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～目的を達成するために～

響く企画書の作り方



企画って何？

きかくきかくきかくきかく【【【【企画企画企画企画・・・・企劃企劃企劃企劃
▼▼▼▼

】】】】

（ 名 ） スル

実現すべき物事の内容を考え

その実現に向けての計画を

立てること。立案すること。

また、その計画や案。

三省堂三省堂三省堂三省堂 大辞大辞大辞大辞林林林林よりよりよりより



企画が満たすべき３つのポイント

・・・・なんらかのなんらかのなんらかのなんらかの利益利益利益利益を創出できることを創出できることを創出できることを創出できること

・・・・なんらかなんらかなんらかなんらかの「の「の「の「目新しさ目新しさ目新しさ目新しさ」がある」がある」がある」があることことことこと

・・・・実現実現実現実現するためのするためのするためのするための方向性方向性方向性方向性・・・・具体性具体性具体性具体性

ががががあることあることあることあること



①問題の発見→課題の明確化

②課題解決のキーとなるターゲットの設定

③分析を通して実現プランを作る

企画づくりの３つのステップ



現状とあるべき姿の

ギャップ

現在置かれている状況と、思い描いているあるべき姿との差

問題とは？

現在

理想
問

題



問題を問題として認識する手順問題を問題として認識する手順問題を問題として認識する手順問題を問題として認識する手順

②それって本当に問題なの？

③本当に解決しなければいけないの?

①誰が? 何に? なぜ? 困っている

●●●●5555WWWW4444HHHHをををを活用活用活用活用し考えるし考えるし考えるし考える

5555WWWW：：：：WhyWhyWhyWhy、、、、WhatWhatWhatWhat、、、、WhereWhereWhereWhere、、、、WhoWhoWhoWho、、、、WhenWhenWhenWhen

4444HHHH：：：：How toHow toHow toHow to、、、、How muchHow muchHow muchHow much、、、、How How How How manymanymanymany、、、、How longHow longHow longHow long

現状把握 精査 問題発見



ちょっと寄り道



問題問題問題問題から課題へから課題へから課題へから課題へ

「課題とは、「課題とは、「課題とは、「課題とは、問題問題問題問題を解決するためを解決するためを解決するためを解決するためにににに

何何何何をすべきをすべきをすべきをすべきかをかをかをかを設定したもの設定したもの設定したもの設定したもの」」」」



（１）顧客クレームが多い（１）顧客クレームが多い（１）顧客クレームが多い（１）顧客クレームが多い

キキキキ

（２）コストを削減する（２）コストを削減する（２）コストを削減する（２）コストを削減する

きききききききき

（３）品質向上に努める（３）品質向上に努める（３）品質向上に努める（３）品質向上に努める

キキキキキキキキ

（４）組織方針が不透明（４）組織方針が不透明（４）組織方針が不透明（４）組織方針が不透明

問題問題問題問題と課題のと課題のと課題のと課題の違い違い違い違い



（１）顧客クレームが（１）顧客クレームが（１）顧客クレームが（１）顧客クレームが多い多い多い多い→→→→問題問題問題問題

（２）コストを削減する（２）コストを削減する（２）コストを削減する（２）コストを削減する →→→→課題課題課題課題

（３）品質向上に努める（３）品質向上に努める（３）品質向上に努める（３）品質向上に努める →→→→課題課題課題課題

（４）組織方針が不透明（４）組織方針が不透明（４）組織方針が不透明（４）組織方針が不透明 →→→→問題問題問題問題



フレームワークフレームワークフレームワークフレームワーク

＜＜＜＜フレームワークメリットフレームワークメリットフレームワークメリットフレームワークメリット＞＞＞＞

1.思考の枠を広げられる
2.情報収集の方向がわかる
3.情報の整理方法がわかる
4.問題解決が早い

＜＜＜＜デメリットデメリットデメリットデメリット＞＞＞＞

フレームワークが全てと思考が固執してしまう



自社自社自社自社≪≪≪≪CompanyCompanyCompanyCompany≫≫≫≫

自社の収益性、技術力、ブランド力など強み自社の収益性、技術力、ブランド力など強み自社の収益性、技術力、ブランド力など強み自社の収益性、技術力、ブランド力など強み

経営資源や企業活動について定性的・定量的に経営資源や企業活動について定性的・定量的に経営資源や企業活動について定性的・定量的に経営資源や企業活動について定性的・定量的に

把握する把握する把握する把握する

競合競合競合競合≪≪≪≪CompetitorCompetitorCompetitorCompetitor≫≫≫≫

参入障壁、シェアなど自社の相対的な強みや参入障壁、シェアなど自社の相対的な強みや参入障壁、シェアなど自社の相対的な強みや参入障壁、シェアなど自社の相対的な強みや

弱みを把握するため、競合の現状を把握する弱みを把握するため、競合の現状を把握する弱みを把握するため、競合の現状を把握する弱みを把握するため、競合の現状を把握する

顧客顧客顧客顧客≪≪≪≪CustomerCustomerCustomerCustomer≫≫≫≫

市場規模、ニーズ、市場の成長度など自社の市場規模、ニーズ、市場の成長度など自社の市場規模、ニーズ、市場の成長度など自社の市場規模、ニーズ、市場の成長度など自社の

サービスに対する顕在・潜在顧客の現状を把握サービスに対する顕在・潜在顧客の現状を把握サービスに対する顕在・潜在顧客の現状を把握サービスに対する顕在・潜在顧客の現状を把握

するするするする

3Ｃ
3つの視点で企業や組織の現状把握に用い、

成功要因を見つけ、差別化戦略等に活用



Company

Customer Competitor

・医療的側面が強く

様々な症例に対応できる

・手軽さがない

・効果の即効性が感じにく

い

・資金力に限界がある

・一般的認知が低い

・チェーン化等が難しく

大規模化が難しい

・気楽に治療が

受けられる

・無資格でもでき人材確保

が容易

・チェーン化で

資金力が強い

・効果の即効感がある

・年齢層が高い

・メンテナンス需要は裾野

が広く拡大できる

・趣味・リラクゼーション

健康にはお金をかける

・効果が認知されれば

動きは速い



外部環境や内部環境を強み 、弱み 、機会 、

脅威 の4つのカテゴリーで要因分析し、

事業環境変化に対応した経営資源の最適活

用を図る経営戦略策定方法

SWOT分析分析分析分析





S W

O T

・治療から予防迄、守備範囲が広い
・スポーツ選手の顧客がついている
・薬投与の厳しい乳幼児対応ができる

・2020年にオリンピックが開催される
・高齢者が増え慢性疾患が増加している
・健康志向が進んできている
・西洋医療との併用が可能
・WHO(世界保健機関)も認める効果
・ペットの鍼治療も行われている治療
・国の政策が健康にも力を入れてきてる

・鍼灸院が飽和状態
・スポーツ選手の顧客がついている
・会話が苦手な人が多い
・治療費の負担が大きい
・治る明確な治るロジックが示しずらい
・治療数などの統計データーが少ない

・マッサージ・整体など手軽なものが台頭
・漢方・温泉治療



S
・治療から予防迄、守備範囲が広い
・スポーツ選手の顧客がついている
・薬投与の厳しい乳幼児対応が
できる

O
・2020年にオリンピックが開催される
・高齢者が増え慢性疾患が増加している
・健康志向が進んできている
・西洋医療との併用が可能
・WHO(世界保健機関)も認める効果
・ペットの鍼治療も行われている治療
・国の政策が健康にも力を入れてきてる

W
・鍼灸院が飽和状態
・スポーツ選手の顧客がついている
・会話が苦手な人が多い
・治療費の負担が大きい
・治る明確な治るロジックが示しずらい
・治療数などの統計データーが少ない

T
・マッサージ・整体など手軽なものが台頭
・漢方・温泉治療

積極的戦略
段階的施策

差別化戦略
専守防衛・撤退



ロジックツリー

鍼灸院の鍼灸院の鍼灸院の鍼灸院の

来院者を来院者を来院者を来院者を

増やすに増やすに増やすに増やすに

はははは

既存患者既存患者既存患者既存患者

新規患者新規患者新規患者新規患者

疾病治療疾病治療疾病治療疾病治療

メンテナメンテナメンテナメンテナ

ンスンスンスンス

未病未病未病未病

西洋医学西洋医学西洋医学西洋医学

からからからから

効果の実感効果の実感効果の実感効果の実感

治療費治療費治療費治療費

スポーツスポーツスポーツスポーツ

リラクゼーリラクゼーリラクゼーリラクゼー

ションションションション

リラクゼーリラクゼーリラクゼーリラクゼー

ションションションション

認知不足認知不足認知不足認知不足

治療不安治療不安治療不安治療不安

移行移行移行移行

併用併用併用併用

技術・知識向上技術・知識向上技術・知識向上技術・知識向上

負担負担負担負担軽減施策軽減施策軽減施策軽減施策

団体・指導者との関係構築団体・指導者との関係構築団体・指導者との関係構築団体・指導者との関係構築

院内雰囲気・接客の質向上院内雰囲気・接客の質向上院内雰囲気・接客の質向上院内雰囲気・接客の質向上

体験治療・治療理解推進体験治療・治療理解推進体験治療・治療理解推進体験治療・治療理解推進

治療範囲の周知治療範囲の周知治療範囲の周知治療範囲の周知

病気・治療知識習得病気・治療知識習得病気・治療知識習得病気・治療知識習得

医師とのコラボ医師とのコラボ医師とのコラボ医師とのコラボ

①問題提起①問題提起①問題提起①問題提起 ②枠組み・モノの切り口②枠組み・モノの切り口②枠組み・モノの切り口②枠組み・モノの切り口 ③初期仮説③初期仮説③初期仮説③初期仮説

枠組みに枠組みに枠組みに枠組みに

対する答え対する答え対する答え対する答え

目的目的目的目的 ターゲットターゲットターゲットターゲット 課題課題課題課題

④根拠・情報④根拠・情報④根拠・情報④根拠・情報

上位層を支える上位層を支える上位層を支える上位層を支える

証拠証拠証拠証拠

⑤結論⑤結論⑤結論⑤結論



鍼灸体験会

広報誌発行 ラジオCM

Face book作成・更
新



物事を見る時に、わざと立場を変えてみて

（かぶる帽子を変えて）判断することで違った

見方を得る手法。

水平思考の水平思考の水平思考の水平思考の6つのつのつのつの帽子帽子帽子帽子

白：事実（事実認識白：事実（事実認識白：事実（事実認識白：事実（事実認識））））

客観的に事実を受け入れる客観的に事実を受け入れる客観的に事実を受け入れる客観的に事実を受け入れる

赤：感情（直観赤：感情（直観赤：感情（直観赤：感情（直観））））

直観的直観的直観的直観的に判断に判断に判断に判断するするするする

黒：批判（リスク思考黒：批判（リスク思考黒：批判（リスク思考黒：批判（リスク思考））））

批判的批判的批判的批判的なななな意見意見意見意見

黄：楽観（プラス思考黄：楽観（プラス思考黄：楽観（プラス思考黄：楽観（プラス思考））））

楽観的楽観的楽観的楽観的な意見な意見な意見な意見

緑：創造（創造的緑：創造（創造的緑：創造（創造的緑：創造（創造的思考）思考）思考）思考）

創造的創造的創造的創造的思考思考思考思考

青：概観（全体整合青：概観（全体整合青：概観（全体整合青：概観（全体整合））））

全体全体全体全体を俯瞰するを俯瞰するを俯瞰するを俯瞰する



問題；真空の問題；真空の問題；真空の問題；真空のビンビンビンビン

学校の実験で、町の中心の大気汚染の度合いを調べることになった。

女の子が、街の中心部の空気を、サンプルとして採ってくるよういわれた。

女の子が持っていたのは、ふたのついたビンである。しかしビンの中には

もともときれいな空気が入っている。女の子はどうやって、ビンの中にも

ともと入っている空気を外に出して、街の空気をいっぱいに入れたのだろ

う？？

ビンに水をいっぱいまで入れておき、ビンに水をいっぱいまで入れておき、ビンに水をいっぱいまで入れておき、ビンに水をいっぱいまで入れておき、

街で捨てたのだった。街で捨てたのだった。街で捨てたのだった。街で捨てたのだった。

一休み



問題；村一番のお馬鹿さん問題；村一番のお馬鹿さん問題；村一番のお馬鹿さん問題；村一番のお馬鹿さん

ある村の住民たちは、よくその村の一番のお馬鹿さんのことを笑っていた。

彼はピカピカの５０セントコインとくしゃくしゃの５ドル札を差し出され

ると、いつも喜んで５０セントコインを取る。５ドル札は５０セントの

１０倍の価値があるのに、どうしていつも彼は５０セントのコインを選ぶ

のだろう？

彼は自分が５０セントコインを選び続ける限り、

周りが面白がってコインかお札かを選ばせ続ける

事を知っていた。

そして、一度でもお札を取ってしまったら、コイ

ンとお札を選ばせてもらえなくなり、５０セント

をもらえなくなることを理解していたのだ。



企画書を作る最終目的は

「プレゼン対象を説得し、自分の思い

描いているものを実現すること」



人を4つのタイプに分類し、タイプに合わせ

た対応をすることで、スムーズなコミュニ

ケーションが取れる手法。

ソーシャルスタイル分析ソーシャルスタイル分析ソーシャルスタイル分析ソーシャルスタイル分析



ドライビング（自己主張：高、感情表出：低）ドライビング（自己主張：高、感情表出：低）ドライビング（自己主張：高、感情表出：低）ドライビング（自己主張：高、感情表出：低）

特徴特徴特徴特徴

リーダー傾向がある。

完璧主義である。

人に指示されることが嫌い。

判断力がある。

一般に「仕事ができる」タイプ。

リーダーシップを発揮する、または発揮したがる。

衝突を恐れない。

人を褒めるのが苦手。

ドライにビジネスを優先させる。

見分け方見分け方見分け方見分け方

論理的に話す。

口調が早い。

自己主張をしっかりする。

計画を立てることも実行することも得意。

横からの口出しに反発する傾向がある。

表情はきつく、怖いイメージもある。

効果的な接し方効果的な接し方効果的な接し方効果的な接し方

ロジックに裏打ちされた考えを、「こうしたい」という想いに乗せて伝える事ロジックに裏打ちされた考えを、「こうしたい」という想いに乗せて伝える事ロジックに裏打ちされた考えを、「こうしたい」という想いに乗せて伝える事ロジックに裏打ちされた考えを、「こうしたい」という想いに乗せて伝える事。。。。

「教えて欲しい」という接し方がベター。

説明や連絡をきちんとする。

結論を先に伝える。

指示するのではなく、目的や意義を伝えて任せる。



アナリティカル（自己主張：低、感情表出：低）

特徴特徴特徴特徴

分析を好む。

職人や技術者、研究者に多いタイプ。

コツコツ積み上げるタイプ。

曖昧なことは発言しない。

見分け方見分け方見分け方見分け方

いつも冷静。

正確さを求められる仕事が得意。

アイデアを出したり、場を盛り上げたりするのは苦手。

計画を立てることが得意。

行動は慎重。

口数は少なく、意見を冷静に分析して、現実的な発言をする。

いい加減な対応や仕事を嫌う。

効果的な接効果的な接効果的な接効果的な接し方し方し方し方

徹頭徹尾徹頭徹尾徹頭徹尾徹頭徹尾、「したい」「と思う」ではなく、論理的に事実に基づいた見解と想定を伝える事。、「したい」「と思う」ではなく、論理的に事実に基づいた見解と想定を伝える事。、「したい」「と思う」ではなく、論理的に事実に基づいた見解と想定を伝える事。、「したい」「と思う」ではなく、論理的に事実に基づいた見解と想定を伝える事。

時間をとり具体的な会話をする。

意見を求めるときは時間を与える。

会議で意見を聞くときは、前もって質問を伝えておき、準備の時間を与える。



エクスプレッシブ（自己主張：高、感情表出：高）

特徴特徴特徴特徴

場を盛り上げる、または盛り上げようとする。

楽天的。羽目をはずすこともある。

飽きっぽく、忘れやすい。

褒められることが好き。

企画やアイデアを出すことが好き。

あいまいなアイデアを出す。

人と接する仕事を好む。

プロジェクトを立ち上げるのは得意だが継続が苦手。

計画を立てることも実行するのも苦手。

行き当たりばったりの傾向。

安請け合いする。

見分け方見分け方見分け方見分け方

口調が早い。テンポよく喋る。

人前が苦にならない。

身振り手振りが多い。

表情豊か。

話が大げさになりがち。軽い人にみえることもある。

効果的な接し方効果的な接し方効果的な接し方効果的な接し方

アツアツアツアツいいいい人で行きましょう。できる・できないではなく、やるかやらないか人で行きましょう。できる・できないではなく、やるかやらないか人で行きましょう。できる・できないではなく、やるかやらないか人で行きましょう。できる・できないではなく、やるかやらないか。。。。

楽しんで会話をする。大げさに相槌を打つ。

会話を止めたいときは率直に伝える。

忘れっぽく安請け合いする傾向があるのでリスクマネジメントする。

曖昧なアイデアに対しては、批判するのではなく実行のためのサポートをする。

飽きっぽいので進捗は確実にチェックする。



エミアブル（自己主張：低、感情表出：高エミアブル（自己主張：低、感情表出：高エミアブル（自己主張：低、感情表出：高エミアブル（自己主張：低、感情表出：高））））

特徴特徴特徴特徴

いつもニコニコしている。

縁の下の力持ち的な存在。

頼まれ事を断れない。

人のサポートをする仕事に就く人も多い。

八方美人。

リーダーの仕事は苦手。

見分け方見分け方見分け方見分け方

口調がゆっくり。穏やかにしゃべる。

人前でしゃべることが苦手。

相手の話をよく聞く。

頼まれると断らない。

褒められると謙遜する。

効果的な接効果的な接効果的な接効果的な接し方し方し方し方

協調協調協調協調、同意。相手の話に共感する事が秘訣、同意。相手の話に共感する事が秘訣、同意。相手の話に共感する事が秘訣、同意。相手の話に共感する事が秘訣。。。。

感謝の気持ちを伝える。

必要であることを伝える。

ストレートな会話が苦手なので、本音を聞きたいときは穏やかに会話する。

仕事を任せるときは定期的に声をかける。



目的設定

•問題の洗い出し

•課題の明確化

現状分析

•3Cやロジックツリーなどのフレームを使い整理・分析

•ターゲットの明確化

情報収集

•新聞・アンケート・調査会社データー等を活用し市場分析

•水平思考を使用し様々な視点で分析

プレゼン相手

を知る

•ソーシャルスタイル活用

企画書

作成

•相手に合わせた体裁選択

•言葉の統一

流れ流れ流れ流れのまとめのまとめのまとめのまとめ



企画書企画書企画書企画書の一般的な目次の一般的な目次の一般的な目次の一般的な目次

１１１１．．．．表紙表紙表紙表紙

２２２２．．．．目次目次目次目次

３３３３．．．．企画企画企画企画のののの目的目的目的目的とととと目標目標目標目標

４４４４．．．．顧客分析顧客分析顧客分析顧客分析・・・・市場調査市場調査市場調査市場調査

５５５５．．．．企画企画企画企画のコンセプト・ターゲットのコンセプト・ターゲットのコンセプト・ターゲットのコンセプト・ターゲット

６６６６．．．．プランプランプランプラン

８８８８．．．．予算予算予算予算・・・・収支収支収支収支

７７７７．．．．フローチャート・スケジュールフローチャート・スケジュールフローチャート・スケジュールフローチャート・スケジュール

９９９９．．．．参考資料参考資料参考資料参考資料

・・・・企画企画企画企画のののの目的目的目的目的がはっきりがはっきりがはっきりがはっきり伝伝伝伝わるようなわるようなわるようなわるようなものものものもの

・・・・企画書企画書企画書企画書のののの構造的構造的構造的構造的なななな概要概要概要概要

・・・・企画意図企画意図企画意図企画意図・・・・目的目的目的目的をををを単純単純単純単純明快明快明快明快にににに表現表現表現表現、、、、因果因果因果因果
関係関係関係関係をををを図解図解図解図解

・フレームなどを・フレームなどを・フレームなどを・フレームなどを使用使用使用使用しししし多角的多角的多角的多角的にににに分析分析分析分析

・・・・調査分析概要調査分析概要調査分析概要調査分析概要をををを記記記記しししし、、、、因果関係因果関係因果関係因果関係をををを表現表現表現表現

・・・・具体的具体的具体的具体的なアクションプランとなアクションプランとなアクションプランとなアクションプランとしてしてしてして表記表記表記表記

・プラン・プラン・プラン・プランのののの準備準備準備準備～～～～終了迄終了迄終了迄終了迄をををを、、、、具体的具体的具体的具体的なななな
数字数字数字数字・・・・日程日程日程日程をををを表記表記表記表記

・・・・立上立上立上立上げコストげコストげコストげコスト～～～～収益予測収益予測収益予測収益予測などなどなどなど表記表記表記表記

・マーケティング・マーケティング・マーケティング・マーケティング資料資料資料資料やアンケートやアンケートやアンケートやアンケート調査調査調査調査
などをなどをなどをなどを添付添付添付添付



企画書の基本構成企画書の基本構成企画書の基本構成企画書の基本構成

１．表紙１．表紙１．表紙１．表紙

最初に視覚に入る重要な項目。 相手に企画の全体がはっきり伝わる

ようなものにする。

２．目次２．目次２．目次２．目次 企画書の概要を端的に表記。

３．企画の目的３．企画の目的３．企画の目的３．企画の目的

（課題）（課題）（課題）（課題）

課題・ポイントを明確に！図解などを使用し因果関係などを端的に表

現する。

４．市場調査・分析４．市場調査・分析４．市場調査・分析４．市場調査・分析

企画の有効性を裏づけるために、マーケット・社会環境等や自社など

の内部要因等を調査・分析し結果を記載。

・ＳＷＯＴ分析、調査データーの紹介

５．５．５．５．解決策（企画解決策（企画解決策（企画解決策（企画）

調査分析結果をベースに、課題や問題点をどう解決するかの企画の

方針、戦略等を表記

・ロジックツリー、水平思考の六つの帽子

６６６６．スケジュール．スケジュール．スケジュール．スケジュール 日程、行程、人員など具体的な数字で目標をはっきり表記。

７７７７．．．．費用費用費用費用 どれくらいのコストがかかり、回収はどの部分でできるのかを表記

８８８８．参考資料．参考資料．参考資料．参考資料 マーケティング資料やアンケート調査結果、組織体制などを添付

プレゼン相手により構成を変更する

・ソーシャルスタイル


