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ポエジー事業開始

昔書いたメモ

「せいりせいとん表」もしくは「言語
化データ」

構造図

変わってく、‥‥かもしれない理念
最上位の概念
何を成し遂げたいか？
社会に提供するもの
ビジョン

一行コンセプト
何を提供するか？

約束
どんな風に提供するのか？

根拠
約束を果たせる根拠

約束

商品
具体的に何が提供できるか？
そして、それがもたらす価値

理念・ビジョン

クリエイティブ

活性化？的なこと（プロジェクトの
デザイン？）

調査

ほんとうのこと、をはなしましょう。

140121

『あなたの求めるクリエイティブをカタ
チにします』
つまり、Webサイトやデザインやキャッ
チコピーや音楽や、さまざまなクリエイ
ティブを具現化します。
ちなみに、僕は生み出しません。僕はと
り出す人。
あなたの中の創造性をこじ開けひっぱり
出し、僕はカタチにする手足です。

『いいモノを、お値打ちに』

いいものは、高い。いいものをつくるに
は、それに見合ったお金がかかる。
そうれはそうなのだけれど‥‥。この頃の
クリエイティブ業界の風潮ではありま
す。
しかし！クリエイティブが求められてい
る現場は、お金持ちばかりではありませ
ん。
むしろ、お金がなくて困っている方にこ
そ、クリエイティブは必要だと考えま
す。
「いいモノを、お値打ちに」提供できる
理由があります。

成長が、楽しい。

本質を、見つめる。

ヒトリの、機動力。

お客さまの立場に立って

Webサイト制作

ファシリテーション

一行コンセプト

三本柱（顧客・価値・根拠）

商品・サービス紹介

一行コンセプト

三本柱（顧客・価値・根拠）

商品・サービス紹介

コピー

バイト？右腕？

ほんとうでないことがあふれている。

その時、その時代、常識なんて変わって
いく。
自分が思うほんとうのこと、を増やして
いきたい。

ほんとうに大事なこと、はあんがい少な
い
ほんとうにいいやり方、を見て見ぬ振り
しない
ほんとうのこと、の多くを詩から学びま
した

※ちなみに「いいモノ」とは？

価値観は人それぞれです。まず「あなた
にとって価値あるものはなにか？」を見
極めるところからはじめます。

「もっとうまくなりたい。もっといいモ
ノがつくりたい。」
常にそうやって思っています。なにかが
できるようになることは、楽しい。
そんな人間なので、ついつい本を読んだ
り、勉強会に参加したりしています。そ
れは自分の力になっていると信じていま
す。
自分ができることで、だれかが喜んでく
れれば、こんなにうれしいことはありま
せん。

「目のつけどころ、ものの見かたを意識
する。」
目ざわりだと思って、蜘蛛の巣をいくら
はらっても、いっこうによくはなりませ
ん。
蜘蛛が糸をつくっているんだ、と気づけ
ば簡単です。表面的なことだけを見てい
ると、答えには近づいていきません。
まずは本質を探すことからはじめます。
そのために、たくさんお話を聞かせてく
ださい。

「僕がお話を聞き、僕が感じて、僕が考
えて、僕がつくる。」
入り口から出口までが一直線でつながっ
ているから、スムーズに、ロスがありま
せん。
考えも感情も、僕の中で消化されてカタ
チになってでてきます。
もちろん、ひとりでできることには限り
があります。そんなときは、信頼できる
パートナーにお願いすることも。

画一的ではない。お客さんに合わせて、
こちらが変化に対応します。

ホームページ制作は「未来へ進む推進
力」と「自分を見つめなおすきっかけ」
です。ホームページという「モノ」をつ
くること以上の成果を生みます。

しっかり前進する会議には秘訣がありま
す。会議を時間どろぼうにしないため
に。ワークショップは、失敗をおそれず
楽しみながら学べる場。

Webサイト制作

コピーライティング

楽曲制作

写真撮影

ファシリテーション

コンセプトワーク

暗闇を照らす懐中電灯
方位磁針
地図
推進力=ジェット
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考えメモ

メモ

ほんとうのこと

141217

141225ミッション

一番上位にある考え方

ミッション

コンセプトワーク

コピーライティング

楽曲制作

写真撮影

虹の戦士 - Warriors of the Rainbow

顧客

変わったサービス

ブログに書いたこと

ほんとうのこと、ではないこと。

なぜ、人付き合いが苦手なのか？

ほんとうのこと、を言う人。

僕はウソがつきたくない、正直でいた
い。

こんなことの手伝いが誰かにできたらい
いな。

僕は翼を手にした。
洞窟の中から抜け出した。
同じ悩みを抱えている人に。
少しの光、出口へのエスコート。
翼を授ける。かー。

ほんとうのこと、をはなしましょう。

ほんとうのことだけ、はなしましょう。

幼少期の体験から生まれる

今、世の中を見渡しても「ほんとうのこ
と」が見えていない。自分の心にウソを
ついて、体裁にとらわれて、リスクを恐
れほんとうのことを口にせず、周りに合
わせて生きている。
それでいい人はいい。でも、「ほんとう
はこうなんだ」って思いながらも口にで
きない人、「ほんとうはこうしたら」も
っと多くの人が幸せになれるのに。そん
な思いをなくしたい。

世の中に「ほんとうのこと」を増やす。

コンセプトは「希望」と言ってもいいの
ではないでしょうか。あなたの中に見え
隠れしている思いをカタチにし、仲間と
一緒に目指す目的地を明確にします。

文字さえ書ければ、「キャッチコピー」
も「ネーミング」もできます。だれにで
もできるからこそ難しい。音、リズム、
時代、トレンド、様々な要素を「感じる
力」でもって、仕上げます。

情熱だけです。チャレンジさせてくださ
い。作詞・作曲～楽器演奏～レコーディ
ングまで、一貫して行います。CMソン
グ、社歌、バンド曲まで、何でもござ
れ。

なんか、いい写真。撮ります。プロほど
のクオリティはありません。大がかりな
機材はありません、カメラひとつで出か
けていきます。気軽に「これ撮って」と
言ってください。

"虹の戦士たちは、誰からも命令や指示を
うけない。戦士は「指示や命令がなけれ
ば動けない兵隊」とはまったく異なるか
らだ。虹の戦士とは、自分が好きになれ
るような世界を作るために、なにかを自
発的に始める人たちだ。"

「虹の戦士」

僕が心から共感できる仕事をしている人
と仕事がしたい。
顧客との関係は？

おっさんレンタル

バイトします

「ほんとうのこと、が知りたい。」とい
う人生のコンセプト。

http://shunkantoeien.com/thinks/
hontounokoto.html

ほんとうのこと、を言っている人。ふた
り。

http://shunkantoeien.com/thinks/
hontounokoto2.html

根性論

声の大きい人の意見が通る

もうこれでいいじゃん

みんなが自分と同じだと思う

今の時代の常識

一定の組織内での常識

べき論・しなければならない論

なぜ、人付き合いが苦手なのか？人付き
合いを避けてしまうのか？
なぜなら、ほんとうのこと、が言えずに
嘘をついてしまうからだ。

未来工業　山田昭男

ホリエモン

糸井重里

なぜかというと、ウソばっかりついてき
たから？
何かを話したり、発表したりするとき
も、嘘のないように嘘のないように。
セミナーで話すことなんて、状況にもよ
るし、極端なことを言い切ったほうが伝
わる。でもブレーキがかかってしまうん
だな。ウソをつきたくないから。
Web制作でも「本当のこと」をいちいち
考えて、手が止まってしまうのだろう。

生きている実感、充実感

認められている感

天職

本当の自分

納得感

生きがい

強みを知る

本質に辿り着く

自分に自信がつく

大人が信用できなかった。ウソをついて
いる。なんか違う。もっと、こうすれば
いいのに・・・
でも、それを口にすることはできなかっ
た。ほんとうのことを口にすると、大人
は怒りを向けてきた。それで口を閉ざし
た少年期。でも、今はそれを口にするべ
きだと気づいた。

→人への理解が足りなさすぎるから

→

→

→



ポエジー事業開始（サンプル）.ktree 2016/01/18 20:54

ページ 3/5

調べたメモ

ビジョン

ビジネスモデル

メモ

時代や社会との関わりを考える

肩書き

コンセプトのデザイン

150305

150310

呼び方

「自分がほんとうにやりたいこと」を探
すお手伝い。
それをする理由

理想のかたちを描く

本当の自分を知る。
本当の自社を知る。
本当の自社商品・サービスを知る。
ひと・もの・ことのコンセプトつくりま
す。

「うまくいかない」のは「何かが悪いか
ら」それは、どうあがいても紛れもない
真実。その源泉を辿っていくと、その人
の心の中に辿り着く。

答えが容易に見つからない時代、コンセ
プトを生み出す力は求められているだろ
う。
「ひと」にフォーカスするのも時代に合
っている。知的生産の効率を上げるの
は、働く人のモチベーションによるとこ
ろが大きい。
問題は、どのように売り込んでいくかが
難しい。目にみえない商品であるがため
に。

コンセプトデザイナー

コンセプトクリエイター

夢先案内人

道先案内人

水先案内人

人生の水先案内人

ココロの水先案内人

キモチの水先案内人

未来の道先案内人

自分探し道場

「根っこ」を大事にする。例えば、会社
でも商品でもプロジェクトでも、一番大
事なのは「根っこ」の部分だと考えま
す。
うまくいくのもいかないのも、根っこ次
第。
大きく育ち実がたくさん成る「丈夫な根
っこ」を作るというのが、コンセプトを
デザインすることの意味です。

この僕の本質を追究したいという気質
は、ありとあらゆる問題に立ち向かうこ
とのできる汎用性の高い力なのかも。
あ、いや、そうではない。問題を解決す
るのに必要な要素「自由度」これだ。め
んどくさい政治上のこんがらがった状況
では、まったく力が発揮できない。
つまり！自由がきく中小企業・ベンチャ
ーを相手にするべきだ！

なんでうまくいかないんだろう？
もっとこうすればいいのに？

といつも思っていたミズノ少年。

秩序をもたらす
うまくいく道筋を見つける

これに心を砕く。

カウンセリング

人生の進む道を最初に選ぶ中学3年生。
やりたいことがまったくない僕は、とり
あえず豊田市の進学校へ入学した。高校
3年、大学を中退するとき、27歳で初め
ての就職、すべて「やりたいこと」はわ
かっていなかった。
その時は、これがやりたいって思ってい
たのかもしれないけど、今思えば自分で
は選択なんかしていなくて、流されるよ
うに人生のコマを進めただけだった。
大学をやめて専念したはずだったバンド
活動も、今思えば甘えでしかなくて、都
合のいいぬるま湯だったんだと思う。
就職してWebを仕事にしてからも、ずっ
と悩み続けた。「これは、ほんとうに僕
がやりたい仕事なのだろうか？」と。
30を過ぎてもずっと自分探しの日々、あ
れでもないこれでもない。そんな「やり
たいことがない」僕が誰かにしてあげら
れること「自分がやりたいことを探すお
手伝い」なんじゃないかと気づいた。

店舗・サービス・商品のコンセプトだ
と、完成して、その後の運用まで見なけ
ればならないけど、「人のコンセプト」
であれば、
見つかりさえすれば、あとは放っておい
ても走り出すんじゃないかなあ。たまに
「最近どうですか？」って聞くくらい
で。

これか？

なぜ人生という道には道先案内人はいな
いのでしょうか？

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/
question_detail/q1011770690

カウンセリング（英: counseling）とは、
依頼者の抱える問題・悩みなどに対し、
専門的な知識や技術を用いて行われる相
談援助のことである。 カウンセリングを
行う者をカウンセラー（counselor）、相
談員などと呼び、カウンセリングを受け
る者をクライエント（client）、カウンセ
リー（counselee）、相談者/来談者など
と呼ぶ。
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やることリスト

競合や同業や参考

言葉の意味

理念とかミッションとかビジョンとか
ややこしい

ターゲットについて

企画

制作

コンサルティング

コーチング

プロファイリング

MBTIではフィードバックと呼んでいた

アイデンティティデザイン

荒川泰子のパーソナルブランディング＆
イメージコンサルティング

http://www.yasukoarakawa.com/
arakawa04.html

ストレングスファインダー®関連サービ
ス | 株式会社ハート・ラボ・ジャパン

http://heart-lab.jp/sf-service

チームビルディング

アドバイザリー

マインド　mind

マインドセット

アイデンティティ

モラトリアム

経営理念、ビジョン、ミッションってな
に？

http://heisei2100.com/archives/535

経営理念｜面白法人カヤック
http://www.kayac.com/vision/vision

ミッション（MISSION）とビジョン
（VISION）とバリュー（VALUE）の違
いと定義づけ

http://www.enterinnovation.co.jp/blog/
%E7%A0%94%E4%BF%AE/305.html

悩める人、自分探し人ってのはいいとし
て。
文句ばかり言って、自分で行動しない人
は違う。ぬるい現状になんとなく満足し
ちゃっている人も違う。（それはそれで
いいのかもだけど）

事業概要をまとめる

商品について考える

相談・情報収集

事業計画書の作成

ロゴマークをつくる

名刺をつくる

コンサルティング (consulting) とは、企
業（まれに行政など公共機関）などのク
ライアントに対して、専門知識を活用す
るなどし、客観的に現状業務を観察して
現象を認識、問題点を指摘し、原因を分
析し、対策案を示して企業の発展を助け
る業務を行うことである。 または、その
業務そのものを指す。

コーチング（coaching）とは、人材開発
の技法の1つ。 対話によって相手の自己
実現や目標達成を図る技術であるとされ
る。 相手の話をよく聴き（傾聴）、感じ
たことを伝えて承認し、質問すること
で、自発的な行動を促すとするコミュニ
ケーション技法である。

プロファイリング（Offender profiling、
criminal profiling）とは、犯罪捜査におい
て、犯罪の性質や特徴から、行動科学的
に分析し、犯人の特徴を推論すること。 
プロファイリングそのものは犯罪捜査ば
かりではないので、日本語で正確に表現
するのであれば「犯罪者プロファイリン
グ」が正しいが、通常「プロファイリン
グ」と言うとこの犯罪者プロファイリン
グを指す。

Webテストに対しての、という意味合い
か？

日本語に訳すと、
「自分は何者であり、何をなすべきか？
という心の中にある概念をデザインす
る。」
かなあ。
先駆者1：http://sasi-d.com/

先駆者2：http://www.digitalhands.jp/
service/identity-design

 マインド・マスターって肩書きはおもし
ろい。

同じ一つのゴールを目指し、複数のメン
バーが個々の能力を最大限に発揮しつつ
一丸となって進んでいく――そうした効
果的な組織づくりや、チームをまとめる
手法を「チームビルディング」といいま
す。 コーチングやファシリテーションな
どとともに、リーダーに求められるマネ
ジメント能力の一つとして注目を集めて
います。

【形容詞】 助言を与える; 勧告の; 顧問
[諮問]の.

１ 心。精神。意識。「スポーツ―」
２ 好み。意向。

インドセットとは、考え方の基本的な枠
組みのこと。組織に対してだけでなく、
個人に対しても用いられる。 組織におい
ては、マインドセットは企業の意思決定
のうえで重要な役割を担う。それは現在
の事業内容や経営理念、過去の経験等か
ら構成され、今後の達成目標や対象とす
る相手、利用できる手段等を定める際の
指針となる。 また個人においては、マイ
ンドセットは職務に必要な知識や技能を
明確に意味づけるのに役立つ。同じ知識
や技能を学ぶにしても、その意味や目的
を意識するのとしないのとでは、結果に
大きな違いが出ることがある。

自己同一性（じこどういつせい、セル
フ・アイデンティティ、英: self identity）
とは、自分は何者であり、何をなすべき
かという個人の心の中に保持される概
念。

心理学者エリク・H・エリクソンによっ
て心理学に導入された概念で、本来は、
大人になるために必要で、社会的にも認
められた猶予期間を指す。

もっと上に行きたいともがいているひ
と。だな。
SF的には、最上志向、内省、分析思考、
信念、目標志向、未来志向、競争性、学
習欲、自我。このあたりがベースメント
になっている人。
天外さんの言うところの、意識レベルが
高い人ってことね。

理念とかブランドプロミスとか業務内容
とか

プラン内容と金額

クラウドソーシングでやろうか。

ランサーズでロゴ発注した

ただし、使っている意味合いが異な
る。

ここも、企業のアイデンティティみた
いな意味合いだ。CIってことね。

※原稿は別途Dropboxに。
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お金関連

インフラ関連

備品など

設備関連

開業後Web関連の情報修正

届け出関連

VIをつくる

Webサイトをつくる

開業の挨拶ハガキを作る

封筒

会計

請求書（BtoB向け）

クレジット決済（BtoC向け）

電話

FAX？

印鑑

領収書とか？細かい書類？

プリンター

スキャナ

パソコン

ハードディスク　NAS？

イス

瞬間と永遠.com

変わってくブログ

SNS関連

個人事業の開業・廃業等届出書

事業開始等申告書

TELで聞いてみた　提出先は2箇所
市民税課　0565-34-6617

コンテンツ

誰に送る？どんなものを送る？

まだ必要ない？

本を読もう

会計ソフト

最初は白色でいく？

Misoca
http://www.misoca.jp/

ペイパルヒアかスクエアか
http://ichinensei.boo-log.com/e237164.html

みおふぉん？3月から？

050の番号ってどうなんだろう？

SIMフリーのiPhoneが要るな。どのモデ
ルにする？
参考

参考
http://mental.elementplus.info/buisinessdiary/
post-5262/

ネットFAXの比較
http://www31.atwiki.jp/internetfax/pages/
13.html

インターネットFax【eFax】
https://www.efax.co.jp/landing/jp_02

クロネコFAX
http://www.nekonet.co.jp/service/it/
kuronekofax_index.html

丸印

角印

アドレス印（住所印）

調べる

できればA3が印刷したいのだが・・

SCANSNAP EVERNOTE EDITION スキ
ャナ　￥49,800

https://www.evernote.com/market/feature/
scanner-jp

プリンターについてるから、とりあえず
は要らない。

家のiMacがそろそろヤバめ。

デスク周りのスペースがないので、アパ
ートじゃだめか？
iMacなのか、Mac miniなのか、MacBook 
Proなのか？5月からの仕事のスタイルが
読めないので、選べないよう。。

NASは利用用途的に無理があるらしい。

仮想VPNという方法がいいのか！？

欲しいなあ・・

豊田税務署に提出する

業種により事業税が異なるらしい
http://d.hatena.ne.jp/freestrong/
20130123/1358938270

↑よくわからんから普通にやろう。

市役所に提出する

1.豊田税務署　0565-35-7777

2.豊田加茂県税事務所　0565-32-3383

※どちらも認め印だけでよいらしいぞ

理念

業務内容・価格

プロフィール

事例紹介

お問い合わせ

会計ソフト「freee(フリー)」
http://www.freee.co.jp/?referral=aw-freee-
rlsa

やよいの青色申告オンライン
http://www.yayoi-kk.co.jp/products/
aoiro_ol/

iPhone6は10万円とかするのか！

むずいぜ・・
http://techlog.iij.ad.jp/archives/1005

050 plus
http://050plus.com/pc/index.html

書き方はともあれ、ちゃんといいこと
言ってる気がする。

http://iphonedocomoss.com/?p=1456

SIMロック解除はめんどくさそう。
http://matome.naver.jp/odai/
2140913771251974401

しばらくはこれでいこう！

丸印は実印登録できる？

四角い印鑑。会社の認印という位置づ
け。

使い分けしよう！個人事業主用の印鑑
を制作するときのポイント3選

https://biz.moneyforward.com/blog/kojin-
kaikei/stamp/


