）

終
業
後

・海外旅行が当たる美容グッズの

無料お試しセットプレゼント？

・ターゲットは旅行よりも「海外

旅行」を仕事にすることにより

強い興味関心がある

・海外旅行を仕事にしている同年

代女性のトークイベント開催？就
業
中

通
勤
前

・キャンペーン始めたんだ
・こんな商品あるんだ
・現在使用しているものに
飽きを感じている

・流行のものを試してみたい
・SNS内で投稿が多いものは
人気のはず

・実際に使って肌に合うか心配

・自分の肌に合っていると
感じる

・もし購入してみてよければ
他の人にもおすすめしたい

・使い続けるとお得なものが
いいな

・化粧崩れが気になる
・肌荒れが気になる
・肌に優しい自然派の化粧品は
ないかな

・口コミサイトでいいと
言われているものがいいな

・お試しできたらいいな

・（休憩中）最近何が流行って
いるんだろう

・仕事を変えるとしたら私には
何が向いているだろう

・この前使ったあの化粧水は
すごくよかったな

・同じブランドで他の商品って
どんなものがあるんだろう



ここまでの学びのシェアと、明日から行うための行動計画を書いて下さい。

物語（Story）

30

私は夢に向かい行動を起こすことをここに誓います！

名前



物語（Story）

31【出典】RIZAP



『RIZAP（ライザップ）』のストーリー戦略

物語（Story）

32【出典】RIZAP



『RIZAP（ライザップ）』のストーリー戦略

物語（Story）

33【出典】RIZAP

決意してRIZAPに通い、苦難や挫折を乗り越えながら、最終的にスリムな
身体になる 「ヒーローズ・ジャーニー」の特集サイトといえるページ



【Departure（旅立ち）】
「たった2ケ月で、このカラダ。」のコピーとインパクトのある広告ビジュアルで知られるラ
イザップは、『TRUE STORY ライザップの真実』という特設サイトで「ライザップを始め
たきっかけ」を紹介しています。決意してRIZAPに通い、苦難や挫折を乗り越えながらダイ
エットを成功した人たちを紹介することでライザップに通うハードルを下げています。

【Initiation（試練）】
CMでは「とても暗い表情」「肩が下がっていて前傾姿勢」の男性や女性が体型で悩む様子を
映し出し、同じ悩みをもつ人たちに訴求しています。SNSでは「#ライザップなう」というハ
ッシュタグとともにかっこいい・綺麗なカラダ作りに励み、苦難を乗り越えていく様子、ス
リムになっていく様子を拡散させます。

【Return（帰還）】
「表情が明るく笑顔」「自身のあるポーズ」とともに明るいBGMを流すことで、ライザップ
に入会する事で、男性も女性も魅力的なボディーを手に入れる事ができるという事を短い時
間の中でアピールします。

『RIZAP（ライザップ）』のストーリー戦略

物語（Story）

34【出典】RIZAP、宣伝会議



【Departure（旅立ち）】
「たった2ケ月で、このカラダ。」のコピーとインパクトのある広告ビジュアルで知られるラ
イザップは、『TRUE STORY ライザップの真実』という特設サイトで「ライザップを始め
たきっかけ」を紹介しています。決意してRIZAPに通い、苦難や挫折を乗り越えながらダイ
エットを成功した人たちを紹介することでライザップに通うハードルを下げています。

【Initiation（試練）】
CMでは「とても暗い表情」「肩が下がっていて前傾姿勢」の男性や女性が体型で悩む様子を
映し出し、同じ悩みをもつ人たちに訴求しています。SNSでは「#ライザップなう」というハ
ッシュタグとともにかっこいい・綺麗なカラダ作りに励み、苦難を乗り越えていく様子、ス
リムになっていく様子を拡散させます。

【Return（帰還）】
「表情が明るく笑顔」「自身のあるポーズ」とともに明るいBGMを流すことで、ライザップ
に入会する事で、男性も女性も魅力的なボディーを手に入れる事ができるという事を短い時
間の中でアピールします。

『RIZAP（ライザップ）』のストーリー戦略

物語（Story）

35【出典】RIZAP、宣伝会議



物語（Story）

36【出典】Nike



物語（Story）

37

ナイキは、感情的なブランディングの取り組みにおいて
常にヒーローの旅を利用しています。
彼らが採用する1つの戦術は、
別のメンターまたはヒーローをキャストすることです。
次の動画は、Nikeがどのように英雄の旅の物語を
広告に組み込んでいるかを示しています。



物語（Story）

38



【Departure（旅立ち）】
健康改善のためにフィットネスクラブに通い始めた女性たちの様子。慣れない環境にどこか
不安げな表情を浮かべています。（0:00-0:07）

【Initiation（試練）】
女性たちが精神的、肉体的な苦痛を感じている様子。周りの受講生やライバルたちに目を奪
われ、自信を喪失しているようです。（0:08-0:39）

【Return（帰還）】
彼女たちは、トレーニングをする真の目的に還ることで、障害を乗り越えます。物語にヒー
ローと敵役を描くことで、同じような葛藤を抱いたことのある人々にシンパシーを感じても
らうことを目的としたナイキ社の事例でした。（0:40-1:00）

『Nike（ナイキ）』のヒーローズジャーニーを活用したCM

物語（Story）

39【出典】Why You Need a Hero’s Journey for Your Next Presentation



【Departure（旅立ち）】
フェラーリ社は、イタリアの自動車メーカーであるアルファ・ロメオ社のテストドライバー
であったエンツォ・フェラーリ氏が理想のスポーツカーを作るために1947年に設立した企業
です。

【Initiation（試練）】
創業者であるフェラーリ氏は、F1などのモータースポーツへ参戦するための資金を確保する
ために、カーマニアやアマチュアレーサー向けに自社のスポーツカーを限定販売していまし
た。レーサーとしてのスキルや製造技術が特段高いわけではなかった同氏は、自社のスポー
ツカーの高級感や希少性を維持するために徹底した生産調整を行いブランドを確立すること
に注力していたといいます。

【Return（帰還）】
創業70年が経った現在でも、唯一の広告宣伝活動はF1への出場のみ。「F1のレイシングカー
としての権威」を守り続けていることから同社のブランドに対する想いを見て取ることがで
きます。

『フェラーリ社』のコーポレートストーリー

物語（Story）

40【出典】History｜Ferrari Corporate



【Departure（旅立ち）】
エルメス社は貴族向けの高級馬具の製造工房からスタートしたことで知られています。自ら
を「land of hands（職人の王国）」と呼び一流の職人によるものづくりへのこだわりを表明
し、全ての製品がハンドメイドであるため、常に品薄状態であることを通してそれを示して
います。

【Initiation（試練）】
1837年には主流だった馬車という交通手段も、汽車へ、自動車へと発展していく中、時代に
淘汰され潰えた馬具店も数多くあったと言います。同社はその流れを読み、時代の変化に敏
感な特権階級の人たちの声に真摯に耳を傾けました。そして「汽車で旅をするためにかばん
がほしい」などの要望に応え、それまで馬具で生かしていた技術力をかばんや財布などの皮
革製品に活かし、さらなる発展を遂げたのでした。

【Return（帰還）】
創業当時から変わらぬ顧客思いの哲学は、同社のエンブレムから見て取れます。エンブレム
に記されているのは四輪馬車と従者のみで主人は描かれていません。つまり「エルメスは最
高の品質の馬車をご用意しますが、それを選択するのはお客さま（あなた）自身です」とい
うメッセージが込められているのです。

『エルメス社』のコーポレートストーリー

物語（Story）

41【出典】AXES、セカンドストリート、五十君商店



【Departure（旅立ち）】
「ドン・ペリニヨン」とは、美しく豊かに生きる喜び “Art de Vivre”というミッションを元
に誕生したブランドグループ「モエ ヘネシー・ルイ ヴィトン社（以下、LVMH）」が展開
するシャンパンブランドです。

【Initiation（試練）】
17世紀の当時、修道院のみでの販売が許されていた赤ワインの販売不振から、ドン・ペリニ
ヨン修道士が生涯をかけて研究し、スパークリングワイン、ドンペリを生み出したのがドン
氏でした。彼の功績は、のちにフランスの独自文化の興進に大きく寄与したことが同社のス
トーリーとして知られています。

【Return（帰還）】
1981年に行われたダイアナ妃とチャールズ皇太子の結婚式でドンペリが用意されたり、
2019年5月に行われたアメリカのトランプ大統領領を国賓として迎えた宮中晩餐会で乾杯に
使用されるなど、国際的に格式の高く、なおかつ伝統的な最高級のシャンパンとして愛され
ているのです。

『ドン・ペリニヨン』のブランドストーリー

物語（Story）

42【出典】Wineguide



【Departure（旅立ち）】
1977年、スティーブ・ジョブズ氏とスティーブ・ウォズニアク氏により米アップルコンピュ
ータ社が設立されました。そして世界ではじめて、個人向けコンピュータ『Apple I』を開発
し一躍注目を集めました。

【Initiation（試練）】
Apple社は、iMacやPowerBookG3などの新製品を市場にリリースした際、「Think 
Different」というキャッチコピーとともにキャンペーンをはりました。コピーが意味するの
は、「固定観念を壊し、新しい発想でコンピュータを使用する」ことでした。

【Return（帰還）】
同社は自社の製品を通して｢自分らしいライフスタイルを過ごしたい｣｢自分のライフスタイル
や気持ちに合った高品質のスマート機器をスマートに使いこなしたい｣という顧客にとっての
価値に応えているといえるでしょう。自分らしさに還り、より良く生きることを支援する企
業なのです。

『アップル社』のコーポレートストーリー

物語（Story）

43【出典】Apple、スプートニク



【Departure（旅立ち）】
1907年、「二輪車に乗って自由を見つけたい」という創業者である四人の若者の願望始まり、
110年を迎えるハーレーダビッドソン社は、他社と一線を画した自社ブランドの醸成を真摯
に行ってきた企業としても知られています。

【Initiation（試練）】
ハーレー・オーナーズ・グループには全世界で100万人以上、日本でも3万5,000人が所属し
ていることで知られています。入会後、メンバーとして適格ではないと判断された場合強制
的に退会させることができることで、秩序が守られています。また、正規販売店では、店舗
の色使いや衣料品などバイク以外の品揃えを基準を設け、徹底させることで帰属意識を高め
ています。

【Return（帰還）】
しかし、ハーレーダビッドソン社はその唯一無二のクオリティを愛好家だけのものにするの
ではなく、レストランや世界的ミュージシャン、アパレル店などと積極的にコラボし、新た
なファンを獲得し続けています。

『ハーレーダビッドソン社』のコーポレートストーリー

物語（Story）

44【出典】バージンハーレー、HARLEY-DAVIDSON 115TH ANNIVERSARY IN PRAGUE 2018



【Departure（旅立ち）】
その歴史は、1850年、スイスに「ホテル王」と 呼ばれるセザール・リッツが生まれたこと
からはじまります。彼はヨーロッパの数多くの有名ホテルでホテルマンとして働きながら、
ゲストのニーズを細かくキャッチし確実に実現させることによって、顧客をまたたくまに増
やしていきました。特に、世界の富豪や王族たちがこぞって彼の魅力の虜に。彼はそれまで
の経験をもとに、彼の理想とするホテルをつくることを決意します。

【Initiation（試練）】
会社設立から2年後の1907年、ようやくニューヨークに待望の第1号ホテルがオープンしまし
た。しかし後業績はふるわず、ホテルを数軒オープンさせたものの、リッツ カールトンは長
い衰退の時代を迎えます。これに1918年のセザール・リッツの死や第2次世界大戦の被害な
どが追い打ちをかけます。

【Return（帰還）】
しかし、このホテルのサービスホスピタリティに惚れ込んでいた、アトランタの不動産会社
の社長W・B・ジョンソンによりホテルは見事再建。リッツ・カールトンは新たな繁栄の時
代を迎えることになりました。同ホテルのゴールドスタンダード（サービス理念）の一つで
あるクレドには「お客様が言葉にされない願望やニーズをも先読みしておこたえする」と記
されており、創業時から受け継がれる徹底したおもてなしの精神が窺えます。

『ザ・リッツ・カールトン』のブランドストーリー

物語（Story）

45【出典】ホテリスタ、The Ritz-Carlton



【Departure（旅立ち）】
草津温泉へと向かった湯治客が、復路に立ち寄る秘湯として知られていた軽井沢。次第に
「美肌の湯」として評判が広まり、より多くの人を迎えたいと考えた創業者の星野国次氏が
「星野温泉旅館」を開業したことが同社の始まりでした。北原白秋や島崎藤村など、歴史に
名を残す文化人たちにも愛されたといいます。

【Initiation（試練）】
同社は旅産業を「世界の人たちを友人として結んでいくための手段」と捉えており、「100
年後に旅産業は世界で最も大切な平和維持産業になっている」という仮説のもと事業を運営
しているといいます。その壮大なビジョンを積極的に発信することで、スタッフ、顧客から
の強いエンゲージメントを保っているのです。

【Return（帰還）】
「新たなおもてなし」をつくるために、地域性を活かした滞在提案や、ユニークな体験など、
独自のおもてなしのあり方を追求していますが、国内外問わず、日本の古き良き伝統を体感
できるホテルとして愛されています。

『星野リゾート』のコーポレートストーリー

物語（Story）

46【出典】星野リゾート公式、家訓ニスト協会



【Departure（旅立ち）】
宇佐美泉己さんと総子さんは北鎌倉山頂に家を建て、30歳の誕生日に結婚しました。25歳で
競輪選手として念願のプロデビューを果たした泉己さんは、公私ともに順風な日々を過ごし
ていました。店内の壁にかけられた「活動内容」では、彼らのストーリーがこのように紹介
されています。

【Initiation（試練）】
2005年8月、競輪選手で最上級の「S級」を目前に、レース中の落車事故により全身麻痺で言
葉も話せなくなった。妻・総子さんと力を合わせての懸命のリハビリで、杖を使って歩ける
まで奇跡的に回復し、年末には退院。指先と脳のリハビリに効果があるというパン作りを始
める。

【Return（帰還）】
そのパンのおいしさが口コミで評判になり、ホームページで注文を受けるようになったのは
2008年の夏。一つひとつ手作りのため、一日に作れるのは3～5個だが、自然素材にこだわり、
心を込めて焼くパンはいつしか「天使のパン」と呼ばれるようになっていた。その姿とパン
の味が共感を呼び「癒されました」「生きる勇気が湧いてきました」と行った礼状がたくさ
ん寄せられている。

『天使のパン』の共感を呼ぶエピソード

物語（Story）

47【出典】天使のパン



RIZAPグループ創業者 瀬戸健氏の経営ストーリー

物語（Story）

【Departure（旅立ち）】
私は24歳のときに起業しました。最初は大豆の濃縮サプリを販売していたのですが、全然売
れなかった。オマケにつけていたおからのクッキーの評判が良く、それを商品化したところ、
サプリよりも売れました。それでも毎月100万円の赤字に苦しんでいました。

【Initiation（試練）】
そんなとき、おからのクッキーをダイエットのために食べているという話をお客さまから聞
いて、『豆乳クッキーダイエット』を売り出したら、これが大当たりしました。創業して4年
後には売上高約100億円に。'06年に上場して、当時は20代経営者の上場として話題にもなり
ました。しかし、好業績は長続きしませんでした。豆乳クッキーの売り上げは2年間で10分
の1となり、ジェットコースターのように業績は急降下したのです。

【Return（帰還）】
周りの人が手のひらを返したように冷たくなりました。それまではどんどん貸してくれた金
融機関も融資してくれなくなった。当時は会社を潰さないために必死でした。そんなとき、
グループ入りしてくれた美顔器メーカーの商品が売れて、助けられました。私はダイエット
や美容を通じて健康について猛勉強をしてきたのですが、本格的にこれに取り組もうと、パ
ーソナルトレーニングジム、ライザップをオープンしたんです。

48【出典】発表! ニッポンの「ウラ大金持ち」100人｜マネー現代



植松 努「思うは招く」TEDxTokyo

【Departure（旅立ち）】
僕は今から47年前に生まれました。植松努っていいます。僕は今北海道の赤平っていう町で
生まれて初めて会社を経営しています。僕たちは宇宙開発ができて、丸ごとロケットをつく
れて打ち上げできるようになって、そして人工衛星も丸ごと飛ばせるようになって、そして
世界で3つしかない、宇宙と同無重力状態をつくる実験装置も持っています。でも僕にとって
宇宙開発は僕の夢じゃないんです。僕にとって宇宙開発は僕の手段にすぎません。

【Initiation（試練）】
僕は小学校の担任の先生にものすごく嫌われたんです。僕が信じていたことやばあちゃんが
教えてくれたことは全部否定されました。僕の夢は、お前なんかにできるわけがないって言
われました。じいちゃんが撫でてくれた頭は、さんざん先生に殴られました。とっても辛か
ったです。その先生は「どうせ無理」という言葉をよく使っていました。やってみなきゃわ
かんないはずなのにやったこともない人が決めるのは変じゃないのかなと思いました。

【Return（帰還）】
生まれたときから諦め方を知ってる人間なんて。この世にひとりもいないんです。みなさん
は 全員諦め方を知らないで輝いて生まれてきたんです。そんな自分たちの自信を取り戻すた
めのとてもいい方法がひとつだけあります。それは「やったことがないことやってみる」な
んです。やったことないことやったら、それだけでちっこい自信がわいてきますから。ぜひ
みなさんは、やったことがないことに挑んでみてほしいって思います。

物語（Story）

49【出典】日本の科学と技術、TED × Sapporo、植松電機



キングコング西野 平成30年度近畿大学卒業式

【Departure（社会への旅立ち、これから始まる挑戦）】
想像してください。僕たちは今この瞬間に未来を変えることはできません。そうでしょう？
「10年後の未来を、今、この瞬間に変えて」と言われても、ちょっと難しい。でも、僕たち
は過去を変えることはできます。これから皆さん社会に出て挑戦されるわけです。最高の仲
間やパートナー、最高の景色に出会えることもあるでしょう。

【Initiation（挑戦するとネガティブな結果はつきもの）】
一方で、涙する夜もあるし、挫折もするし、傷も背負うし謂れのないバッシングを浴びるこ
ともある。挑戦にはネガティブな結果はつきものです。

【Return（時計の針が重なるときは必ずやってくる）】
でも大丈夫。その結果は間もなく過去になり、その過去は書き換えることが可能です。反省
と改善を成功するまで続けてしまえばあの時の失敗が必要であったことを知ります。時計の
針だって、鐘が鳴る12時前の11時台には長針と短針が重ならないんです。鐘が鳴る前は報わ
れない時間があります。けれど、時計の針は必ず重なります。皆さんの挑戦がうまくいくこ
とを願っております。

物語（Story）

50【出典】デイリースポーツ



【Departure（志を立て渡米、のちにソフトバンクを創業）】
15歳の夏休みに1ヶ月間、英語の研修でのときにアメリカに渡りました。なんとびっくり、
これは日本とは比べ物にならんぐらい、何やらすごいということを感じて、これはもう居て
も立ってもいられず、退学届けを出して、高校一年生の１学期で、退学届けですよ。そして、
19歳のときに初めてマイクロコンピュータのチップの写真を見て、衝撃を受けまして、ソフ
トバンクを作りました。

【Initiation（創業間もないソフトバンクの経営は絶好調の中、孫氏は大きな挫折に直面）】
創業して2年目の時に、会社の健康診断をやったんですね。そしたら、引っかかったんです。
即入院することになり、余命5年だと言われました。肝硬変の直前の慢性肝炎でした。まあ、
泣きましたね。本当に心の底から泣きました。

【Return（生き返ったら、人々の笑顔のために人生を捧げたいと心から思う）】
生き返ったら俺はとことん仕事をするぞと言っていました。もし幸運にも5年じゃなくて、も
っと長く生きられたなら、俺はとことん仕事をして、人々の笑顔のため、そのためにやるぞ
と思いました。情報革命はお金のためではないです。地位や名誉のためでもないです。人々
の笑顔のために人生を捧げたいと、心の底から思うようになったんです。

孫正義 2011年 新入社員に向けたスピーチ

物語（Story）

51【出典】co-media、企業家倶楽部、BUSINESS INSIDER



【Departure（10歳のときに体験した、胸を衝かれるエピソード）】
ある夏、キャラバンクラブの旅行に参加したときのこと。助手席で祖母が四六時中タバコを
吸っているのを見て、私は喫煙すると寿命が縮まるというCMを思い出しました。私は祖母の
健康のことを思ってこのままタバコを吸い続けたらどれくらい寿命が縮まるのか計算してあ
げました。私は、自分の頭の良さと計算スキルを褒められると思っていたのですが、祖母は
泣き出してしまったのです。

【Initiation（祖母の涙と、祖父の言葉によって初めて気づいたこと）】
すると、祖母の横でずっと黙って運転していた祖父が、道路の路肩に車を停めました。祖父
は寡黙な人間で、厳しく叱られたことは一度もありませんでした。「もしかして、初めて叱
られる？」祖父は私を連れ出し、優しく、そして穏やかな口調でこう言いました。「ジェフ、
お前もいつかわかる日がくるだろうが、自分が賢くなることよりも、人に優しくすることの
方が難しいのだよ」

【Return（才能あふれる若者たちに、選択する大切さを諭す）】
「賢さ」は才能ですが、「優しさ」は選択です。才能を使うのは簡単です。すでに生まれ持
っているわけですから。けれど、選択するのは難しい。思い切って予想してみましょう。80
歳になった皆さんは、一人で、自分の人生のストーリーを静かに振り返ります。そのとき、
最も濃密に思い出すのは、自分で選択したときのことです。これから素晴らしい人生の物語
を選択していってください。

ジェフ・ベゾス 2010 プリンストン大学卒業式演説

物語（Story）

52【出典】『巨大な夢を叶える方法 世界を変えた12人の卒業スピーチ』文藝春秋



スティーブ・ジョブス 伝説の卒業式スピーチ

【Departure（大学中退→毎日の食事にさえ困る生活を経て、アップルを創業）】
私は大学を中退しました。何とかなると思ったのです。当時はとても恐かったのですが、今
振り返ると、人生の上でもっとも良い決断の一つです。退学を決めたことで、興味のない必
修授業を受ける必要がなくなり、おもしろそうな授業に潜り込み始めました。ウォズニアッ
クとともに私の両親の家のガレージでアップルを創業したのは二十歳のときでした。

【Initiation（アップルを追放される→復帰するも、突然、ガンによる余命宣告）】
一生懸命に働き、10年後には売上高20億ドル、社員数4000人を超える会社に成長しました
が、取締役会との間に亀裂が走り、会社から解雇されました。また、私は2004年に、膵臓が
んであることを宣告されました。

【Return（死に直面したことで本当に大切なことを悟る）】
あなたの時間は限られています。だから、誰か他人の人生を生きて時間を無駄にしないでく
ださい。ドグマにとらわれてはいけません。それでは他人の思考の結果に従って、生きるこ
とになってしまいます。他人のノイズが、内なる声をかき消してしまわないようにしなけれ
ばなりません。そして何より、自分の心と直感に従う勇気を持って下さい。

物語（Story）

53【出典】スティーブ・ジョブズ、「New Balance」のデザイン開発に関わっていた



【Departure（旅立ち）】
こんにちは、セヴァン・スズキです。エコ（Environment Children's Organization）を代表
してお話しします。カナダの12歳から13歳の子どもたちの集まりで、今の世界を変えるため
にがんばっています。大人のみなさんにも、ぜひ生き方を変えていただくようお願いするた
めに、自分たちで費用をためて、カナダからブラジルまで1万キロの旅をしてきました。

【Initiation（試練）】
昔父とよくバンクーバーで釣りをしたものです。数年前、体中ガンでおかされた魚に出会う
まで。そして今、動物や植物たちが毎日のように絶滅していくのを、私たちは耳にします。
あなたは知らないでしょう。死んだ川にどうやってサケを呼びもどすのか。絶滅した動物を
どうやって生きかえらせるのか。今や砂漠となってしまった場所にどうやって森をよみがえ
らせるのか。どうやって直すのかわからないものを、壊し続けるのはもうやめてください。

【Return（帰還）】
私はまだ子どもですが、ここにいる私たちみんなが同じ大きな家族の一員であることを知っ
ています。そうです50億以上の人間からなる大家族。いいえ、じつは3千万種類の生物から
なる大家族です。国境や各国の政府がどんなに私たちを分けへだてようとしても、このこと
は変えようがありません。私は子どもですが、みんながこの大家族の一員であり、ひとつの
目標に向けて心をひとつにして行動しなければならないことを知っています。

セヴァン・スズキ『環境サミット』伝説のスピーチ

物語（Story）

54【出典】ハフポスト、ナマケモノ倶楽部



【Departure（旅立ち）】
私の前に、ここに立って演説した快きプレゼンテーターのみなさまに感謝いたします。しか
し、頭の中にある厳しい疑問を声に出させてください。午後からずっと話されていたことは
持続可能な発展と世界の貧困をなくすことでした。私たちの本音は何なのでしょうか？ 現
在の裕福な国々の発展と消費モデルを真似することでしょうか？

【Initiation（試練）】
私の同志である労働者たちは、8時間労働を成立させるために戦いました。そして今で
は、6時間労働を獲得した人もいます。しかしながら、6時間労働になった人たちは別の
仕事もしており、結局は以前よりも長時間働いています。バイク、車、などのリポ払いやロ
ーンを支払わないといけないのです。人類が作った消費主義社会という大きな勢力をコント
ロールしきれていません。逆に、人類がこの消費社会にコントロールされているのです。

【Return（帰還）】
私たちは発展するために生まれてきているわけではありません。幸せになるためにこの地球
にやってきたのです。人生は短いし、すぐ目の前を過ぎてしまいます。命よりも高価なもの
は存在しません。発展は幸福を阻害するものであってはいけないのです。発展は人類に幸福
をもたらすものでなくてはなりません。愛情や人間関係、子どもを育てること、友達を持つ
こと、そして必要最低限のものを持つこと。これらをもたらすべきなのです。

ホセ・ムヒカ元大統領『国連 持続可能な開発会議』の演説

物語（Story）

55【出典】ウルグアイ・ムヒカ大統領のリオ会議スピーチが我々に教えてくれたこと、ススメ



【Departure（変化はローカルから始まる）】
寮の部屋のある学生が、まずある一つのコミュニティをつなぎ、そしてそれが（Facebookと
して）世界中に広がっていったのです。変化はローカルから始まります。グローバルな変化
も僕らのように最初は小さく始まる。僕らの世代で、もっと多くの人たちを繋ぐことができ
るかどうか、最大の課題が実現できるかどうかはこのことにかかっています。

【Initiation（自分の不遇な環境を省みず、社会的意義を果たそうとする学生との出会い）】
僕は昔「不法移民」だという理由で、大学に進学できない学生と話したことがあります。僕
は彼に何かプレゼントをあげたかったので、彼に直接何が良いか聞いてみました。すると彼
は、彼のクラスの他の学生の苦労を語り始め「社会正義についての本がほしい」と言ったの
です。彼は自分の不遇な環境に悲観したりしませんでした。

【Return（皆さんがより大きな目的のために生きることを願っている）】
彼は自分のことすら語りませんでした。それどころか、より大きな目的感の中で生きていて、
人々を巻き込もうとしていたのでした。高校三年生で、自分の将来がどうなるかもわからな
い彼が、世界を前進させるために自分の責任を果たしているのなら、我々もその責任を果た
すことで、世界に対して借りを返す義務があります。皆さんが人生を祝福する方法を見出せ
ることを願っています。

マーク・ザッカーバーグ 2017 ハーバード大学卒業式演説

物語（Story）

56【出典】Business Insider Japan



【Departure（奴隷解放宣言による夜明けの到来）】
100年前、ある偉大なるアメリカ人（エイブラハム・リンカーン元大統領）がいた。彼は奴
隷解放宣言に署名した。この画期的な布告によって、情け容赦ない不公平の火の海にさらさ
れてきた何百万もの黒人奴隷たちに素晴らしい希望の光がもたらされた。奴隷解放宣言は、
囚われの身であった彼ら黒人奴隷の長い夜が終わり、喜びに満ちた夜明けとなった。

【Initiation（100年経った今もなお残る、痛ましい黒人差別の現実）】
しかし100年後の今、我々は痛ましい現実に向き合わなければならない。それは、黒人が未
だに自由ではないということだ。100年後の今、黒人の生活は、不幸にも未だに人種隔離の
手かせと人種差別の足かせによって縛り付けられている。100年後、黒人は未だにアメリカ
の社会の片隅でみじめに暮らし、自分たちの国なのに国外追放者かの如く感じてしまう。

【Return（黒人と白人が兄弟姉妹として手を取り合う世界の実現と故郷への帰還）】
私には夢がある。いつの日か、私の4人の幼い子どもたちが、肌の色ではなく、人格の中身に
よって評価される国で暮らすという夢が。これが我々の希望である。この信念をもって、私
は南部へ帰る。この信念があれば、我々はいつの日かともに働き、ともに祈り、ともに闘い、
ともに罪を償い、ともに自由のために立ち上がることができるだろう。いつの日か自由にな
ると確信して。

キング牧師「私には夢がある」（I Have a Dream）演説

物語（Story）

57【出典】クリエイティブ・アイディアノート



【Departure（新しい世界を創造する冒険への誘い）】
飛行機やラジオは私たちをより近づけた。これらの発明品のまさにその性質が、人間の善良
さを大いに必要とし、私たち全ての団結のための世界的な兄弟愛を必要としている。新しい
世界のために戦おう。人に働く機会を与え、諸君に未来を、老人に安心を与えるまっとうな
世界のために。

【Initiation（約束を破り、人民を奴隷にする権力者や独裁者の台頭）】
こうしたものを約束することで、残酷な連中は権力の座に上り詰めた。しかし彼らは嘘をつ
いている。彼らはその約束を果たしてはくれない。これからも決して果たすことはないだろ
う。独裁者は自らを解放するが、人民を奴隷にするのだ。

【Return（民主主義の名の下に団結し、世界を再び解放させる）】
今、その約束を果たすために戦おう。世界を解放するために戦おう。国境を廃止し、貪欲さ
をなくし、憎しみと不寛容をなくすために。理性の世界を求めて戦おう。科学と進歩がすべ
ての人間の幸福につながるような世界を。兵士たちよ，民主主義の名のもとに団結しよう！
そして独裁者が人々から奪った権力は人々のもとに帰るのだ。

チャップリン『独裁者』の演説

物語（Story）

58【出典】台詞と音読～チャップリン『独裁者』の演説～｜Y's Factory



物語（Story）

59

信頼と共感を生む
ストーリーを語る



物語（Story）

60【出典】『ストーリー思考』（神田 昌典 著）

昔は、富を生みだすための資本とは、作物を育てるための土地や
製品をつくるための工場であった。

つまりお金をもった「資本家」だけが、富を生みだす土地・工場・
会社を保有し、もたざるものが「労働者」となった。

しかし現在、富を生みだすのは、土地でも、工場でも、会社でも
ない。

知恵と発想さえあれば、誰でも富を生みだせるようになった。
誰もがもっている「脳」が、資本になったのだ。
その結果、資本家になるか労働者になるかは、個人の選択でしか
なくなったのである。

このような時代に、企業が優秀な労働者を確保する方法はひとつしか
ない。それは、「この会社で働けば、毎日ワクワクできる」と思える
ような新たなストーリーを描きつづけることだ。



物語（Story）

61【出典】『ストーリー思考』（神田 昌典 著）

昔は、富を生みだすための資本とは、作物を育てるための土地や
製品をつくるための工場であった。

つまりお金をもった「資本家」だけが、富を生みだす土地・工場・
会社を保有し、もたざるものが「労働者」となった。

しかし現在、富を生みだすのは、土地でも、工場でも、会社でも
ない。

知恵と発想さえあれば、誰でも富を生みだせるようになった。
誰もがもっている「脳」が、資本になったのだ。
その結果、資本家になるか労働者になるかは、個人の選択でしか
なくなったのである。

このような時代に、企業が優秀な労働者を確保する方法はひとつしか
ない。それは、「この会社で働けば、毎日ワクワクできる」と思え
るような新たなストーリーを描きつづけることだ。



物語（Story）

62【出典】『ストーリー思考』（神田 昌典 著）



ヒーローズ・ジャーニー

物語（Story）

63

自分を物語る

１） Departure（旅立ち）
２） Initiation（試練）
３） Return（帰還）

「ヒーローズ・ジャーニー」の物語原型で、あなたの体験を
語ってください。会社、チーム、家族など、あなたが属する

ものの物語でもOKです。



物語（Story）

64

冒険のタイトル： このストーリーを伝える目的：



ここまでの学びのシェアと、明日から行うための行動計画を書いて下さい。

物語（Story）

65

私は夢に向かい行動を起こすことをここに誓います！

名前



66

80対20の法則
─ Reaction 編 ─



階層別にみた保有資産規模と世帯数の推移
（2000～2017年）

反応（Reaction）

67【出典】野村総合研究所による調査（2017）

日本の富裕層・超富裕層の世帯数は、2015年を超えて2000年以降の最多に



2％の世帯が国内資産の2割を占有

反応（Reaction）

68【出典】週刊ダイヤモンド 2020/2/28



上位8人の資産は合計で4.26兆ドルで、
全人類の下位半分の資産に匹敵

反応（Reaction）

69【出典】この8人の大金持ちは、世界人口の半分と同等の資産を持っている｜HUFPOST



高額納税者番付（2016年版）

反応（Reaction）

70【出典】発表! ニッポンの「ウラ大金持ち」100人 これが2016年版「高額納税者」番付だ｜マネー現代



日本の富裕層生態大図鑑

反応（Reaction）

71【出典】週刊ダイヤモンド 2020/2/28



日本の富裕層生態大図鑑

反応（Reaction）

72【出典】映画『THRIVE』



世界時価総額ランキング（平成元年→平成31年）

反応（Reaction）

73【出典】世界時価総額ランキング



世界時価総額ランキング（平成元年→平成31年）

反応（Reaction）

74【出典】世界時価総額ランキング



世界時価総額ランキング（平成元年→平成31年）

反応（Reaction）

75【出典】世界時価総額ランキング



日本におけるスマートフォンアプリ利用者数 TOP10

反応（Reaction）

76



日本におけるサイトアクセスランキング TOP20

反応（Reaction）

77



ビリオネアは保有する金融資産10億円以上の超富裕層

反応（Reaction）

78【出典】『図解富裕層ビジネス最前線』（中経出版）



富裕層が共通にもつ興味・関心

反応（Reaction）

79【出典】『図解富裕層ビジネス最前線』（中経出版）



カード会社調査による富裕層の関心事

反応（Reaction）

80【出典】『図解富裕層ビジネス最前線』（中経出版）



富裕層の好むコミュニティの違い

反応（Reaction）

81【出典】『図解富裕層ビジネス最前線』（中経出版）



日本の富裕層人口は世界第二位

反応（Reaction）

82【出典】『図解富裕層ビジネス最前線』（中経出版）



日本の富裕層の半分以上は社長

反応（Reaction）

83【出典】『図解富裕層ビジネス最前線』（中経出版）



ビリオネアの11％がマンションのオーナーに

反応（Reaction）

84【出典】『図解富裕層ビジネス最前線』（中経出版）



社長が住む街ランキング（2020）
～東京都トップ100～

反応（Reaction）

85【出典】週刊ダイヤモンド 2020/2/28



反応（Reaction）

86【出典】大失敗したユニクロ野菜から、ＧＵが生まれた｜永井孝尚オフィシャル・サイト

社長が住む街ランキング（2020）
～他県トップ20～



反応（Reaction）

87【出典】大失敗したユニクロ野菜から、ＧＵが生まれた｜永井孝尚オフィシャル・サイト

社長が住む街ランキング（2020）
～他県トップ20～



日本人の人生の３大費用

反応（Reaction）

88【出典】公益財団法人 生命保険文化センター（2020年度版）

人生の中の特に大きな支出として「教育費用」「住宅費用」「老後費用」が
あり、人生の3大費用と呼ばれています。それぞれの内訳を見ていきましょう。



人生の三大費用 ① 教育費用

反応（Reaction）

89【出典】公益財団法人 生命保険文化センター（2020年度版）

家計支出の中では大きなウエイトを占める
子どもの教育費。

左記は「保育所・幼稚園等の年間費用」で
す。多くの日本人は、夫婦の働き方や教育
方針などによって保育所や幼稚園などの利
用を検討することになります。

次のページの「小学校・中学校・高等学校
にかかる教育費の内訳」についても、公立
を選択するか私立を選択するかによってか
かるお金は違います。また、学校以外の習
い事などでもお金がかかります。

保育所・幼稚園等の年間費用

2019年10月からは幼児教育・保育の無償化が始まり、3～5歳児にかかる幼稚園、保育所の利用料が無償（通園送迎
費、食材料費などの経費は対象外）になりました。



人生の三大費用 ① 教育費用

反応（Reaction）

90【出典】公益財団法人 生命保険文化センター（2020年度版）

小学校・中学校・高等学校にかかる教育費の内訳



人生の三大費用 ① 教育費用

反応（Reaction）

91【出典】公益財団法人 生命保険文化センター（2020年度版）

大学生の４年間の生活費



人生の三大費用 ② 住宅費用

反応（Reaction）

92【出典】公益財団法人 生命保険文化センター（2020年度版）



若年夫婦と高齢夫婦（無職世帯）の家計支出

人生の三大費用 ③ 老後費用

反応（Reaction）

93【出典】公益財団法人 生命保険文化センター（2020年度版）

若年夫婦と高齢夫婦の1ヵ月の平均支出を比較データです。高齢期は最低限必要
な費用だけを計算しても収入より支出が上回ってしまう場合が多いようです。



購入金額でコアな顧客層を抽出する「デシル分析」

反応（Reaction）

94

デシル分析とは？

デシル分析とは、すべての顧客を商品の購
入金額順に10等分し、各グループの購買
データを読み解く手法です。比較的簡単な
手法であり、顧客分析の第一歩とも呼ばれ
ています。
※ デシル‥ラテン語で「10分の１」の意

デシル分析は指標がひとつだけ（購入金額
のみ）なため簡単にデータ分析できるメリ
ットはありますが、分析結果の正確性に欠
ける点は無視できません。

【出典】デシル分析とRFM分析の違いとは？活用方法と事例をご紹介｜markeTRUNK、Albert



RFM分析とは?

RFM分析とは、ある一定期間における、
Recency（最新購入日）/ Frequency（購
入頻度）/ Monetary（購入金額）
の3つの指標で顧客を分類し、その分類や
顧客毎に施策を考え実施する手法です。

デシル分析の指標は「購入金額」のみであ
るのに対し、RFM分析は「購入金額」「購
入頻度」「最終購入日」など複数の指標が
あるため、デシル分析よりも正確な顧客分
析が可能です。

優良顧客の判定に役立つ「RFM分析」

反応（Reaction）

95【出典】デシル分析とRFM分析の違いとは？活用方法と事例をご紹介｜markeTRUNK



反応（Reaction）

96【出典】Data Analysis、奥瀬喜之 久保山哲二（2012）『経済・経営・商学のための「実践データ分析」』講談社

RFM分析については、以下のような一般的解釈がされます。

・Rが高い顧客ほど将来の収益に貢献する可能性が高い
・Rが低ければFやMが高くても他社に奪われ離反している可能性が高い
・Rが同じならFが高いほど常連客になっている
・Rが同じならFやMが高いほど購買力がある顧客
・RやFが高くてもMが少ない顧客は購買力が低い
・Fが低くMが高い顧客はRの高い方が良い顧客
・Fが上がらないか下がっている顧客は他社に奪われている可能性が高い
・RFMすべてが低い顧客は切り捨てることも検討

優良顧客の判定に役立つ「RFM分析」



ヤクルト社の商品は1つのスペースに150点も存在し、店
頭で顧客を奪い合っている課題がありました。また、そ
の組み合わせを分析し最適化しようにも、俗人的に作成
されたスプレッドシートが社内に分散していました。

そこで、それらのデータをデータ分析・可視化ツール
『Spotfire』を導入し、一元管理で分析したところ、15
本パックと7本パックは購入する顧客層が異なるため、
並べて販売すると両方の売り上げが増加するということ
を発見しました。

そして、同じように分析と改善を繰り返した結果、20%
の売り上げ増につながりました。

反応（Reaction）

97【出典】ITmedia、LISKUL、FRESSAY JOURNAL、ヤクルト

デシル分析・RFMの実践事例｜ヤクルト



大阪ガスは、過去数百万件にわたる修理履歴や機器の型
番データを保有しています。また、コールセンターに寄
せられる給湯器などの修理依頼の内容も同時に蓄積して
います。

これらの情報を組み合わせることで、ケースごとに必要
となる部品を自動的に割り出すことに成功しました。

このケースでは修理作業員が行う作業を自動化するため
にビッグデータが活用されています。人件費はサービス
業においてウェイトが重いため、非常に有効な活用法で
あると考えられます。

反応（Reaction）

98【出典】IT Lerders、LISKUL、大阪ガス

デシル分析・RFMの実践事例｜大阪ガス



反応（Reaction）

99

株式会社日立製作所の矢野和男氏は、受注率の異なる2
つのコールセンターAとBを比較し、なぜBの方が受注率
が高いのか、両者の人員に名札型のセンサーを装着して
もらい、体の動きのデータを計測。すると、受注率の高
いコールセンターのスタッフの方が低いコールセンター
のスタッフよりも休憩中の活動が活発だということが判
明しました。また休憩中にスーパーバイザーがスタッフ
に声をかけていくとスタッフの雑談が盛り上がるという
こともわかりました。

そこで休憩中にコミュニケーションを活性化させるよう
な施策を1年間実施したところ、コールセンターの売り
上げが27%増加したとのことです。

【出典】Web担当者Forum、LISKUL、HITACHI

デシル分析・RFMの実践事例｜日立製作所



反応（Reaction）

100

下着通販サイト『TRUE&CO』は、過去の顧客の注文と
返品データを分析することで、メーカーによるサイズの
ばらつきなどを数値化し、オンラインで、自分の体にフ
ィットするブラジャーを購入できるシステムを開発しま
した。

ユーザーは初回アクセス時に日頃着用しているブラジャ
ーのブランド名とサイズ、好みのフィット感、服のサイ
ズなどの情報を入力することで、以降は、その人にフィ
ットする商品のみが表示されます。

このように、精度の高いパーソナライズを実現するため
にもビッグデータは活用されています。

【出典】LISKUL、Gigazine

デシル分析・RFMの実践事例｜TRUE&CO

「あなたの今使っているブラジャーのサイズ、ブランド、形は？」

「あなたの服のサイズは？最近6ヶ月で太ったりやせたりしましたか？」



反応（Reaction）

101【出典】Findstar GROUP

RとFにもとづいて顧客アプローチ施策をマッピングした例



反応（Reaction）

102

テストと計測



反応（Reaction）
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テストと計測



反応（Reaction）
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テストと計測



反応（Reaction）

105

テストと計測



反応（Reaction）

106

・ランディングページ別
・オファー別
・時別
・地域別
・顧客別

テストと計測



反応（Reaction）
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テストと計測



反応（Reaction）
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テストと計測



反応（Reaction）
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テストと計測



反応（Reaction）

テストと計測


