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＜登壇者＞

吉岡 憲章
未来事業株式会社 代表取締役 経営プロデューサー 経営学博士（Ph.D.）MBA

早稲田大学第一理工学部卒業 多摩大学院博士後期課程修了。日本経営学会員、

日本ドラッカー学会員。日本ビクター勤務を経て、経営コンサルタント会社を創業。

さらに経営を実体するために電子機器製造・販売業ほか13社を創業・経営を併行。

下請けからメーカーまで、工場から居酒屋まで、さらには起業から上場、倒産から再建と経営のあらゆ

る局面において陣頭に立ち指揮を取り続けてきた経験を持つオンリーワン的経営コンサルタント。

自らの経験に裏付けされた独特の改革手法により、1,100社余の中小企業の経営改革・成長を実践的

指導・支援を行い、数多くの企業を“1年間で赤字脱却・健全経営”へと導びき「常識破りの経営

コンサルタント」と称されている。

著書に『定年博士』（きずな出版）、『会社が赤字とわかったとき読む本』（PHP）、『社長の器』

（PHP）、『一年で儲かる会社にしようじゃないか』（日本実業出版社）、『潰れない会社にするため

の12講座』（中公ラクレ）、『勝ち抜くための経費削減』（朝日新聞社）、『小さな会社が成功する

法』（廣済堂出版）、他多数。さらに、経済専門誌にも多くの執筆や、経営者、金融マン、税理士、

コンサルタントなど専門家を対象に講演・セミナーを行っている。 2



１．ニーズとウォンツ

ニーズ：NEED(S)

顧客の欲求。漠然としたもの、自覚のないもの、解決不能と思われているも

のも含まれる。人々が生活したり仕事をする上で感じる“現状”の様々な不満

や欠乏が“理想的な状態”と比較したときのギャップ。（目的）

ウォンツ:WANT(S)

ある商品・サービスを“欲しい”と顧客が考えている状態のこと（手段）

例
主婦Aさんの日常 パート勤めをしながら、家事や子育てに忙しい毎日を過ごしている。
こまめに洗い物もできない状況。このままでは雑用に追われ疲れてしまう。何とか時間節約して
ゆとりを持ちたい。そのためには、楽にキッチンをきれいにできると考えて“食器洗い機”を
買いたいと思った。

Aさんのニーズ：時間を節約してゆとりを持ちたい

ウォンツ：食器洗い機を買う
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ニーズとウォンツの関係

ニーズ ウォンツ

のどが渇いている 水が飲みたい

ジャガイモの皮むきが苦手 ピーラーが欲しい

クラス会でチョット注目されたい ブランドバックがほしい

ニーズ ウォンツ

時に無自覚的 常に自覚的

ニーズを満たす商品やサービスがま
だ存在しないこともある

商品・サービスありき

購買行動から遠い
購買行動に比較的近い（ただし「吟
味中」「予算の確保中」など理由は
さまざま

①顧客に“ニーズ”を自覚させ、自社製品・サービスへの“ウォンツ”に転換させる

②顧客の“ウォンツ”を“ニーズ”に置き換えて“本質的ニーズ”を見極める
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① インターネット上の情報を参考にする

SNS上で投稿した日常的な会話や行動データを収集し分析する手法。

顧客の生の声が聞ける。アンケートと異なり自由な内容を投稿するため顧客目線

での意見を発見できる手軽に収集できるが、発言者の属性の把握が難しく、

データの信頼性が低い

② 顧客からアンケートを取る

知りたい情報に対して回答してもらうことができ属性も把握できる。

従って顧客ニーズを把握する方法として実施しやすい

最大のメリットは顧客の評価を聞けること 欠点としては回答に対して深掘り

することが難しい

１）顕在ニーズ分析

２．顧客のニーズの把握の主な方法
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２）潜在ニーズ分析

①RFM分析：Recency（最近の購入日） Frequency（頻度） Monetary（金額の大きさ）

新規顧客、休眠顧客、優良顧客など、顧客のロイヤルティを基準にグループ分けして分析。これにより商品

を購入してくれる可能性が高い顧客にアプローチすることが可能となる

②CTB分析：Category（カテゴリ）Taste（テイスト）Brand（ブランド）の３つを指標にして分析。

今後顧客がどのような商品を購入するか購入予想を行う

Category:大カテゴリ（ファッション、グルメなど）、小カテゴリ（ファッションのなかでもトップスや靴な

ど）で分類し、顧客の大まかな趣向を把握。Tasteでは色や模様など、どういった風合いを好むのか把握。

ブランドではファッションブランドやキャラクターなど、好みのブランドを把握でき、CTB分析により次に

購入しそうな商品を薦めることができる

③セグメンテーション分析：どの市場を狙っていくのか戦略を立てる際に市場全体を細分化して顧客を

分類化（セグメンテーション）

インターネットやスマホ時代はマスメディアから離れる世代増加、顧客ニーズが多様化。

年齢、職業、ニーズなど特定の基準をもとに市場を細分化してターゲット顧客を絞るマーケティングが主流

口紅であれば女性、ネクタイであれば男性購入可能性が大。セグメンテーション分析で年齢、性別、職業を

基準にして市場を細分化することで狙うべきターゲットや新たなニーズを発見できる
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「人間の根源的な欲求」から沸き起こる顧客のニーズ

・人間をより深く知ろうとする探求心

・直感と論理を行き来しながら自分の頭の中で考える

・顧客の声に真摯に耳を傾けて、そこから真の顧客ニーズを探りあてる

「本当は何を伝えようとしているのか？」

「なぜそのことを伝えたいと思ったのか？」

⇒ここから隠された顧客のニーズが隠れている

言葉の裏側や行間から読み取れる顧客の気持ちに心を寄せていくと隠されたメッセージ

が浮かび上がる

中小企業が顧客のニーズに応えるために必要なことは

過去のデータを分析することではなく、顧客に興味を持って、顧客に寄り添い、耳を傾け

顧客目線でものごとを捉える

⇒顧客さえまだわからない、顧客の欲しいものは何かをトコトン考える。

３．顧客の本来ニーズを知るために
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①取引の基本となる不可欠な基本価値

②取引で顧客が当然期待する期待価値

当然求められる価値で顧客の評価につながる最低限必要なライン

③期待はしてないが、あれば高く評価する願望価値

④期待・願望を超えて喜びに値する予想外価値

顧客ニーズを満たす上で最も重要な価値

単に顧客ニーズを満たすだけでは、競合他社に勝てるか分からない

顧客ニーズ多様化している現在は、ただ顧客ニーズを満たすだけでは不十分

願望価値と予想外価値を考え訴求することが顧客との信頼関係を継続させる

４．顧客の期待値を満たすために
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＜“落ち綿”を活用した新分野・新商品開発事例 ＞

会社名：A社
業種 ：綿製品製造業

１）会社概要

綿花
晒綿製造工程

５．顧客ニーズの追求で新分野を開拓した事例
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綿花の買付け
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製品内容（一例）

晒綿 コットンヤーン パフ

脱脂綿
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消費材関連商品
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２）企画の背景

経営課題 ：①材料費の高騰 ②需要の停滞

企画の目的：①廃棄物の活用 ②新用途開発

材料費低減対策⇒“落ち綿”問題
綿製品の製造過程で必ず発生
多額の廃棄費用が発生（年間７千万円）

需要停滞対策 ⇒“落ち綿”を活用した新規用途の開発

“綿”を使った商品の検討

①綿の吸油性の活用
油吸着シートの開発 （オイルハンター）

②綿の吸水性の活用
米作用マルチシートの開発

オイルハンター

晒綿
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３）米作業者の経営課題調査
お米農家が直面している５つの問題

1．減少し続けるお米の消費量

2．お米農家に大きなダメージ！安いお米の輸入

3．米価の低下 お米農家は儲からない

4．生産者の減少と後継者難

5. 社会からの有機肥料使用の圧力

米作にかかる時間（耕作面積：1町歩）

除草：470時間 畦草刈：100時間 稲刈り：100時間

田んぼ水管理：80時間 田植え：60時間 合計1,550時間

米作コストの低減 農作作業量の合理化 有機肥料化

ニーズの顕在化
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廃棄品処理による“支出”から 用途開発し“収入”へ
＝儲ける仕組み作り

４）企画の背景

①落ち綿の活用の必然性
■綿製品の製造過程で必ず発生
■多額の廃棄費用が発生（年間７千万円）

②米作用マルチシートの開発
米作農業の抱えているニーズの調査
■田圃のメンテナンスの合理化
■有機肥料要望への対応

農家の老齢化・市場の有機肥料要望対応

用途開発発想のヒント 子供のころの理科実験
シャーレ―中の水に浸した綿で
カイワレ大根を発芽させる実験 15



５）落ち綿から米作用マルチ
シート製品化までの工程
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６）新分野オンリーワン商品 米作マルチシートの誕生

～コットン de 田植え～

仕組み

活用風景

布マルチシート 17



１）ニーズとウォンツを理解する。（ニーズは目的、ウォンツは手段）

２）ニーズをウォンツに変えたとき、売上につながる。

ウォンツをニーズに変えたとき、売れる商品・サービスが開発できる

３）顧客の中にある本来ニーズをとことん聴き取ることが肝要

４）顧客の期待値を大きく上回ったとき（願望価値・予想外価値）を

得られたとき顧客との将来にわたる信頼関係ができる。

６．まとめ
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未来事業のお手伝い

一年で儲かる会社にしようじゃないか！

～ コロナなんてクソくらえ ～



１．未来事業って何をする会社？

中小企業を一年で儲かる会社に生まれ変わらせる会社
・中小企業の2/3には赤字決算（国税庁資料）

・コロナで資金が回らない

・多額の借金を返済できない

⇒窮境状態脱出し健全経営に導く会社

社長と会社の将来を語り、社長の夢を実現させる会社
・もっと会社を成長させたい

・新しいビジネスモデルに挑戦したい

・ハッピーリタイアできるよう企業価値を上げたい

⇒将来に向けて成長経営に変身させる会社

20



２．未来事業の経営支援内容とコミット

１）収益力の改善支援コミット

・一年で赤字を黒字に ・売上を1.2倍に増加

２）成長力の促進支援

・儲かるビジネスモデルに変革

３）金融対策・資金繰り支援・資本対策

・金融機関からの支援体制構築・借入に頼らない資本投入の実施

４）事業再編・事業承継支援

・M&A、事業提携による業容拡大 ・ハッピーリタイアできる事業承継

５）人財育成支援

・経営幹部、後継者の育成 ・人財導入戦略策定と人財紹介
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３．どこが未来流なの？

中小企業に役立つコンサルタント会社の見分け方

（病院に例えると）

①総合病院・大学附属病院
○○総研、××コンサルティングファーム・・・

大企業が対象（中小企業のコンサルティングはできない）

フィーが数千万円以上

②クリニック
△△会計事務所 □□経営コンサルタント事務所 ・・・

経営分析のみでほぼ終わる。具体的な改革指導はできない

企業経営の経験がないため十分な指導は難しい

③専門病院（癌専門 透析専門・・・）
未来事業が典型的な中小企業再生・成長指導のための専門病院

中小企業の実経営が豊富で具体的実践的に指導・支援で成果がでる
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４．これまでどんな実績があるの？

40年以上の経験
中小企業再生・成長指導の草分け的存在

これまでに1,100社を超える指導実績
ハンズオン的指導としては、わが国最多の再生実績

1年・2年で再生した企業：約750社

多くの独特な再生手法の開発
・未来収益予測法

・経営力評価法

・経営改革推進スパイラルエンジン 他多数

＊いずれも著作権所有
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先ずは気軽にZoomでミーティングしましょう！

・自社の経営診断をしてほしい

わが社の経営力と課題がわかります

・赤字なのでもっと収益力をつけたい

・売上をもっと増やしたい

・成長するビジネスモデルに変革したい

・事業承継したい・成長につながるM&Aをしたい

・資金調達をしたい

http://www.mirai-j.co.jp/keieisoudan.htm
または、Zoomで 個別ミーティング

24

http://www.mirai-j.co.jp/keieisoudan.htm


25



＜登壇者＞
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１．顧客に選ばれる仕組み作り

１）よい経営理念がよいマーケティングを生む

①経営理念は、社員のためにも、顧客のためにもよいと思って決めたもので、
社長の具体的な方針・目標をつくるための骨格をなすものです。

②どういう会社にしたいのか、どういう会社でありたいのかをベースに、社員
同士や顧客に対してどのように対応するかを決めていく・・・・これが肝心です。

２）顧客が見えていないとどうなるか

①行きあたりばったりの営業になる。

②戦略的な営業政策がとれていないので、コストばかり増えて成績が上がらない。

③どの商品をどう売ればよいのかがわからない。
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３）誰に買ってもらうのか、それが肝心だ

①感情を訴えるだけの営業は今までの営業。

②これからの営業は、感情＋理性に訴える。

４）顧客の要望を明らかにする

①顧客をきちんと管理していれば、どんな要望が出されても対応できる。

②顧客を逃さないためには、あらゆる問題を顧客の立場に立って取り組む
必要がある。

５）顧客を逃がしてはいけない

①既存の顧客の顧客離れを５％防ぐことができれば、少なくとも利益を２５％改善
することができる。

②新規に顧客を開拓するのは、既存の顧客を維持するよりも５倍のコストがかかる。

③顧客のクレーム処理をすぐにやらないと９５％は逃げてしまう。
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Ⅰ．飲食店のキーワードは「オンリーワン」だ！（事例）

１）社歴：３０年

１．Ａ社の企業概要

２）業種：飲食業（日本料理）

３）代表者：２代目（６０歳） 連日行列待ち
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２．改革前の経営課題

１）外部環境の変化に対応できていない。

２）商売が繁盛していた時代に青年会議所の理事長を歴任し、会社の経営に
手が回らず、経営管理の基本が企業風土として培養されていない。

４）社長と女将の持つ「おもてなしのこころ」に対する社員教育が不十分なこと
もあり、従業員に浸透していない。

３）食材にこだわり顧客に満足してもらえる料理を提供したいという思いが強い
が、原価意識は希薄である。

外部環境
の変化

経営管理
の基本

原価管理
が希薄

社員教育
が不十分
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３．目標：夢のある飲食店(日本料理)を作る

２）料理人であっても経営者の視点を持つ

３）地域一番と言われるオンリーワンの飲食店を作る

４）食べてみたくなる仕掛けを作る

◆お客様の目線で店を見て、従業員の立場に立って、どんぶり勘定ではなく数字を

しっかり分析し、先々を見据えた経営を行う

◆商品力、雰囲気、接客、お値打ち感・・・など地域一番を作る

１）経営理念を持つ

◆飲食を通して、より多くの人々に、分かち合いたい。また、落ち込んで先行きがわから

なった時は経営の原点に戻る

◆核となるメニューとサービスを軸に、「お客に、どんなように喜んでもらうか」を考え

他店にない特徴を打ち出す
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４．改革の具体的な進め方

２）１Ｆ食堂の顧客数と売上が大幅に減少しているため、店舗改装を計画する。

３）原価の低減の取組み

（１）メニューを工夫して特殊材料を減らす。

（２）料理法の工夫により質を落とさずに高価でない材料を利用する。

（３）魚の各部材を用いてより付加価値の高いメニューを開発する。

４）宣伝効果で売上拡大を図る

（１）元祖鯛めしをもとに歌を創る。

（２）テレビやラジオで鯛めしを宣伝する。

（３）地元紙に宣伝する。

５）イベントへの参加により「生盛鯛めし」のファンを増やし、全国的に広める。

１）経営の原点である経営理念を創る
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５．ここから改革が始まった

【経営理念】

一 私達〇〇は 地元の新鮮な素材により
お客様に『おもてなしのこころ』を提供します

一 私達〇〇は 『和』を大切にし
自分の仕事に愛情を持ち 味の伝道師を目指します

【経営ビジョン】

１ 私達は 『ホンモノ』の味でお客様をおもてなし
お客様に愛される〇〇を目指します

２ 私達は 『食文化』を高める『技』を磨きます

３ 私達は お客様との『ふれあい』を通して
お客様の満足を高めていくことを 限りなく追及します

４ 私達は 『モノ』を大切にし 感謝の気持ちを持って
明るく豊かで清潔な職場づくりを目指します

よい経営理念がよいマーケティングを生む

１）経営理念・経営ビジョンを決めた
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(２)宴会ができるようにした・・・和室（座り椅子設置）

（１）１階をカウンターから個室式へ

２）店内改装による効果

（３）工事前と後では顧客数、売上高とも約２倍になった

個室式へ
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３）原価の低減の取組み

（１）飲食店経営において最も重視すべきFL比率が７０％であるため、売上高に占め
る食材費と人件費をされぞれ5.0%削減して目標の60%にする。

（２）メニューの絞り込み

（５）飲物のコスト低減
①人気情報を入手して販売銘柄の選定に活用
②仕入方法、仕入価格、販売価格の見直しの適宜実施
③飲み放題対応の仕入方法、仕入価格の検討

①使用食材の共通化により一部のメニューに少量しか使わない特殊な食材を削減する。

②メニューの絞込みは季節の変わり目に見直す。類似メニューや注文の少ないメニューの統廃合を図る。

（３）レシピの見直し
・高価な食材に頼らずに顧客に満足していただけるレシピの開発を実施した。

（４）食材のあらゆる部位をより付加価値の高い商品へのメニューを開発する
・例）鯛の真子の単品メニュー化
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４）人件費低減の取組み

（１）一人二役の多能職化を図り、シフト管理を徹底する。

（２）接待係の早期退職実施と若手社員の補充を行う。（その差額は削減可能）

（３）高齢者社員の給与圧縮と公的補助金の手続き実施する。

５）宣伝効果で売上拡大を図る

（１）元祖鯛めし(オンリーワン)をもとに女将が歌を創って宴会等で活用した。

（２）テレビ(ＴＢＳ)や地元ラジオで鯛めしを宣伝した。

（３）地元紙で定期的にＰＲした。

６）イベントへの参加により「生盛鯛めし」のファンを増やし、全国的に広めた。
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【まとめ】

２．「経営者の視点」で店が見れるようになった。

３．リニューアルを行い、お客様に「個室感」と、全体の賑わいを
楽しめる店づくりができた。

４．元祖「鯛めし」をテレビ、ラジオ、地元紙を活用し、全国的に
知名度を上げることができた。

１．経営の原点である「経営理念」を創った。

５．「顧客に喜ばれる仕組み作り」が売上に貢献することがわかった。
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ご視聴ありがとうございました

http://www.mirai-j.co.jp/web_seminar.htm

次回の未来ウェブ経営セミナーは下記ＵＲＬよりアクセスのうえお申込ください。


