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Thank you for everything
and see you someday!

『未来への旅立ち』
京都市ベンチャービジネスクラブは、
『 創造と挑戦を続ける未来派集団』。
多くの会員にはこの活動理念のもと、交流と研鑚を深める最上の場と機会を提供しています。
「技術と人材開発」
を推し進め、未来を創造する代表的企業の視察研修にも積極的です。
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ごあいさつ
ベンチャースピリットは永遠に
京都市ベンチャービジネスクラブ
代表幹事

２期４年もの間、代表幹事を務めさせていただきました

荒木 勇

活用した販路開拓セミナー」を開催し、多くの方々のお役

ことは、会員企業の方々をはじめ、京都市関係各位の皆様

に立てたのではないかと思います。

から多くのご支援を頂戴したからこそと、心より感謝申し上

今年になり、海外における経済活動の急回復や、ウクライナ

げます。本当にありがとうございました。

情勢により、原材料価格の高騰や、半導体など電子部品類

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、私たちの

の供給不足が発生し、現在もその動きが継続しています。

かつての日常は２年間にわたって失われてしまいました。

これらを乗り越えるためには、京都市ベンチャービジネス

しかし、私たちは２年前のその水準に戻すのではなく、コ

クラブ（ KVBC）が育んできたベンチャースピリットが求め

ロナ禍によって浮き彫りにされた様々な課題を克服し、より

られていることは変わりません。

多くの付加価値を生む進化を遂げていく必要があります。

KVBC は解散にはなりますが、
「ベンチャースピリットを

即ち、国の施策に頼るだけではなく、ネット・SNS の活用

通じて相互に交流し、協調の精神で企業の成長と産業の

や脱炭素をはじめとするSDGs への積極的な取り組みを

振興を図る」KVBC の理念はこれからも皆さんとともにあり

通じて、経 営の自己 変 革 や 事 業の再 構 築を図 れるよう

ます。各会員企業の皆様が KVBC の理念に基づく経営活

に、新たなステージへの歩みを進めなければなりません。

動に邁進し、一緒に集い、学びあえる機会が訪れることを

２０２１年度はその一環として、連続講座「ネット・SNS を

祈念いたします。

京都市ベンチャービジネスクラブの
解散について
京都市ベンチャービジネスクラブ（ KVBC）は、これまで

自体を見直さなければならない節目に差し掛かっています。

「 Shake Hands Tomorrow」
（創 造、交 流、成 長）を合 言 葉

このような現状を鑑み、令和4年度の総会をもって京都

に、企業経営に関するセミナーの開催や国内外の企業・大

市ベンチャービジネスクラブは発展的に解散することとな

学との技術交流、会員相互の情報交換などの幅広い活動を

りました。

行ってまいりました。しかしながら、1985年の設立から37
年が経過し、企業を取り巻く環境が大きく変化しており、活動
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これまで活動してこられましたのも、ひとえに皆様の
温かいご支援・ご協力の賜物と心より感謝申し上げます。

京都市ベンチャービジネスクラブ
年

月

日

1985年 8月7日

1986年 1月26日
7月12日
10月
1987年 5月2日～10日

これまでの主な歩み

出来事

日

9月11日

KVBC特別セミナー「スポーツにおけるベンチャービジネス」
スポーツライター 玉木 正之氏

第1回海外交流研究会「台湾との技術交流」

2004年 2月20日

京都ベンチャーセミナー「ものつくりの魂」
元オムロン田中秀雄氏（NHKプロジェクトX出演者）

2005年 10月7日

KVBC設立20周年記念式典
歴代代表幹事によるパネルディスカッション
「KVBC20年を通して語るベンチャービジネスの精神」
「第2回京都ドリーム大賞』最終審査、授賞式
記念講演会「『夢』を勝ち取る!～起業から上場へ」
スリープロ㈱代表取締役社長 高野 研氏

共同求人セミナー
「ベンチャービジネスおもしろゼミナール」
第1回企業名鑑発行
海外研修「米国UCSC交流団」
第2代代表幹事に辻 理氏が就任（第3回総会）
海外研修「台湾ハイテクノロジー視察団」

10月10日

機関紙「SHAKE HANDS Letter」創刊

12月2日～4日

1月例会・新春講演会「新成長時代に対応するために」
ソーケンマネジメント㈱取締役社長 青山 幸男氏

2006年 6月13日

東京共同事務所開所式

2007年 11月8日～9日

12月1日～3日

1989年 2月26日～3月6日 海外研修「欧州ハイテク視察団」
4月28日
1990年 1月25日
3月14日～17日
9月7日
1991年 5月30日
6月7日
1992年 3月3日～8日

4月例会「日米企業比較論」
滋賀大学助教授 黒川 晋氏
KVBCラボ21オープンセレモニー
海外研修「韓国ベンチャー企業視察団」
KVBC創立5周年式典
「京都ベンチャー大賞」創設（大賞受賞 ㈱エポ）
KVBC就職セミナー・企業相談「就職までブランド志向やて?!」
京都大学名誉教授 森 毅氏
ベンチャービジネスインキュベーションシンポジウム
海外研修「中国視察団」

5月27日

第3代代表幹事に西河 勝男氏が就任（第8回総会）

10月16日

第2回「京都ベンチャー大賞』
（大賞受賞 ㈱シグマックス）

1993年 3月17日

天津市ハイテク企業幹部研修団との交流会

1994年 1月20日

ソフトウェア産業部会を母体として京都コンピューター
システム事業㈿が設立

10月28日

第3回「京都ベンチャー大賞」
（大賞受賞 ㈲シルクエ芸）

12月7日

第1回産学懇話会

1995年 9月30日

KVBC10周年記念・創業支援セミナー「社長を目指せ!」
㈱アスキー代表取締役社長 西 和彦氏 他

11月7日

KVBC設立10周年記念式典
10周年記念「京都ドリーム大賞」創設
記念講演会「ベンチャービジネスの表と裏」
日経BP社 日経ベンチャー編集長 高橋 銀次郎氏
10周年記念 企業名鑑CD-ROM発行、ホームページ開設

12月1日～3日
2008年 5月15日
12月5日～7日
2009年 1月21日

11月5日
1997年 3月1日

第4代代表幹事に向囿 好信氏が就任（第12回総会）
記念講演「従来と違った販売とは」
イタリヤード㈱代表取締役 北村 陽次郎氏

10月22日

海外研修「台湾」台湾電脳協会との交流会・商談会

1998年 11月14日
11月4日～15日
1999年 10月2日
12月5日～7日
2000年 6月13日

第5回「京都ベンチャー大賞』
（大賞受賞 山田技研㈱）

海外研修韓国「韓・日ベンチャー企業投資マート見学・研修」
第6回「京都ベンチャー大賞」
（大賞受賞 ㈱浅田研究所）

2001年 8月29日
11月3日～4日
2002年 11月15日

経営セミナー「サムコ～ガレージから上場企業への道程」
㈱サムコインターナショナル研究所代表取締役社長 辻 理氏
みやこメッセ開設5周年記念
「京都おもしろめっせ」協賛事業
拡大企画セミナー パネルディスカッション
「歴代ベンチャー大賞受賞企業に聞くその後の展開」
特別講演「起業から企業へ」
㈱サムコインターナショナル研究所代表取締役社長 辻 理氏

海外研修「中国・北京」
北九州ベンチャーイノベーションクラブとの
交流・意見交換会

海外研修「韓国・釜山」

10月22日～24日 海外研修「中国・上海」
12月21日

KVBC設立25周年記念式典
記念講演会「楽しく交流し、
ダイナミックに発展しよう!!」
日本コンピュータ・ダイナミクス㈱
代表取締役会長 下條 武男氏
（進行）ジャーナリスト 松浦 利幸氏

2011年 12月14日～18日 海外研修「タイ王国視察研修」
2012年 6月20日
7月24日

第7代代表幹事に大東利幸氏が就任（第28回総会）
ソーシャルビジネス啓発セミナー

12月13日～16日 海外研修「ベトナム視察研修」
2013年 6月5日

第29回総会
記念講演「ベンチャースピリット」
KVBC顧問・㈱堀場製作所最高顧問 堀場 雅夫氏

2014年 2月18日～19日

京都ビジネス交流フェア2015に出展

6月23日

2015年 11月11日

第30回総会
記念講演「グローバルニッチで世界のトップを目指す」
サムコ㈱代表取締役社長 辻 理氏
ＫＶＢＣ設立30周年記念式典
記念講演「時代の変化をビジネスに！～新事業を成功に
導く経営の本質とは～」
吉忠㈱代表取締役社長 吉田 忠嗣氏
パネルディスカッション「京都におけるベンチャー
企業の創造・振興について」
パネラー 吉田 忠嗣氏（吉忠㈱代表取締役社長）
西河 勝男氏（㈱暁電機製作所代表取締役会長）
櫻井 寿美氏（㈲フットクリエイト代表取締役）
進行
大東 利幸氏（大東寝具工業㈱代表取締役）

2016年 6月14日

第32回総会
記念講演「京都から世界のＭｕｒａｔａへ！！
～村田製作所の成長戦略とグローバル展開について」
㈱村田製作所代表取締役副社長 藤田 能孝氏

2017年 6月21日

第33回総会
記念講演「『カカオから世界を変える！！』DariKが
目指すソーシャルビジネス」
DariK㈱代表取締役 吉野 慶一氏

2018年 5月29日

第8代代表幹事に荒木勇氏が就任（第34回総会）

2019年 6月6日

第35回総会
記念講演「京都をモノづくりベンチャーの都に」
㈱Darma Tech Labs 代表取締役 牧野 成将氏

2020年 11月27日

ＫＶＢＣ設立35周年記念式典
記念講演「創業・上場・破綻～創業経営者としての
経験談 成功と失敗のエピソード」
元スカイマーク㈱社長 現クイックウェブ㈱社長 西久保 愼一氏

第5代代表幹事に藤関 治清氏が就任（第16回総会）

11月19日

海外研修「中国・大連」
「就職博」出展（メルパルク京都）

2010年 10月22日～26日 上海万博「京都ウィーク」にKVBCブース出展

大田区異業種交流会「RAFグループ」
との交流会

11月7日～10日

「テクノ新撰組!!京都中小企業展」
（みやこめっせ）に
KVBCから10ブース出展

「知恵と力の博覧会」出展・参加企業6社（集客交流研究会）

京都市自治100周年記念「ものづくり元気フェア」出展
海外研修「韓国・ソウル」

海外研修「台湾」

11月6日
11月27～29日

京都起業化支援セミナー 起業支援「京都起業塾」開催
第13回総会
記念講演「あまえるな、ベンチャー!」
㈱サムコインターナショナル研究所代表取締役 辻 理氏

第6代代表幹事に井上 太市郎氏が就任（第22回総会）

「洗いっ妓はん」試作品完成披露会（ものづくり研究会）

第4回「京都ベンチャー大賞」
（大賞受賞 ㈱テエラ分離）

6月4日

20周年記念海外研修「中国・上海」

11月5日

11月12日～19日 10周年記念海外研修「米国ハイテクショー視察団」
1996年 6月6日

出来事
オープンセミナー
パネルディスカッション「我が社の特許戦略と事業展開」

10月8日～11日

4月23日

月

2003年 7月23日

6月6日

1988年 1月22日

年

設立総会
初代代表幹事に岩崎 博治氏が就任
記念講演「京都ベンチャーへの提言」
㈱生産開発科学研所専務理事 大門 博氏

2021年 7月20日～12月9日 連続講座「ネット・ＳＮＳを活用した販路開拓セミナー（全5回）」
㈱サイバーアシスト代表取締役社長 吉村 正裕氏
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2021（令和3）年度事業計画
■基本方針

人と人とのつながりを大切に、持続的発展を目指して
2020（令和2）年度は、京都市ベンチャービジネスクラブ設立
35周年という節目を迎える年だった。この機会を当クラブの魅
力を再発信できる好機ととらえ、イノベーションを創出できる機
会を提供しようと、事業実施に果敢に取り組み、改めて顔を合わ
せ交流することの大切さを実感した。
2021（令和3）年度は、コロナ禍を乗り越える「販路開拓」に
焦点を当てた例会運営を実施する。これまで、年間を通じて多様
なテーマで開催していて例会について、１つのテーマに力点を
置き、深く学ぶことで、確実に会員企業の経営力を向上するとと
もに、持続的発展を目指す。
■事業執行体制及び運営方針
●事業執行体制
コロナ禍こそ情報連携を密にし、事業の執行にあたる。
経営者だけでなく、従業員の方、また起業を目指している
方にとっても有意義な取り組みを行うなど、内容を充実さ
せ、密度の高い事業を展開することで KVBC の真価を発揮

する。またKVBC の活動を広く情報発信するため、広報活
動にも注力する。
●運営方針
▼交流事業
あらゆる分野で距離の近い企業間交流を行い、互いの業績向
上、研鑽を通じて、京都の地域企業の更なる発展に寄与する
学びの場を提供する。

▼研修事業
コロナ禍を乗り越える「販路開拓」に焦点を当てた例会
を開催する。テーマを絞り、定期的に開催することで確
実に会員企業の経営力を向上し、持続的発展を目指す。
▼広報事業
会員企業の情報発信の場づくりと活用
ホームページ、機関誌「SHAKE HANDS LETTER」
、
SNS の活用
▼その他
会員の例会における満足度の向上及び会員相互の連
携・交流に努める。

2021（令和3）年度の例会運営について
1つのテーマに焦点を当て経営力向上
につながる魅力ある例会を

連続講座は「ネット・SNSを活用した販路開拓セミナー」

これまで、年間を通じて多様なテーマで開催していた例

と題して、7月から1 2月まで計 5 回 開 催。マーケティング、

会について、2 0 2 1（令和 3）年度は、コロナ禍を乗り越える

SNS、ネットショップ、ホームページ、DXをテーマに実施しま

「販路開拓」に焦点を当てた例会運営（連続講座）を実施。

した。また、2月には、企業にとって事業の維持継続のために

1 つのテーマに力点を置き、深く学ぶことで、会員企業の経

重要な課題である「事業承継」と、成長戦略の１つとして有

営力を向上させるとともに、持続的発展を目指しました。

効なツールである「Ｍ＆Ａ」をテーマに例会を実施しました。

2021年度例会
6月16日
（水） 第37回総会
記念講演「中小企業が生き残るためのネット活用」

11月18日(木) 連続講座⑤
「デジタルを使った経営改革(DX)」

講師:吉村 正裕氏(株式会社サイバーアシスト代表取締役社長)

講師:吉村 正裕氏(株式会社サイバーアシスト代表取締役社長)

7月20日(火) 連続講座①
「中小企業のマーケティング・押さえるべき5つのポイント」

12月9日（木) 連続講座②（8月25日実施予定を延期して開催）
「SNSをビジネスで活用する方法」

講師:吉村 正裕氏(株式会社サイバーアシスト代表取締役社長)

講師:吉村 正裕氏(株式会社サイバーアシスト代表取締役社長)

9月15日(水) 連続講座③
「ネットショップで成功する条件」
講師:吉村 正裕氏(株式会社サイバーアシスト代表取締役社長)

2月17日（木) 例会
「中小企業のための事業承継、Ｍ＆Ａの基本」
講師:宮嶋 渉氏（京都府事業継承 引継ぎ支援センター統括責任者代理）
重野 利明氏（経営者保証コーディネーター）

10月21日(木) 連続講座④
「自社ホームページ改善のコツ」
講師:吉村 正裕氏(株式会社サイバーアシスト代表取締役社長)
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土屋 卓氏（アシスタントマネージャー）
雨森 良治氏（株式会社日本M&Aセンター上席執行役員
TOKYO PRO Market事業部長）

KVBC第37回総会 第2部 記念講演

中小企業が生き残るためのネット活用
講師：株式会社サイバーアシスト代表取締役社長
吉村 正裕 氏
2 0 0 1 年吉村酒造㈱の社長に就任(現在は会長)し、2 0 0 3 年に巨額債務を完済して事業転換。2 0 0 5 年に第二創業として㈱サイ
バーアシスト、新規創業として㈱ハイフィットを設立。同年から危機管理の第一人者・佐々淳行氏(故人)に師事し、現在は全国各地
の公的機関や私立大学を中心にWeb、SNS、マーケティング、ブランディング、老舗の経営法、同族間の事業継承、中小企業の危機
管理、第二創業などをテーマとしたセミナー・講義に、年間約 1 0 0ヵ所で講師を担当。今回は本年度KVBC連続講座のキックオフ講
演としてご登壇いただきました。

コロナ禍は人々の思考を
根底から激変させる

は2 6 万4 54 6 円になり、2 0 2 0 年度の

氏は疫病の強烈な影響力を提示。現在

エンゲル係数は27 . 5%で今世紀最大に

のコロナ禍も人々の思考を根底から変

なりました。

えると予測します。具体的には感染経

価値観の変化では「不要不急」
、
「非接

路の追跡(アプリの普及等)、安全確保

変化」の考察から始まりました。まず、

触」という観念が浸透しました。次に

の優先(発熱の感知システム等)、自粛

示されたのは日本の高度経済成長期以

コロナ中期には「家での過ごし方と人

警察(営業・マスク・接種等)などによる

降のターニングポイントです。1 9 7 3

との関わり方」が急変。外食や体験型

「監視社会の増大」、身内と他人の明確

年にオイルショック、1 9 7 9 年に第二

消費が激減し、ネット通販の支出が急

化(接触の回避・ソーシャルディスタン

次 石 油 危 機、19 9 0 年 に バ ブ ル 崩 壊、

増しました。

ス等)による「分断社会の拡大」
、リモー

記念講演は「コロナショックによる

2000年 にITバ ブ ル 崩 壊、2 0 0 8 年 に

「古来から疫病は文化・文明を変えて

トワークの定着、個人の実力主義の加

リーマンショックが起こりました。さ

きました。1347年から1351年まで続

速、雇用や給与の格差などによる「不

らに、20 11 年に東日本大震災に襲わ

いたペストでは西ヨーロッパ人口の約4

均等の拡大」、富裕層と中所得層の細分

れ、今回の新型コロナウイルス感染症

分の1(約2500万人)が死亡し、これが

化などによる「四極化の進展」、オンデ

の蔓延が全世界を震撼させます。この

ルネッサンス、宗教改革の起因となり、

マンド化の加速(オン&オフラインの使

ように極めて大きなマイナス要因が次

人手不足のために領主が土地を領民に

い分け)などによる「経済圏の二分化」
、

から次へと日本の社会・経済を直撃し

貸し出したことで資本主義が誕生。

オンラインサービスの増大(異業種参

てきたわけですが、現在のコロナ禍は

1 8 5 4 年のイギリスで流行したコレ

まさに未曾有のショックをもたらして

ラは都市から郊外へという流れの中で

います。では、コロナ初期には具体的

田園都市が出現し、下水整備が進みま

に何が生じたのか。
「生存欲求・防衛本

した。同じく 1 8 5 4 年に全世界を巻き

能」と「厳選消費(消費より貯蓄)」
、
「価

込んだスペイン風邪(新型インフル)で

値観の強制転換」でした。マスクの品

は世界人口約1 9 億人の内の約1 億人が

切れが社会問題になり、消費の厳選化

亡くなり、第一次世界大戦を経て米国

が進み、家計支出は 2 0 2 0 年1 ~ 3 月の

が政治的・経済的に世界ナンバーワン

各 月 平 均 が 2 8 万 3 7 0 7円 か ら4 ~ 6 月

の地位を獲得しました」と、吉村正裕

入)な ど に よ る「家 消 費 市 場 の 激 化」、
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ミ消費」が注視されています。
これとは別に1784年からは動力の

あっても来店客がない店がある。選ば

活用による機械化、1870年からは電力

れる理由は何なのか。このような商売

の活用による効率化、1969年からは電

の基本を再確認します。第２回講座は

子・ITの活用による自動化、そして現在

「SNS活用法」。今日の消費行動は受動

はデジタルの活用による自律化の時代

的から能動的へと変化しています。利

が訪れています。機械化は独自性、効率

用率が圧倒的に高いSNSからの導線は

パーソナライズされた売り方やDXの

化は専門性、自動化は標準性、自律化は

極めて重要です。現在は「探す・行く・

加速などによる「個別対応の増大」など

最適性が最重視されています。日本は

買う」という行動を喚起するツールに

です。「コロナ後は価値意識が変貌し、

標準性に強かったのですが、最適性で

なっており、販路・顧客拡大に欠かせな

社会構造が変化します。もうコロナ前

は先進国の中で後塵を拝しています。

いと指摘します。第 3 回講座は「ネット
ショップ」
。このネット通販の最大のポ

に は 戻 ら な い。激 変 す る 世 界 を 私 は
Beyondコロナと称しています。提供価
値を再定義しなければなりません」
。そ
れは①消費者の選択基準、②消費者の

最重視すべきはCX
販路拡大の5 つの決め手

イントはお客様の行動のデータ可視化
です。可能性は大きいのですが、特に
中小企業は競争が激化しています。重

優先順位、③消費者のセグメント、④消

「次に中小企業にとって特に大事な

要なのは選ばれる理由と再購入への仕

費者の潜在意識の 4点であり、これら

ことについてお話します。マーケティ

組みであり、その要点を確認していき

について熟考を重ね、徹底的に見極め

ングでは売り物(商品やサービス)・売り

ます。第 4 回講座は「ホームページ」。

なければならないと吉村正裕氏は強調

値(適正価格)・売り場(どこでどのよう

対 象 はBtoBで す。こ れ ま で の 開 拓 営

します。

に提供するのか)・売り方(どのように伝

業、商談会、展示会、DMなどの手法が

え、売るのか)の4 点を起点にします。

ネットに移行しています。企業の購買

この中心に位置するのがCXです。顧客

活動を事前想定した上で、閲覧者(業務

体 験/Customer Experience、顧 客 が

担当者)と決裁者(業務責任者)を想定し

企業との接触で体験するすべてのこと

たHP改善施策を考えていきます。第 5

「 コ ロ ナ 前 か ら の 変 化」に も 目 を 向

がポイントです。従来の取引では標準

回 講 座 は「DXとIT」
。単 純 にITシ ス テ

け、的確に把握しておく必要がありま

化した売り物を匿名の大衆に発信して

ムを導入するという観点では失敗しま

す。一つ目は日本の人口減少。2004年

いましたが、ネットの発達によって今

す。DX≒IT化ではないということを踏

の1億2,784万 人 を ピ ー ク に2030年

後はパーソナライズしたものを個別に

まえた最善の施策の具現化を図ります。

に は1億1,522万 人、さ ら に2100年

提案しなければなりません。また、購

には4,771万人まで激減すると予測さ

入時のみの接点(販売時のみ)を生活時

れています。経営者はこのような状況

の 接 点(趣 味・志 向・行 動・属 性 に よ る

の中で商売を営んで行かなければなら

つながり)に切り替えていくことが重

ないのです。次に消費価値の変化。か

要です。販売の前後に継続的な関係を

つて誰もが「三種の神器(テレビ・洗濯

構築することが大切なのです。今回の

機・冷蔵庫)」を追い求めました。1960

KVBC連続講座『ネット・SNSを活用し

年代から1980年代は「モノ消費」の時

た販路開拓セミナー』では、これらの具

代です。企業は量を競い、大量生産を

体的な施策を 5 回の講座で案内させて

行い、営業網を拡大しました。これが

いただきます」。

共感と巻き込みを図る
「イミ消費」時代
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列のできる店があり、都会の一等地に

1990年代から2000年代には質を競

続けて吉村正裕氏は各講座の概要を

い、基準数値の達成と効率化を図る「コ

紹介し、積極的な参加を呼び掛けます。

ト消費」に移行し、2010年代以降は想

第1 回講座は「マーケティング」。たと

いを競い、共感と巻き込みを試みる「イ

えば、山間の田舎に位置していても行

KVBC 連続講座

KVBC 第1 回連続講座

中小企業のマーケティング
押さえるべき5つのポイント

イルが異なり、誰もが同じ商品・サービスを

講師：株式会社サイバーアシスト代表取締役社長 吉村正裕氏

セージは発信できません。

日時：7月20日( 火) 18:00~20: 30
会場：京都経済センター 6階 6C会議室

求めてはいないからです。ターゲットが拡
散すれば、お客様の心に深く刺さるメッ
では、どのように絞り込むか。STP 分析
という手法があります。セグメンテーション
= 顧客や市場を分けて捉え、ターゲティン

中小企業の「販路開拓」にテーマを絞り込んだKVBC 連続講座の第1回目は、
「マーケ

グ=その中で狙いを定め、ポジショニング

ティングとは何か」、商売の基本となる「誰に、何を、どう売るか」などを実践的な観点から

= 他社との違いを明確化して訴求するとい

演習も交えて徹底的に探究。会場は満席で終始熱気に包まれたセミナーになりました。

うマーケティング戦略です。セグメンテー
ションでは① 市 場の規 模は有 効か、②

マーケティングは
恋愛に酷似
日本マーケティング協会では「マーケ
ティングとは企業および他の組織がグロー
バルな視野に立ち、顧客との相互理解を
得ながら公正な競争を通じて行なう市場
創造のための総合的活動」と定義してい
ます。これを平易に要約すると「売れ続け
る仕組みづくり」であり、
「お客様が自然と
買い続ける仕組みづくり」のことです。売
り手がお客様に提供する価値とは「商品・
サービス・情報」、買う側が提供する価値は
「金銭・労力・時間」です。売り手の提供
価値がイコール以上であれば、お客様は
得をしたことになります。マーケティングとは
「買って欲しい人々に商品やサービスの良
さを知ってもらい、興味を持たせ、競合他
社との比較においても自社のそれを選ん
でもらい、購入後も気に入っていただき、
少しでも長く買い続けてもらうこと」。これ
は誰もが経験する恋愛と似ていると行動
心理学などでも指摘しています。

もし想定通りの成果が得られなければ、

ユーザーにとって優先順位が高いか、③

逆順で再考します。
「釣り糸 ( 営業方法 )」、

これから成長する市場か、④ユーザーに

「仕掛け( 集客方法 )」、
「ポイント( 経路・

アプローチが可能か、⑤ユーザーの反応

導 線 )」、
「場 所 (ポジション)」、
「釣る魚

を測定できるか、⑥競争が激化していない

(ターゲット)」の順です。この順番を間違う

か、を確認します。ターゲティングでは、

と上手く行きません。

ユーザー特性を明確化し、勝負市場を絞
り込みます。この時、
「ペルソナ━架空の

架空の想定顧客像を設定

想定顧客像」を設定します。「曼荼羅」
の中心に架空顧客を置き、個人、仕事、プ

次ぎに「商売の基本『誰に』」を考えま

ライベート、経済、情報、過去、将来、自己

す。エド・バーネットが提唱した成功のルー

投資などのテーマ別に人物モデルを構築

ルに、
「 40 - 40 - 20 Rule」があります。ター

していきます。これによって①具体的な顧

ゲット40 %、商品・サービスの品質40 %、コ

客ニーズを理解し、②顧客目線で判断を

ピー・デザイン20 %というマーケティング理

行い、③曖昧な意思決定を避け、④関係

論です。つまり、
「誰に、何を、
どう売るか」

者の意思統一を図ることができます。

です。まず、適切なお客様を選定しなけ
れば、売上は見込めません。マーケティン
グでいうターゲットです。日本語では想定

ベネフィット(便益)を提案

顧客層と称します。たとえば、
「ターゲット

「誰に」の次は「何を」です。人々はな

は20代・女性」などと掲げる場合がありま

ぜ商品やサービスを買うのか。必要だか

すが、余りにも漠然としいています。この

らです。英語でニーズです。和訳すれ

中には大学生、OL、専業主婦などすべて

ば、必要・需要・欲求ですが、観念的で

が含まれていますが、それぞれライフスタ

す。抽象的な言葉からは具体的な行動

マーケティング戦略を「釣り」に例えると、
「何のために釣りに行くのか ( 事業目的・実
施目的 )」、
「何を釣るのか (ターゲティン
グ)」、
「仕掛けをつくる( 5 W 2 H)」、
「何処
で釣るのか (ポジショニング)」、
「さらに細
かい場所の決定 ( 経路・導線 )」、
「魚を集
める( 集客・告知 )」、
「釣り糸を垂らす ( 営
業・販促・データ収集 )」となります。そして、
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は生まれません。そこで「問題を解決しよ
うとする思う意欲」と言い換えてみます。
問題とは「理想と現実の間にあるギャッ

続けて「どう売るか」。立地が田舎でも

ンバーワンを追求すべきです。まず、業界
内で領域を絞り込み、その後に徐々に拡
大化を図ります。

流行る店がある一方、都会でも人気のな

次代に向けた戦略を立案する場合、内

ここで注視しなければならないのは、

い店があります。お客様が店・商品・サー

部環境および外部環境での強み・弱みを

「お客様は理想と現実を把握しているか」

ビスを選ばない理由とは何なのか。すで

正確に把握・分析するSWOT 分析、特に

ということです。ですから、私たちは「これ

に見込客は満足している店があり、それ

外 部 環 境 要 因を分 析するのに役 立つ

を明確に提示し、気づかせなければなりま

を凌ぐ魅力がなければ動かない。他との

PEST 分 析に新たにN(自然 )を加えた

せん」。そのツールが web、SNS、DM、

違いが分からないからお客様の心に刺さ

PEST+N 分析なども重要です。

同梱物、チラシなどです。お客様の心理

らないのです。ライバルとの違いを明確に

最後にマーケテイングミックス( 4 P)。これ

の大前提は「欲しければ、高くても買う( 欲

アピールしなければ勝てません。「あなた

は製品 ( 売り物 )、価格 ( 売り値 )、流通 ( 売

しくないものは、
タダでもいらない)」です。

のお店を選びそうなターゲットに対してあ

り場 )、プロモーション( 売り方 )の4つを指し

ニーズには顕在ニーズ= 言語化された

なたのお店 (サービス)の先にあるもの( ベ

ます。製品 ( 売り物 )= 顧客のニーズを満た

「意見」と潜在ニーズ= 言われて気づく

ネフィット)を提案し、自分の強みをお客様

さない製品は売れない、価格 ( 売り値 )=

「思い」( 心の中にある「想い」) があり、さ

の心に刺さるように伝え、選ばれるようにす

ニーズを満たしても価格が高すぎれば買

らにその奥にインサイトが潜んでいます。

る」ことが肝心なのです。

われない、流通 ( 売り場 )= 店で売っていな

プ」のことです。

これは、言語化されておらず、言われても

また、主語が商品・サービスになってい

ければ買われない、プロモーション( 売り

ハッキリとは認識できないものですが、意

るセールストークは伝わらない( 刺さらな

方 )= 知られていなければ売れない、という

思決定に大きな影響を与える根源的な欲

い)。主語を人にしなければなりません。た

ことです。「本日の講座内容を改めて社

求です。たとえば、女性が顕在ニーズで

とえば、バスマットの場合なら「 (この商品

内で自らが講師となって詳しく伝え、社員

は) 吸 水 力が 優れている…」ではなく、

全員で徹底的に討議していただきたい。

「痩せたい」と思う時、潜在ニーズは「鏡
の前の自分を変えたい」、インサイトでは

「(あなたが ) 最後に入浴してもジメッとしな

そこから大きな成果が生まれます」と、吉

「自分を好きになって自信を持ちたい」と

い…」と表現します。次に20秒以内でア

村正裕氏は第１回講座を締め括りました。

望んでいるのです。ただし、インサイトの

ピールします。さらに、伝えるポイントは2つ

把握はかなり難しいので、ここでは代わり

にする。たとえば、
「我が社は観 光タク

にベネフィットに注目します。その意味は

シーです」ではなく、
「穴場専門 ( 例 : 紅

「便益 =ためになること」、すなわち「商品

葉・スイーツ)の観光タクシー…」といった

やサービスを通じてお客様が得た良き変

具合です。

化や満足感」を指します。ちなみに、ベネ

特徴を考えるための「3つの軸」としては

フィットには数値で示せる機能的ベネフィッ

「手軽軸」、
「専門軸」、
「密着軸」のいず

ト( 例 :スピード)と数値では表現しにくい情

れか一つで1番を目指し、他を最適化 ( 他

緒的ベネフィット( 例 :リラックス) がありま

と比して平均点以上化 )します。中小企

す。売る側は商品のメリット= 利点・特徴

業の場合は、
「専門軸」か「密着軸」でナ

を前面に押し出してお客様に伝えようとし
ますが、これだけではお客様の心を捉え
て行動 ( 購入 )に導くことはできません。ベ
ネフィット= お客様サイドに立ったメッセー
ジを発信し、理想的な未来を提案すること
によって初めて商品・サービスの真価を理
解してもらうことができ、これが行動 ( 購
入 )に直結します。
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セールストークの主語は人

KVBC 連続講座

を積極的に活用するようになりましたが、
ネットショップは高齢者向けに作られてい
ないので、文字の拡大や表現を分かり易
く工夫する必要が生じています。また、ミ

KVBC 第3 回連続講座

ネットショップで成功する条件

講師：株式会社サイバーアシスト代表取締役社長 吉村正裕氏
日時：9月15日（水）18：00〜20：30
会場：オンライン（Zoom）開催
EC の過去をふり返り、現在を確認し、未来の考察を経て、サイトの種類とタイプ別戦
略を探究。後発 EC の失敗事例を踏まえながら成功するためのポイント、さらに何より

も重要なブランディングの要点などを極めて具体的に教えていただきました。

レニアル世 代は「ぐるナビ」や「食 べロ
グ」ではなく、
「インスタグラムのハッシュタ
グ」などを重視しています。信頼できる情
報を求めているからです。

注視したいEC失敗事例
ECにはモール型と自社サイト型があり
ます。前者の特徴は①買い物客が集う
場であり、②集客力があり、③手数料が

EC市場規模は約19兆円

す。世界の中で日本はまだ低く、高いの
は米国と中国です。

EC(Electronic Commerce) の和訳

EC 店舗の現状とプロダクトライフサイ

は電子商取引。インターネットでモノを売

クルですが、1990年代が導入期、2000

買することであり、狭義では通信販売の

年代が成長期、2010年代に成熟期に入

一形態です。その特性は①荷造り・送料

りました。ここで注目したいのは、大企業

が必要なこと。②商品の陳列が無限に

はさらに成熟度を増していますが、中小

可能。実店舗は店内スペースが限られ、

零細は衰退期にさしかかっているというこ

カタログでも掲載誌面は限定されるので

とです。市場規模は拡大していますが、

大きな特性となります。③あらかじめデザ

競争が激化しているためです。これを裏

インを刷新 ( 準備 )しておけば、一夜で改

付けるように、EC の倒産件数は増加傾

装ができます。これもECならではのメリッ

向にあります。

トです。そして、④ 顧 客の行 動の可 視

未来を展望すると、まず CtoC の拡大

化。誰が何にアクセスし、何を購入した

が予測され、これが脅威になります。従

かなど知りたい情報をすべてデータ化

来のお客がライバルになるからです。

し、販売促進に役立てることができます。

次にアマゾンの直取引の拡大。①出

店舗数はコロナ禍前で約270万店、現

品情報・売買情報をもとに、中抜きを画

在は300万店以上と推測されています。

策。②他のサイトでアマゾンよりも低価格

次にEC の過去と現在を確認し、未来を

で商品を販売しないように要求。③売れ

考察します。現在の EC の市場規模は

ている商品は、コピーして自前で製造販

約19兆円で、ほぼ右肩上がりの傾向を

売といった動 向 が 顕 著 化しています。

示しています。これらはデジタル系、サー

D 2 C(Direct to Consumer)も拡大傾

ビス系、物販系の3分野の合算値です。

向にあり、小売専業 ECは衰退の可能性

2020年はサービス系が36 % 落ち、物

があります。さらに、テクノロジー活用の

販系は21 % 伸びました。コロナ禍の影

増大。マーケテイング活用の処理や大量

響です。日本の全小売の中での EC 化

の作業の自動化、デジタル技術を活用し

率は8 . 08 %。国内の ECを牽引してきた

たビジネス変 革 が 起き始 めています。

のはアマゾン、楽天、ヤフージャパンで

世代別対応としては、団塊の世代が EC

必要で、④差別化が難しいことです。リア
ルなモールと同じ仕組みであり、集客力は
あっても、拡販では各出店者同士の戦い
となります。また、
「どこで買った? 」という
問いにはモール名での返答が多いので、
個々の店名が埋没しがちです。後者は
①独自性を発揮でき、②リピート化を促せ
るなどの利点がありますが、集客を独自
で行わなければならず、失敗すれば「砂
漠の一軒家」になります。通販は顧客リス
トが資産ですが、楽天やヤフージャパンで
はモールの資産になるからです。
また、ネットショップには3つのタイプがあ
ります。単品通販型、品揃え型、セレクト
ショップです。単品販売型は取扱品数が
少なく、特徴はニッチな商品を扱う専門
店で、業界 No 1メーカー、有名メーカー
が多い。新規性、稀少性、独自性、話題
性がポイントでお客様への商品教育・ブラ
ンド化・リピート化が重要です。品揃え型
はアイテム数が圧倒的に多く、その中か
ら1アイテムを選んでもらう店で、大型問
屋、大型小売店が大半。価格優位性、
手軽性、薄利多売、市場性がアピールポ
イントです。最近は実店舗と融合させる
動きも出てきています。セレクトショップは
折衷型で零細メーカー、中小問屋、小規
模小売業が多数を占めています。競合
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他社の値引きに対する対抗策が必要で

比較・検討⇒決定です。各段階で直帰、

ウ ェ ー 語 の「 brandr」、 英 語 で は

あり、共感性、親近性、商品やサービス

離脱が起こりますが、特にもったいないの

「 burn( 焼く)」。象徴的なのが牛の焼き

の個別カスタマイズが必要です。

が「ここに目的の情報があった!」と判断

印であり、
「他との区別・識別」を意味し

しても、
「何か引っかかる部分を感じる」

ています。一般社団法人ブランドマネー

ます。事例①「某縫製工場」は国内大

というケース。信頼性を高めるための店

ジャー認定協会では「ある特定の商品・

手企業と取引中ですが、2本目の柱を得

舗 ( 会社 ) 情報、レビュー( 顧客の声 )、細

サービスが消費者・顧客によって識別さ

るためにモールに出店しました。しかし、

やかなQ&A、買物までの流れの案内、

れている時、それをブランドと呼ぶ」と定

年間売上はゼロ。中小企業から新たな

受賞歴など第三者の評価、なによりも大

義しています。ブランド認知は「再認」と

仕事を獲得するために、ホームページの

切なのはベネフィット( 便 益 )です。そし

「再生」から成り立っています。ブランド

刷新を提案し、成果が出始めました。EC

て、③ 不 取り。不 安・不 信・不 明などの

要素 (ロゴ・キャッチコピー)に接した時に、

という手段を目的化したのが問題点でし

「不」を取り除くこと。例えば、商品の中

そのブランドを思い出し( 再認 )、ニーズが

た。事例②「某化粧品メーカー」はセー

身・機能などを多角的に提示することで

発生した時に、そのブランドを思い起こす

ルスレディによる訪問販売を行っているの

す。広告・集客施策よりも選ばれる理由を

( 再 生 )。それがブランド力のある商 品・

ですが、高齢化により売上が減少。社長

磨くことが重要です。穴の開いたバケツ

サービスです。ブランディングの3原則は

命令でECを開始したのですが、結果は

に水を注ぐよりも穴自体を塞ぐのです。④

①意図的に、②一貫性をもって、③継続

惨憺たるものでした。先行のネット販売会

ライバルの研究も大切です。動機付け・

的にであり、特に購入後の体験デザイン

社が多々ある中でECを甘く見過ぎた結

品質訴求・信頼訴求・決断訴求・安心訴

が重要です。最後に売れるEC の6条件

果でした。事例③「某アパレルメーカー」

求などの各テーマごとに複数の同業他

をご提示します。①訪問者が必要として

はデザイン会社に丸投げでホームページ

社のコンテンツを精査し、自社の改善策

いる情報があること、②それが見つけや

を作ったのですが、まったく売れない。す

に役立てます。この時、異業種も併せて

すいこと、③それがわかりやすいこと、④

べてを他社 (デザイン会社 )に任せるのは

チェックします。新たなヒントが得られる

その店で買う理由があること、⑤その店

自分の仕事を放棄しているのと同じという

場合が多いからです。⑤分析も欠かせ

を想起させ、忘れさせないこと、⑥常に

失敗例です。事例④「某せどり屋」はネッ

ません。購入傾向や顧客動向などを分

改善していること。何よりも重要なのは商

トで差益を得ようとしたのですが、完敗。

析し、改善策を具現化します。

品力であり、ブランディングです。

ここで後発の EC の失敗事例を紹介し

商売を甘く見た必然の結果です。事例⑤
「某食品メーカー」は広告費をかけて集
客を試みたのですが、資金繰りが悪化。

不可欠なブランディング

ドンブリ勘定が失敗を招きました。事例⑥

ネットショップはブランディングの戦いで

「某生活雑貨卸」の場合は在庫過多で

す。企業 ( 店 )におけるブランドの役割は

資金繰りに行き詰まりました。基本的な数

①競合との差別化、②長期安定的売上

値認識の甘さが原因でした。

の確保、③価値上乗せによる利益確保
であり、顧客 ( 見込み客 ) の場合は①選

成功するECの5ポイント
では、ECにおいて何が大事なのか。
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ぶ時間やコストの削減、②失敗リスクの
低減・回避、③自己表現の手段 ( 意味付
け)です。ブランディングとマーケテイング

まず①商品ページ。これは商品専属の

は異なります。前者の目的は理由づくり・

販売員です。案内・説明・提案・販売を担

マインドシェアの獲得であり、目標はオン

い、買い物籠のクリックまで誘導するのが

リーワン、視点は理想顧客志向で中・長

役割です。売れない場合は販売員が悪

期的戦略です。後者の目的は市場づく

い。換えるか、鍛え直さなければなりませ

り・マーケットシェア獲得であり、目標はナ

ん。次に②伝える内容。BtoC サイトの購

ンバーワン、視点はターゲット顧客志向で

入プロセスは認知・注意⇒興味・関心⇒

短・中期戦略です。ブランドの語源はノル

KVBC 連続講座

調査して候補に絞り込む数は平均3社で
す。まず、この予選で勝ち残らなければな

KVBC 第4 回連続講座

自社ホームページ改善のコツ
講師：株式会社サイバーアシスト代表取締役社長 吉村正裕氏
日時：10月21日（水）18：00〜20：30 会場：京都経済センター 6階6C会議室
ホームページは企業の伸展を支える非常に重要な発信媒体です。今回の講座では、これを最
大限に有効活用し、自社の新たな販路開拓に役立てるコツを、多角的なポイントから示していた
だきました。

らないのですが、選出は命令された部下
が行います。これを報告すると上司から
質問されます。「選出した根拠(理由)は
何か。さらに最小ロット、納期、価格帯、
実績、お試しやサンプルの有無、見積や
資料請求対応・サポート体制・保証期間な
どはどうか」。これに答えなければならな
いので、担当者は質問が想定される項目
が不明確な会社は除外します。すなわ
ち、稟議書に必要な内容を確実に表示し

戦略的視点から目的を決定

を増やしたい、ブランドイメージを高めた

今回の講座の具体的な内容は①ホー

を獲得するために有益情報のダウンロード

ムページよくある失敗、②ホームページの

を推進したいなどです。このように多彩な

目的、③BtoBの特徴とWeb、④Webの

意図が存在するわけですが、要するに

ここでWebの基本的な考え方を確認し

基本的な考え方、⑤必要なコンテンツ、

「自社の目的とゴール」を明確にすること

ます。発信者は伝えたい情報を発信し、

⑥キャッチコピーのコツ、⑦制作会社の選

なければ予選は通過できないのです。

い、他社との差別化を図りたい、見込客

が重要です。

最も重要なのはコンテンツ

受信者は価値ある情報を受信したいと

び方、⑧運営の施策、⑨オンライン営業

続けてB toBの特徴。これを的確に把

思っています。この内容を出来る限りイ

のコツ、⑩プレゼンのコツです。まず、よく

握しなければなりません。①衝動買いをし

コールにすることが重要です。Webは入

ある失敗の事例。ある日、社長の仲間や

ない、②意思決定のプロセスが長く
・複数

口(アクセス)⇒中身(閲覧)⇒出口(CV)⇒

夫人の意見、ライバルの動きや世間の流

人が対象、③段階的なアプローチが必

再入口(リピート)で構成されていますが、

れ(デジタルシフト)などで「変えないといけ

要、というのが取引の特徴です。取引プ

特に大事なのは中身です。購入・問い合

ない恐怖症」に陥った社長が「ホーム

ロセスは①課題の認識、②ニーズの要件

わせ・資料請求に至るまでに直帰・離脱が

ページを変えるぞ!」と唐突に宣言します。

定義、③提案依頼・候補者選定、④提案

起こりますが、人々が抱く「不(不安・不

リニューアルを前提にした社内会議を経

受領・評価、⑤条件交渉・業者選定、⑥

信・不明など)」を取り除くことによって最大

て業者が選定され、ホームページが刷新

社内稟議・業者確定の順序で進みます。

の効果を得ることができます。では、必要

されます。その後、3ヶ月が経過しても、

新規顧客の開拓活動は発掘活動と商談

なコンテンツとは何なのか。一つ目はユー

成果は皆無。激怒した社長が業者を叱

活動に分化します。前者はWeb、後者

ザーの課題を解決すること。具体的にお

咤するとSE O対策が提案されます。しか

は人の役割です。最新データによると製

困り事を示し、解決できることを知らしめ、

し、効果は僅か。続けて業者はリスティン

品を知るきっかけとなるメディアは、Web

サービス概要を表示します。二つ目は信

グ広告を進言。月額30万円+手数料を

メ デ ィア=43.8%、 企 業W ebサ イト

頼の訴求。実績・第三者の声・会社概要

半額に値切って実施。6ヶ月に1 0 0 万円

= 2 7 .4 %などです。ちなみに、企業W eb

を発信し、同業他社と比較して選ばれる

(粗利益 5 0% )の売上増になりますが、実

サイトで重視するポイントは製品・サービス

理由を表記します。さらに、選択や行動を

質 4 0万円の赤字です。理由は戦略を無

詳 細 情 報で50%です。企 業がW ebで

アシストする。選び方を示し、疑問を解消

視して戦術を優先したからです。業者に
丸投げしたことも致命的なミスであり、す
べて社長の責任です。
現在、日本の企業のホームページ開設
率は約 90 %ですが、その目的は様々で
す。たとえば、商品やサービスの認知度
を向上させたい、資料請求・問い合わせ
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し、次の行動をサポートし、流れを見える

を図る意図も含めて提案依頼書を作成

(笑顔)などにも細心の注意が必要です。

化。そしてお試し・保 証・少 額などのア

し、相互確認のための参考サイト例も提

照明、マイク、ウエブカメラ、ヘッドホン・イ

ピールで敷居を下げ、どのような資料が送

示します。テキスト・画像などの提供素材

ヤホンなど設備環境、通信環境(回線速

られてくるのかを明記し、操作ボタンも目

も事前に準備します。ちなみに、納期が

度の確認)にも配慮しなければなりません。

立つようにします。

遅れる理由は①素材提供の遅れ、②変

会話中に相手が萎える理由は①音声が

更&変更、③最終段階での天の声(社長

途切れる、②画像が固まる、③操作に手

など)です。

間取る、④資料が見づらい、⑤話がつま

キャッチコピーは「心を捉える言葉」で
あり、その表現が効果を大きく左右しま
す。W ebには画像内と見出しという2 種

運営の実施ではデータ分析・仮説検

らないなどがあります。綿密なリハーサ

類のキャッチコピーがあり、役割と表現方

証・改善が大切ですが、俯瞰してシンプル

ル、気配りの行き届いた準備や工夫が大

法が異なります。画像内キャッチコピーの

に考えることが重要です。効果を高める

切です。たとえば、話し手のペースで進

役割は「くどき文句」で、画像に4 割を語

ためには来る人を増やし、帰る人を減ら

めることのできる共通資料(1スライド1メッ

らせます。パターンは①共感型、②数値

せば良いのです。たとえば、アクセス100

セージ:相手の先読みを防げる)、序論(課

強調型、③問題解決型の3 種類。たとえ

人⇒CV5人⇒成約 1人だった時、これを

題)⇒本論(原因・解決策・効果)⇒結論を

ば、
「そうだ京都に行こう」は共感型で難

改善するためには、後ろから遡るようにし

端的に表記したプレゼン構成(表示:フォン

易度は高いがハマれば最強。最も簡単な

て仮説検証していきます。①営業先での

トの統一・3色までの色使い・分かり易さを

のは数値強調型で販売実績やポイントや

伝え方やプレゼン方法に問題はないか、

促 す 改 行)、相 手 につ いての 下 調 べ

価格などを強調します。ユーザーの悩み

②ターゲットとはほど遠い5人だったので

(例:Googleで氏名検索、個人のFace

や不安などに切り込むのが問題解決型で

ないか、③ホームページに記載している

bookを閲覧して会話の糸口になる情報

す。見出しキャッチコピーのパターンは①く

内容は適切か、④離脱しているページ内

を収集)、サンプルなどの先送りなども役立

どき文句、②内容の要約、③検索を意識

容に問題はないか、⑤アクセスを増やす

ちます。

の3種類。たとえば、
「明太子」ならコアと

ために行っているSN Sの内容や誘導に

なる名詞を抽出し、これらを装飾すること

間違いはないか、といった具合です。

具合で、これをしゃべり言葉で表現しま

オンライン営業の決め手

題提起、②解決方法の提案、③具体的な
方法、④ベネフィット・事例、⑤結論。さら

オンライン営業のコツですが、企業の

にコンセプト、ターゲット、プロセス(具体的

7 0 %以上が難しさを実感しています。し

手順)、ツール(手段・費用)も意識すべきで

かし、お客様の89%は満足しているので

す。プレゼンの組み立て方にはいくつもの

す。時間・場所などで利便性を感じてい

方法がありますが、特に推奨しているのは

Web制作会社を選ぶ時の第一のポイ

るからです。導き出される結論はリモート

PREP法です。①結論、②理由、③具体

ントは貴社のビジネスを理解し、その課題

営業とリアル営業の使い分けです。営業

例・事例、④再結論で構成します。営業

を把握し、解決策を提案できるかという点

フェーズはWeb=認知拡大(コンタクト化)、

の役割は的確にニーズを把握してメリットを

です。次にホームページで何をしたいの

リモート=問い合わせ対応(見込み化)、リ

伝達し、お客様の心理を先回りして「不取

かという目的、明確な納期(企画・制作に

アル=訪問によるクロージング(成約化)。

り(不信感・不要感・不適感・不急感)」を行

6ヶ月程度は必要)、具体的な予算を確定

リモート営業ですが、コミュニケーションに

うことです。要するに最上の「お・も・て・な・

します。目的を絞り込む段階で①ターゲッ

はノンバーバル=五感とバーバル=言語に

し」を実現することが肝心です。

ト、②自社の商品やサービスの特徴、③

よるものがあり、メラビアンの法則では視

閲覧者の最終ゴール、④コンテンツ項目・

覚 情 報(見た目、身だしなみ、表 情・視

内容(競合他社サイトを確認)、⑤現在の

線)5 5 %、聴覚情報(声の質・大きさ・テン

課題と改善点、⑥欲しい機能(システム・

ポ)3 8 %、言語情報(話す言葉そのものの

自前更新)を決定。必要コンテンツ・概算

意味)7 %となっています。視覚・聴覚によ

頁数、運用体制(社内分担)、提案してほ

る情報が非常に重要なのです。背景(企

しい項目なども想定し、社内の意思統一

業ロゴボード)、目線(画面と水平)や表情

す。5 W2Hを意識することも重要です。

制作会社の選択と準備
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正確に伝える、②説得力を持たせる、③
簡潔明朗であること。その5要素は①問

で注目度を高めます。「本場博多 激辛
明太子 専門店 お歳暮 最適」といった

最後にプレゼンのコツ。その3法則は①

KVBC 連続講座

提供価値の再定義が必要
KVBC 第5 回連続講座

デジタルを使った経営改革(DX)

講師：株式会社サイバーアシスト代表取締役社長 吉村正裕氏
日時：11月18日（水）18：00〜20：30 会場：京都経済センター 6階6C会議室
今回の講座では、注目のDXとは何なのか。なぜ、DX・デジタル化が必要なのか。この
要点を押さえた後、経営者が持つべき視点を的確に把握し、新たなイノベーションの在り
方、次代に向けたビジネスモデル構築の起点を探りました。

次に「なぜ今、DX・デジタル化が必要
なのか」。コロナ禍は人々の健康、生活、
企業活動、経済に深刻なダメージをもたら
し、その思考を変えました。今後、価値
意識の変貌、社会構造の変化が静かに
激変していきます。もうコロナ前には戻ら
ない。新たな消費者のニーズ、動向、選
択基準、優先順位、判断基準が生じてい
ます。誰もが「消費の意味は何なのか」
を自問し始めているのです。「イミ消費━

「DX≒IT化」ではない

社を強くすること」であり、そのためにデジ

商品の持つ社会的価値と自分のライフス

タルを活用して既存のプロセス(業務・コス

タイルの再考」です。これに即応するた

DX(デジタルトランスフォーメーション)と

ト)を改善すべきなのです。ヒントは織田信

めにはBeyondコロナに向けた提供価値

いう言 葉 は、2004年 にウメオ 大 学(ス

長です。彼は3000 丁の鉄砲で武田軍

の 再 定 義、す な わ ち「Re-Concept

ウェーデン)のエリック・ストルターマン教授

最強の騎馬隊を撃破しました。この大勝

(再構築)」が必要なのです。また、コロナ

が提示しました。その定義(広義)は「デジ

利の要因は300 0丁の鉄砲・弾薬を準備

前から起きているのは人口の減少、第4

タル技術の浸透で人間の生活をより良い

できる資金力、その兵を培った組織力で

次産業革命(デジタル活用による最適化・

方向に変化させること」。具体的には3つ

した。これを可能にしたのは「道路」の

自律化)です。すでに日本はデジタル・AI

の段 階を想 定しています。第1段 階は

整備や「関所」の廃止、
「楽市楽座」の

後進国であり、国別競争力も労働生産性

「IT利用による業務プロセスの強化」、第

新 設、金・銀・銅を通 貨とした「貨 幣 改

も先進国の中で下位に位置し、世界時価

2段階は「ITによる業務の置き換え」、第

革」、既得権者の搾取をやめさせることで

総額T O P50社に入っているのは1社の

3段階は「業務⇔ITがシームレスに変換

実施できた「減税」、
「茶道具」の仮想

みです。Google、Amazon、Facebook

される」というステップです。この要点を簡

通貨化などの経営力、
「兵農分離」など

、Apple、M icrosoftなどが基盤となる

潔に表すと「日々進化する社会や市場の

の新発想でした。「情報収集・分析」を

ITインフラを形成しています。Amazon

中でAIやITなどのデジタル技術を使って

最 重 視したのも織 田 信 長です。また、

によるアマゾンエフェクト(あらゆる産業の

生き残るために従来のビジネスや組織を

「天下布武」という壮大なビジョンも時代

破壊)も急激に進んでいます。たとえば、

変 革すること」です。DXが注目される

を牽引する大きな原動力になりました。こ

スーパー、コンビニ、書店、アパレル、不

きっかけは経済産業省が「DXレポート」で

こには「戦いの無い泰平の世の中を創造

動産・住宅、自動車業界、医療業界、ホ

「2025年の崖」に対する危惧を示したか

したい」という熱い想いが込められていま

テル・旅行業界、そして銀行も時間の問

らです。古い基幹システムが限界を迎え、

した。彼は戦国を変革したのです。DXと

題です。倒産に追い込まれた大手企業

業務の停滞・停止が起こり、既存ITシス

は次代に即応した企業文化を新構築す

は多岐にわたり、大量の店舗閉鎖を余儀

テムによる経済損失が12兆円に達すると

ることなのです。

なくされた有名企業も数多く、
「DeathBy

予測し、大きな動揺が起きたのです。

Am azon銘柄」は米国の上場企業54

では、早急に新たなITシステムを導入す

社に達しています。時代は激変していま

ればよいのか。ここで注 視したいのは
「DX≒IT化」ではないということです。
DXが分かりにくいのはITベンター、コン
サルタント、エコノミスト、経済産業省が言
うDXの視点がそれぞれ異なるからです。
本来のDXは「デジタルを活用して新しい
プロダクト(製品・サービス)を生み出し、会
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す。これからの企業経営者はデジタルを

体験の向上、多種多様なニーズにオリジ

起点になります。具体的には①顧客を再

活動の中心に据えないと立ち行かなくなる

ナル・カスタマイズできめ細かに応えること

定義(ニーズ・市場・客層)、②提供価値の

のです。A m azonがあなたの業界に進

です。⑥ビジネスモデルの抜本的改革で

再定義(コト・イミ)、③提供方法の再定義

出しても貴社は大丈夫なのかということを

は、たとえば、レンタカー会社ならカーシェ

(時・場所・手段)、④顧客との関係構築を

真剣に問うていただきたい。傍観してい

アリングへ業態改革を図る。さらに、コラ

再定義(点から線・面への接点)、⑤協業・

る時間はもうないのです。

ボレーション、オープンイノベーション、エコ

協働・共創、⑥伝え方の再定義(内容・手

システムなどが想定されます。コラボレー

段)を試みることによって最強のビジネスモ

ションの好例ではUSJ方式があります。

デルを生み出します。

守り(深化)と攻め(探索)
のDXを

当初は米国USJの日本版でしたが、現在

では、DXを推進するために「何から始

は「世界最高のエンターテイメントを大阪

めれば良いのか」。まず、世代の壁を超え

ここで「経 営 者 が 持つべき2つの視

に…」という新たなコンセプトの下に人気

た取り組みが重要です。課題に対する意

点」を考察します。
「守りのDX(深化)」と

キャラクターの数々を多彩に取り込んで注

識・認識・理解を促すために、各世代の間

目度を高めています。

に立って「翻訳」を担う社員も必要です。

「攻めのDX(探索)」です。前者は①業
務処理の効率化・省力化、②業務工程
の改革・再設計、③データ可視化による
迅速・的確な意思決定。後者は④既存
商品・サービスの価値向上、⑤顧客接点
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大事なのは「やれることから始めること」。

イノベーションは
「新結合」

また、デジタル化は手段・道具であり、目的
化しないことです。取り組みの手順は①
方針の決定、②存在を知る、③比較・検

の抜本的改革、⑥ビジネスモデルの抜本

企業はイノベーションに挑み、新たなビ

討する、④購入する、⑤使い方を学ぶ、

的改革に分化されます。まず、①業務処

ジネスモデルを創出しなければなりませ

⑥使いこなすというステップで進めます。

理の効率化・省力化。これまでの紙情報

ん。変わろうとしない経営者はいずれ「茹

いずれにしてもDX実現は長期間を要する

を早急にデジタルデータ化(標準化)し、単

でガエル」になります。では、なぜ変われ

ものであり、試行錯誤を繰り返しながら推

純作業をRPA化して工数削減による効

ないのか。人間の判断は「過去」に影響

し進めるものであることを理解しなければな

率化を図ります。②業務工程の改革・再

を受けるからです。イノベーションは既存

りません。現在、中小機構近畿本部では

設計では「誰が、どこで、何を…」という

事業が衰退へ向かう前に取り組まなけれ

「IT経営簡易診断」を実施し、企業のIT

可視化が重要です。これによって現場・

ばなりません。ヨーゼフ・ションペーターはイ

活用を支援しています。具体的にはIT分

会社・承認という流れを劇的にスピードアッ

ノベーションを「新結合」と定義していま

野の専門家が3回面談し、これに基づい

プできます。業務フローを可視化し、業務

す。「異質なものが、互いに衝突したり、

てIT活用案を提案します(無料)。「簡易

改革を推進してください。③データ可視

組み合わされることで、生み出される(創

診断の流れ」は①企業状況の把握(全体

化による迅速・的確な意思決定ではデー

造)」という意味であり、5つのイノベーショ

最適視点での課題の把握⇒IT活用の効

タを徹底活用して迅速化・最適化・高度化

ンがあると述べています。①プロダクト・イ

果最大化)、②重点テーマの深掘り(専門

を実現します。1次データを分けて、比べ

ノベーション(革新的な新商品・新サービ

家の知見をフル活用して課題解決への新

て、解く。そこから得られた情報が真に

ス)、②マーケット・イノベーション(新たな市

たな気づき)、③IT活用に関するご提案

役立つ情報(Intelligence)です。「攻め

場の創出)、③プロセス・イノベーション(生

(現状リソースを踏まえた実現性の高いIT

のDX (探索)」の④既存商品・サービスの

産工程・流通方法の改革)、④サプライ

施策)となっています。

価値向上では伝え方を徹底的に再考・改

チェーン・イノベーション(材料や供給ルー

善し、センサーなどを使った常時確認など

トの刷新)、そして⑤オーガニゼーション

を試み、ネットなどを活用して価値向上を

(組織改革)です。イノベーションとは「お

図ります。⑤顧客接点の抜本的改革で

客さんのニーズを察知し、自社の経営資

は、まず現在の商品・サービスで市場浸

源を使い、これらを足したり、掛け合わせ

透を推し進め、次に顧客に向けて商品・

ることで新たな価値を創り出すこと」なの

サービス開発を行ない、続けて新市場開

です。ビジネスモデル創 出では「誰に

拓に挑み、最後に多角化へ進みます。こ

(Who)、何を(what)、どうやって(How)、

こで重要なのはデジタルを活用した顧客

付加価値を提供し、収益を得るのか」が

KVBC 連続講座

社長の利用率が高い、③実名制のために
炎上が少ない、④若年層は敬遠する傾向
にある、⑤ビジネスとプライベートが混在な
どか主な特徴です。象徴的に規定すると
Facebookは「学級通信」です。実名主

KVBC 第2 回連続講座（8月25日実施予定のものを延期のうえ開催）

SNSをビジネスで活用する方法

講師：株式会社サイバーアシスト代表取締役社長 吉村正裕氏
日時：12月9日（水）18：00〜20：30 会場：京都経済センター 6階6C会議室
SNSの概要からFacebook、Twitter、Instagram、LINEなどの特徴、ビジネスツー
ルとしてY o u T u b eを巧みに活用する方法。さらに、マスコミで取り上げてもらうコツ、
Facebookによるパーソナルブランディングを余すところなく公開していただきました。

義なので半オフィシャルのコミュニティだと
捉えてください。ちなみに、業務用 (ビジネ
ス)は一般公開が原則で広告ができます。
個人用 (プライベート)は実名が原則で友
達限定公開などか可能で広告はできませ
ん。Twitterは①日本では4500万 人の
ユーザー、②即時性と拡散力に優れ、③
投稿と交流の頻度が鍵になり、④匿名性
が高いので炎上の可能性が大です。
たとえれば、Twitterは「回覧板・落書

SNSは「行動喚起」へ変化
SNSの利用率は右肩上がりで伸び続
けています。2016年は6 , 900万人でした

らは叱られるらしい…)。表現なども非常に

き」であり、ユルい場のコミュニティです。

ユニークで、すでにアニメ化され、イベント

企業のSNSで必要な2つのコンテンツは

などでコスプレする人も出てきています。

①ファンが楽しめる企画系コンテンツ、②

あなたの会社では、①対象、②目的、

こちらから伝えたいマーケテイング系コン

が、現在は8 , 240万人に達しています。こ

③方法 (どのSNSを選ぶか )、④内容 ( 何

テンツです。前者は各種イベント( 時事ネ

のように注目され、利用される理由は①コ

をどのように伝えるか )、⑤誘導 (どんな行

タ)、記念日投稿 ( 今日は何の日)、挨拶投

ミュニティが存在しているから、②広告ぽく

動をしてもらうか )を明確に絞り込んでいま

稿、キャラクター投稿、
トレンド便乗、
トレビ

なく告知しやすいから、③小資本でも集

す か。これ がなければ 成 功しません。

ア、お役たち情報。後者は商品情報 ( 新

客できるからなどです。では、企業のSNS

SNSは手段 ( 道具 )なので手段が目的化

商品・特徴など)、会社情報 ( 歴史、こだわ

活用状況はどうなのか。多彩な業界・業

してしまうと失敗します。また、SNSの使わ

り)、フェア・キャンペーン情報、社員紹介な

種で展開されていますが、全体的には

れ方も変化してきています。「繋がる」⇒

ど。いずれにしても貴社のツイートがフォ

50 % 未満という状況です。企業はSNS

「ファンづくり」⇒「行動を喚起 ( 探す・買

ローされるように、魅力的なTwitterアカ

のコミュニティに入りにくいという要因が影

う・行く)」という変化です。もうひとつ肝心

ウントになることが重要です。

響しているのかもしれませんが、たとえば

なことがあります。「 SNSコミュニティはあ

シャープはフォロワー48万人という驚異的

なたが何屋であり、商品・サービスの強み・

力に優れ、②女性向け商品サービスのア

な数字を記録しています。その立ち位置は

特徴を知っているか」ということです。知

ピールに効果があり、③拡散機能はなく、

「中の人だけれど、大企業の社員ぽくな

られていないのは存在しないのと同じで

④実物がない商品・サービスは難しいの

い」というのがポイントです。「企業の情

す。つまり、ブランディングを徹底的に行な

がポイントです。つまり、Instagramは「雑

報発信ばかりしても、きいてくれるはずが

う必要があります。その3原則は①意図

誌」なのです。2017年から2019年にか

ない…」ということに気づいているわけで

的に、②一貫性をもって、③継続的に行な

けてフォトジェニックな女子のツールから行

す。だから、
「 SNSコミュニティの中にいる

うことです。

動を喚起するツールに激変しています。

Instagramは①ビジュアルによる訴求

気さくなお兄さん( 有名企業の中の人 )」と
して発信しています。自社の採用ページ
を取り上げ「相変わらず美辞麗句で薄っ
ぺらな言葉が並びます。こんな言葉で弊
社へ心が動くとは私だって思いません。

たとえばTwitterは
「回覧板」
次にFacebook、Twitter…などの特徴

…(でも)これだけははっきりと言えます。数

を押さえていきます。Facebookは①世界

年前よりはずっとマシ」と語ります ( 広報か

最大のユーザーを持つSNS、②日本では

15

KVBC REPORT

82 % が投稿をきっかけに行動を起こし、

商売になるの ? 」と問われました。そこには

43 % がブランドサイトやECサイトで商品

明確な意図がありました。表の対象は中

の確認・購入をしています。ビジネスではス

小企業の社長ですが、真の狙いはセミ

トーリーズの活用をお勧めします。インスタ

ナー主催者です。目的はお役立ち情報

映えよりも、画像に文字を入れた紙芝居

で、これによって認知を促進し、関心を高

方式のハウツー系がウケています。LINE

めたのです。最終的に講演の依頼をして

はテキストを中心にしたコミュニケーション

もらうのが目的だったのです。結果的に大

ツールであり、
「メール・チラシ」だと考えて

学や事業者団体でのWeb 講演、公的機

でもらえます。最後にFacebookを使った

ください。Clubhouseは「ラジオの生放

関での講演などが激増しました。実践か

パーソナルブランディング。企業 ( 店 )の場

送」です。そのタイプは①聞いてもらうだ

ら得たYouTubeのコツは①タイトルと説

合、当方が意 図した共 通のイメージを

けの部屋、②質問・相談を受け付ける部

明文に工夫 (サジェスト活用 )、②再生数よ

ユーザー( 見込み客を含む)に持ってもら

屋、③参加者にも発言してもらう部屋、④

りも視聴率の維持を重視、③1動画1テー

う活動ということになりますが、個人のブラ

参加者交流型の会場の4つに分化できま

マの構成、④尺は10分以内 ( 長くても15

ンディングも同様でこちらが意図した共通

す。ビジネスで活用するためには①部屋

分 )、⑤文字 (テロップ・フリップ)で見せてし

のイメージを知人・友人に抱いてもらう活

のトピックを魅力的にする、②トピックに

まう、⑥ブログの中身を動画で見せる、⑦

動です。つまり、
「自分というブランド」を

沿った話をする、③部屋の運営方法を確

タグを工夫するなどです。機材はまずカメ

「知人・友人」から「★★な○○屋さん」と

定する、④仕事に繋がる専門分野の話を

ラ。一眼レフ、ウエブカメラ、ビデオカメラ

思ってもらえれば成功です。当方のケー

する、⑤人間性が伝わるようにするという5

が考えられますが、当方は主に一眼レフを

スでは当初「日本酒の6代目蔵元」という

つのポイントが大切です。

用いました。マイクはコンデンサマイク、ピ

イメージが 浸 透していました。そこで

ンマイク、ガンマイクがありますが、コンデン

「 webのコンサルや講演をしている人」と

大人気YouTubeを
巧みに活用

サマイクをお勧めします。ピンポイントで狙

「胡 散 臭くない講 演 家」であることをア

す。照明はリングライトとビデオライト。美し

ピールするために、品質訴求よりも信用訴

いライティングを望む場合は、前方の左右

求を重 視し、独 立 行 政 法 人のアドバイ

単に運用する方法。たとえば、雨の音だ

および後方からの3点照明がベストです。

ザー、日本最大のネットショップ団体の理

けで420万回、川の音は215万回、食べ

パソコンはデスクトップPCでHDDハード

事長、大手新聞に掲載、府庁・県庁や市

るだけの音が260万回…。快眠に利用し

デスクを用いれば大容量もカバーできま

役所、商工会議所、金融機関、東京大学

たり、面白さがアピールしているわけです。

す。動画編集ソフトも活用してください。

などでの講演実績を積極的に提示しまし

いわゆるユーチューバーはエンターテイ

事務所をスタジオ化し、機材を整備するの

た。投稿頻度は基本的に1日１回がベスト

ナーであり、商売人はこの範疇ではありま

に120万円ほど投資しましたが、短期間

です。ここで最もお伝えしたいことを列記

せん。その展開方法は①ダイジェストムー

で回収できました。

すると、①優れた商品でも、伝わらないと、

続けて大人気のYouTubeを直ちに簡

ビー、②商品・サービスのお役立ち動画、
③サイトへの埋め込み、④ Google 検索か
らの流入、⑤ SNSでの活用、⑥ YouTube
をSNSで拡散などが想定されます。チャ

存在しないのと同じ、②「商品の売り込

Facebookで
個人ブランディング

み」ではなく
「情報」を発信する、③万人
ウケを狙わず、見込み客だけに絞り込む、
④コアな人々に共感してもらう、⑤差別化

マスコミに取り上げてもらうのにはコツが

よりも上の「個性」を発信、⑥共感してくれ

当方はコロナ禍で講演予定が数ヶ月にわ

あります。①新規性 ( 時事性 )、②社会性

た人々に忘れられないようにする、⑦代表

たってすべて中止になった時に、これに即

( 課題解決 )、③物語性 ( 感動・共感 )、④

者自身を売り出す、そして成功している事

応してYou Tubeを開設しました。テーマ

確証性 (データ・裏付け)、⑤絵になるかの

例からヒントを得る(テーマ・コンテンツの内

は中小企業の経営、マーケティング、Web

5条件です。そして、プレスリリースを発信

容、コンテンツの分類方法、更新頻度・時

やSNSの活用、老舗の経営法、事業継

する場合はキャッチコピーを重視し、象徴

間帯、
トーン・マナー、ブランディング、商売

承、起業・創業などです。この時、周囲から

的な絵や図を添付すること。これで相手

への結びつけ方、視聴者との関わり方、

「講演で話している人が無料で発信して

の関心を引くことができれば、本文も読ん

集客方法など)です。

ンネル登録だけがすべてではありません。
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いう認 知を最 大目的にしました。また、

うのであればガンマイクが良いかと思いま

K VBC 2月 例 会

中小企業のための事業承継、Ｍ＆Ａの基本
第一部

講師：京都府事業継承・引継ぎ支援センター 統括責任者代理 宮嶋渉氏
経営者保証コーディネーター 重野利明氏
アシスタントマネージャー 土屋卓氏
第二部 講師：株式会社日本M&Aセンター
上席執行役員 TOKYO PRO Market事業部長 雨森良治氏

日時：2月 17日(木 ) 18:00~20:15

会場：京都経済センター 6階6B会議室

今回の例会では、まず京都府事業継承・引継ぎ支援センターより同センターの概要、新たにスタートした経営者保証解除に向けた支
援制度、最近の引継ぎ支援事例などをご紹介いただきました。次に直近10年間で100件超の「 M&A」成約支援実績を有する㈱日
本 M&Aセンターの雨森 良治氏に中小企業の継承と進展に効果大の「 M&A」戦略の最新情報を多角的な視点から教えていただ
きました。
第一部

相談件数は京都前年比2.4倍
経営者保証の解除も支援
京都府内に事業所を有する中小企業
の事業継承を徹底サポートする公的な窓
口として設置されているのが京都府事業
継承・引継ぎ支援センターです。全国47
都道府県にあり、京都は近畿経済産業
局から京都商工会議所が委託を受けて
運営しています。金融機関・士業団体・産
業支援機関・行政による事業継承ネット
ワークと連携し、①掘り起し事業、②窓口
面談相談、③ M&A 事業者への橋渡し、
④マッチング等継承支援、⑤経営者保証
解除を通じて「中小企業の廃業防止」に
取り組み、技術と雇用を守り、地域経済
活性化を図っています。社会的認知は
年々高まっており、相談件数は京都前年
比2 . 4倍となっています。まずはお電話で
お問合せください。専門家が様々な助
言・情報提供を行い、事業継承計画の策
定支援など全面的にバックアップします。
秘密厳守・相談無料です。
事業継承で大きなネックになっているの
が経営者保証です。これを理由に継承
を拒否している後継者が多いのです。こ
のような状況を踏まえて2020年4月から

経営者保証解除に向けた新たな支援制
度がスタートしました。事業継承に焦点を
当てた「経営者保証に関するガイドライ
ン」特則の適応を金融庁が金融機関に
対して指導しています。必要な要件を満
たせば、
「経営者保証コーディネーター」
による支援制度によるサポートが実施さ
れ、新たに創設された「事業継承特別保
証制度」も活用が可能になります。①保
証 限 度 額2 . 8億 円 ( 内、無 担 保8000万
円 )、②保証期間・分割返済の場合10年
以内 ( 措置期間1年以内 )、③保証料率・
経営者保証コーディネーターによる確認
を受けた場合0 . 45 % 〜1 . 90 % が0 . 20 %
〜1 . 15 %に大幅軽減されます。
新聞やテレビでも紹介された直近の事
業引継ぎ支援事例として第三者継承・事
業 譲 渡の「平 井 常 榮 堂 薬局」がありま
す。300年以上続く和漢薬専門店の経
営者・平井正一郎氏さんは70歳を過ぎて
廃業を想定していました。顧客だった古
川和香子さんは薬剤師として漢方薬局
などで働く傍ら、国際中医師の資格認定
を得るなど以前から漢方や生薬に魅力
を感じており、後継者が不在であることを
知りって継承できればと思うようになった
のです。平井さんも古川さんの実直な人
柄と熱意に触れて「この人なら店を任せ
られる」と直感。二人で京都府事業承
継・引継ぎ支援センターを訪れ、必要な
手続きや手順のアドバイスを受け、事業
計画のブラッシュアップや金融機関との
橋渡しによる資金調達の支援も得ること
ができ、昨年新たに高野の地で「平井常
榮堂薬局」をオープンしました。老舗の
商品、顧客、歴史ある暖簾と信用などの
「資産」も引き継いだ成約事例です。

第二部

ベンチャー企業も老舗も
「M&A」を考える時代が到来
厚生労働省が作成した「働く人を起点
としたここ20年間の成長度」( 1995年を
100とした場合の2015年の数値 )によっ
て世界と日本の労働生産性と賃金の関
係を確認することができます。たとえば、
日本の労働生産性は120で米国の数値
は135です。成 長 度では劣っています
が、着実に伸びています。問題なのは賃
金です。米国の130に対して日本は98で
す。過 去20年 間で横 這 いどころか 下
がっています。まさに「失われた20年」
です。日本の経営者の奮起を促すことが
私の使命だと考えています。では、企業
戦略としてどのようなものが有効なのか。
経営者が活用すべき2大成長戦略ツー
ルは「M&A( 合併・買収 )」と「IPO( 株式
上場 )」です。前者は買収あるいは売却
によって業界再編を誘発し、後者は組織
経 営 を 追 求 し ま す。 今 回 は 特 に
「 M&A」についてお話したいと思ってい
ます。私は主に買い手企業をサポートし
ていますので、その視点から述べます。
近 年、会 社 の 存 続と発 展 を 求 め て
「 M&A」が急増しています。買い手は
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業界再編で「勝ち組」になることを目指
し、売り手は後継者問題の解決策として
最適だからです。日本国内企業による
「 M&A」件 数の推 移を見ると2011年
= 1 , 687件 が2021年 = 4 , 280件まで 激
増しています。「 M&A」は別世界のこと
ではなく、非常に身近な企業戦略なので
す。ベンチャー企業も老舗も「 M&A」を
考 える時 代 が 到 来しているの で す。
「 M&A」による売却と聞くと一般的には
「会社の業績が悪化して…」というマイ
ナスのイメージを抱く人が多いかもしれま
せんが、実際はまったく異なります。たと
えば現在、コロナ禍の影響を特に強く受
けている観光業界や飲食業界は売却し
たくてもできません。買い手がいないから
です。「 M&A」の対象になるのは業績
の優れた会社です。平均して4〜5社が
買いに来ます。売り手市場であり、この
傾向は今後も続くと予測されています。
ちなみに、全国後継者不在企業動向調
査 に よ ると2021年 度 の 不 在 率 は
61 . 5 %。半数以上の企業が後継者不在
という状 況なのです。そのまま行けば
「廃業」を選択しなければなりません。休
廃業解散企業動向調査を見ると2020年
度に休廃業・解散した企業は49 , 698社
に達しています。倒産は7 , 773件ですか
ら桁違いに多い。「 M&A」による継承・
存続の重要さが浮き彫りになっています。
M&A 仲 介 協 会 へ 所 属 し て い る
「 M&A」の専 門 会 社だけで国 内に約
400社あります。この多さからも市場規模
の大きさが実感でき、
「 M&A」が身近な
ものになっていることが分かります。弊社
の関連会社にネット専業の㈱バトンズがあ
ります。その 市 場も「 M&A」アドバイ
ザ ー1 , 200社、 売 主3 , 814社、 買 主
119 , 730社、マッチング頻度45 , 000社と
なっています。

売却は 負け組の戦略
ではない
対象となるのは優良企業
次に「 M&A」のトレンドですが、先ほ
ども述べましたように「M&A」による売却
は”負け組の戦略”ではありません。次代
に生き残るために成長できるパートナーを
探すのが目的です。業績が厳しいので
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仕方なく引き取ってもらうのではありませ
ん。私は100件超の「M&A」実績があり
ますが、その中の約30 %は無借金経営
の会社でした。この事例でも優秀な企業
が求められていることが分かります。
「 M&A」で 売 却した 経 営 者 の 年
齢 分 布 で は 〜59歳 = 34 %、60〜69歳
= 33 %、70歳 〜 = 33 %となっています。
売却の若年化が進んでおり、50代での
売却は一般的になっています。では、売
れる確率・売却金額に最も影響するのは
何なのか。業種です。同業再編では薬
局、病院、スーパーなどが注目されていま
す。プロパンガスも安定した売上が今後
も見込めるので需要が多い。異業種連
携では電気工事、空調工事、産業機械・
設計などが好まれ、印刷やアパレルは敬
遠されています。これらの業種の場合は
売り手から買い手に転ずる戦略も考えら
れます。たとえば、ある印刷会社はHP
制作会社を買収して業務内容を拡大し
ています。中小 企 業の「 M&A」では、
『業 種×地 域』の組み合わせを拡げれ
ば、株価で評価されやすく成約率も高ま
る傾向にあります。同業種で県内は9 %、
県外は17 %、異業種で県内は21 %、県
外は53 %という数値が出ています。「株
価の物差し━ M&A 株価の考え方」で
すが、代表的な評価方法として「アセット
アプローチ」があります。資産時価－負
債時価 = 時価純資産で、これに営業権
を加えたのが企業価値です。一般的に
相 続 税 評 価を目安 にしがちで す が、
M&A 評価では、株価が3〜5倍になるこ
ともあり、注意すべきです。

継承と成長を同時に
実現した事例
社員を伸ばす「M&A」戦略
PMI後のIPO
「 M&A」の成功イメージを掴んでもら
うために、事例を挙げます。一つ目は将
来の成長を求めて親族ではなく第三者
に売 却を決 断した老 舗 飲 食 業による
「 M&A」です。買い手の「一風堂」は
「女性がジャズを聴きながらラーメンを愛
でる」という大手・ブランド店。売り手の
「因幡うどん」は福岡に4店舗を展開す

る老舗・こだわり店。これがコラボレーショ
ンすることによって激戦区・福岡空港に新
規出店を実現し、事業継承と成長戦略
を同 時 に 実 現したので す。二 つ目は
「 M&A」を重ねて業界再編で先行し、
社員が育つ・成長することによって企業
価 値も向 上したプラットフォーマーの
「 M&A」。会社名はメイホーグループ。
「地域企業支援で地域創生の旗手に」
を理念に掲げ、持株会社の下に建築関
係サービス事業5社、人材関連サービス
事業4社、環境修復事業建設業3社、介
護事業1社を展開し、年商50億円を超
え、すでに上場を果たしています。事前
に幹部候補社員がいることを見極めて
「 M&A」を実 施し、新たな社 長として
次々に登用。それがグループ活性化の
原動力になっています。「 M&A」検討
から交渉・契約まで以前は1年前後の時
間をかけていましたが、現在は3 ヶ月程
度です。スピード感のある対応が必要で
す。買い手は、まず情報収集、売り手は
自社分析を行います。その後、秘密保持
を背景に商談を開始。基本合意、買収
監査、最終契約に進みます。会社を買っ
た後の重要ポイントは4つです。まず揺る
ぎない企業理念、経営数値の見える化、
明確な管理会計、適切な人事評価が成
長の柱になります。さらに、収益性と社会
性を持った組織経営ができる企業になる
のが勝ち組の条件です。これを確実に
実現するためには上場 (IPO) が最適で
す。中小企業でも上場できる東証の新し
い株式市場としてTOKYO PROMarket
があります。①自由度が高い = 一般投
資家は参加しない、②小規模でも狙える
= 形式基準なし、③短期間で目指せる=
監査期間1年、④安心して取り組める=
上場前もその後もJ-Adviser が伴走とい
うのが特徴です。

会員企業一覧
アド・アソシエイツ ㈱

㈲ 最善

中沼アートスクリーン ㈱

㈱ アラキ工務店

㈱ サカノシタ

㈱ ナクアス

いつわ法律事務所

サムコ ㈱

㈱ 日本電算機標準

上村ガラス ㈱

シスポート ㈱

ハムス ㈱

㈱ VOGA

㈱ スリーエース

林運輸 ㈱

エクセレンス ㈱

㈲ セクレタリアット

弁護士法人伏見総合法律事務所

㈲ エスアールフードプロデュース

㈱ ゼロワン

むかい法律事務所

㈱ エム･アイ･ケー

大洋エレックス ㈱

武藤社会保険労務士事務所

御池総合法律事務所

大東寝具工業 ㈱

優司法書士法人

㈱ カスタネット

㈱ 田中プリント

㈱ LinkTree

㈲ 京都旅企画

㈱ つえ屋

Renbird ㈱

㈱ クロスボーダース

税理士法人Ｔ・Ｙパートナーズ

㈱ ログレス貿易

建都住宅販売 ㈱

㈱ とめ研究所

㈱ 和光舎

賛助会員
有限責任監査法人トーマツ京都事務所

京都中央信用金庫

㈱ 京都銀行

京都リサーチパーク ㈱

京都信用金庫

永い 間 、本 当 に あ りがとうございました！
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