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時間 内容

13:00〜13:10
【はじめに】 スターコンサルティンググループ

伊谷 俊宜・近藤麻耶

13:10〜13:50
【第一講座】「管理職（リーダー）の役割」 スターコンサルティンググループ

伊谷 俊宜

13:50〜14:00 【休憩】

14:00〜15:00
【第二講座】「自施設を″ブランド化“する！」 スターコンサルティンググループ

近藤 麻耶

15:00〜15:10 【休憩】

15:10〜16:30
【第三講座】「 ブランディングの具体的手法 」 スターコンサルティンググループ

伊谷 俊宜

16:30〜17:00

【本日のまとめ・宿題発表】

☐本日の講演内容について、どのように実践していくか、各テーブルの仲間と共に

ディスカッションしていただきます。

☐本日の講座のまとめと、次回までの宿題を発表いたします。

☐宿題の内容は次回、各チームでシェアをいたします。

本日のスケジュール
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介護サービス経営カレッジ 管理者養成コースの趣旨

目的

実施方法

プログラム
内容

☑施設長様、役職に就かれている方の養成

☑〝結果の出せる″施設長・リーダーになる！

☑講義

☑ディスカッション

☑情報交換

実際にやったこと、これから取り組むことの計画などをシェア

していただきます

☑前半：マーケティング

満足度の高いサービス、集客、地域一番を目指す

☑後半：マネジメント

経営、リーダーシップ、採用、教育 など
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近藤麻耶（こんどうまや）

株式会社スターコンサルティンググループ
介護採用・教育コンサルタント

求人誌の束

講師プロフィール

神奈川県出身。早稲田大学卒業後、青年座研究所入所。発声

や身体の使い方について専門的に学び、演劇漬けの日々を過

ごす。その後、大手介護企業に入社し、自らプロジェクトを

立ち上げるなど、現場の企画・運営に携わる。
株式会社スターコンサルティンググループ入社後は、首都

圏・関西を中心に、採用市場調査を実施。介護施設をはじめ
とした求人広告を6,000件以上比較し、ヒアリング調査をし
た。また、専門学生を対象とした就職活動に関する調査も
100件以上おこなった。
これらの調査から、成功する会社と失敗する会社の法則を

編み出し、介護専門の採用コンサルタントとして積極的に支
援している。

・某大手ハウスメーカー主催採用セミナー講師

・関東セルプ協主催採用・教育セミナー講師

・東京都処遇改善事業担当コンサルタント

・笠間市社会福祉施設代表者連絡会 講師

・藤崎町産業創造協議会 講師

その他講演多数

採用支援、評価制度構築、キャリアパス制度構築、

教育プログラム構築実績多数

コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
実
績

専
門
分
野

・人材確保、採用コンサルティング

・キャリアパス制度構築

・評価制度構築

・教育プログラム構築

・リーダー、役職者向けマネジメント研修

・人件費調査、分析

調査件数は
6,000件以上！

日総研出版『介
護人材~採用・
育成の強い味
方』創刊号

『あの介護施設は
なぜ、地域一番人
気になったのか
‼』（PHP）共著

学生の
リアル！

100件以上の
独自調査！

執
筆
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千葉県佐倉市出身。大学卒業後、教育サービス業界に入社したが、障害者との交流を機に「高齢や障害を理由に、不当な差別を受けるこ

とのない社会を作りたい」と、介護事業者の門をたたいた。介護保険施行前より運営トップとして、数々の特別養護老人ホーム、グルー

プホーム、デイサービスの立ち上げ、運営に参画。その後、大手介護事業者に入社し、介護付有料老人ホームやサ高住の立ち上げ、運営、

新人管理職の育成に携わる。

現在では、圧倒的な現場力で、高齢者住宅、デイサービスセンターなど「人気の施設づくり」を積極的にサポートしている。講演・執筆

も多数。

◯保有資格

□介護支援専門員 □介護福祉士 □認知症介護実践者研修修了

〇主なコンサルティングテーマ

・新規事業開設（有料老人ホーム、サ高住、デイサービス、グループホームなど）

・集客支援（デイサービス、デイケア、有料老人ホーム、サ高住、ショートステイ）

・人事評価制度構築支援

・管理職育成プログラム構築

・現場オペレーション構築＆改善支援

・スタッフ採用

株式会社スターコンサルティンググループ

介護経営コンサルタント 伊谷俊宜（いたにとしのり）

講師プロフィール
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本日の講義で最高の成果を得るためには

〜心の準備はできましたか？〜

★セミナーや勉強を、今回をきっかけに「イベント（非日常）」から「日々の習慣」に変える。

★縁を偶然にしない。できるだけたくさんの人と名刺交換する。

★全身で反応してみる。（あなたの反応が、さらに講師の良い話をさらに引き出し、成果をたかめる。）

□面白ければ、笑う □わかればうなずく □わからなければ質問する □興味を持ったら名刺をもらいに行く

□よければ拍手をする □質問をふられたら、積極的に答えてみる （間違えてもよい。「わかりません」はNG）

★「今日帰って早速やってみること」を、セミナー中に明確にする

★「やる」と決めたことを、他人（今日参加したメンバー）に宣言する

★休憩時間中は、携帯電話やメールのチェックはできるだけ行わない（思考が中断する）

※会議などにおいても、連続して３〜４時間、一つのことに集中することで脳が活性化し、ブレイクスルーがうまれやすくなる

★従来の常識では「理解できないこと」「受け入れにくいこと」でも、いきなり否定しない

※否定すると、脳の思考回路はそこでストップしてしまい、否定するための理由や裏付けを探してしまう。

★もし否定的な考えが浮かんだときは、次の質問を自分にしてみる

●プラスの結果につながるストローク

「この話の中から、一部でも行かせることはないだろうか？」

「これを（私にはできないかもしれないが）、施設内または施設外の誰ならできそうか？」

「あるいは、誰なら知っていそうか？」

「それをするために、自分でもできる第一歩は何だろう？」

セミナー前に
お読みください！

良い（成果の出る）セミナーの聴き方
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１．素直・プラス発想・勉強好き

２．長所を見つける

３．Give & be Given

４．目標に日付を入れる

５．できない理由を探さない

６．価値観の違いを楽しむ

７．７２時間ルール

８．夢を持つ！

介護サービス経営カレッジ 「８つの約束」
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第一講座

管理職（リーダー）の役割

株式会社スターコンサルティンググループ
経営コンサルタント 伊谷 俊宜



倒産件数が増加2020年以降の日本 主に人手不足と
人件費高騰

Joint-kaigoから掲載
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介護サービス収支差率（利益率）が悪化！2020年以降の日本
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今以上には
増えない

ここが
増える！

「看取りの場」の推移

2020年以降の日本
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☆通所リハビリと通所介護の棲み分け

＜デイサービスに求められてる機能＞
☆日常生活上の世話
☆機能訓練
☆心身機能の維持
☆レスパイト

＜デイケアに求められてる機能＞
☆リハビリテーション
☆心身機能の維持・回復

平成30年法改正振り返り
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2021年介護報酬改定を構成する４つの柱

地域包括ケアシステムの推進 自立支援・重度化防止

介護人材の確保・介護現場の革新 制度の安定性・持続可能性の確保

2021年改正情報
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要介護３以上！

介護給付を
いずれは要介護３以上に
限定する！

今回は見送られたが… 今後の法改正の行方
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財務省財政制度分科会（平成27年10月9日開催）資料

介護保険給付を
中重度者に
重点化する観点で
要介護１・２を
地域支援事業へ

今回は見送られたが… 今後の法改正の行方
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自立支援介護

科学的介護（根拠ある介護）による自立支援の強化と重度化防止

検討継続
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社長・
経営幹部

現場スタッフ

施設長・
施設幹部

５年後の未来をつくる！

◆理念を掲げそれを社内に発信する

◆経営が安定するように、財務、損益を見守る

◆資金繰りが安定するように、回収、支出を管理する

◆企業（法人）が成長するように、新たな分野に投資する

◆施設運営が正常にできるように、人員計画を立てて採用戦略を立案する

いまの満足をつくる！

◆お客様の満足度を向上する

◆お客様のADLを向上する

◆稼働率アップのために、営業・集客活動をする

いまの売上と利益をつくる！

◆経営者の考えを現場に浸透させる

◆現場が「作業中心」にならず「使命（お客様に貢献）」に応えるよう動機付けする

◆スタッフを定着させ、育成する

◆現場運営を安定的に継続できるよう、稼働率を向上する

◆スタッフ数を適正な人数に保つように、役割（業務量）を管理する

＝売上、客数、稼働率に見合ったスタッフ数に保つ

◆満足度の高いサービスを提供できるよう「武器」となるサービスを開発する

◆他社（他施設）の情報を入手し、自施設の競争上のポジションを発信する

◆モデルとなる他社（他施設）のサービス情報を入手し、施設内に浸透させる

役割の違いを理解する

Copyright (C) 2016 STAR CONSULTING GROUP All Rights Reserved.17

攻め！

守り！

役割が違う
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１．経営安定のために、知らなければならないこと

・介護保険制度が改正され、利益を出しづらくなってきている

・少人数で運営しなくては、適正な利益を得られない制度と

なっている

・収支差額（利益幅）が薄いため、施設規模に合わせて稼働率

を高い次元に保たないと経営が成り立たない
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２．介護現場のジレンマ（うまくいかないこと）

①稼働率が上がると、現場が忙しくなり、個別対応もできなくなるため、

スタッフや利用者の（短期的には）メリットにならない

⇒しかしながら、稼働率が上がらないと赤字に転落し、給与、賞与が

支給できなくなるため、事業が成り立たなくなる

②少人数であるため、やりたいケアができない

⇒しかしながら、やりたいケアを全てやろうとすると、人出が不足する。

または、人員が過剰になってしまう。結果として、１人あたりの

給与支給額が減額されてしまう

③競争が激しくなり、営業・広報活動が不可欠だが、忙しさによって

後回しになってしまう

サービス満足度をいくら高くしても、それが居宅のケアマネや地域の方に

知られなければ、満足度に比例して稼働率は上がらない

⇒しかしながら、営業・広報活動を実施しないと、利用者の

入院・他施設入所・逝去により、稼働率が落ちてしまい、

結果としてスタッフの不利益（給与・賞与の減額）となる
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解決の方向性

①介護事業の運営について

・今後、介護報酬単価が向上することはまず考えられないことを伝える

※繰り返ししつこいくらいに！

・そのうえで稼働率が上げ、売り上げを確保することが、昇給、賞与の元手になっていることを伝え

理解してもらう

・稼働率が上がることで、「より多くの高齢者の自立支援をおこなえる」などのメリットを発見して

伝え、理解してもらう

・自社のサービスを利用していただくことで、多くの高齢者にとってのメリットとなることを本気で

考え、理解・実践してもらう

介護保険事業の今後について

現場が忙しくなる不安に対して
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②少人数での運営

・限られたスタッフ（少人数）で運営し、満足度の高いケアをするためには、

「強化するサービス」と「捨てるサービス（そこそこの満足度で我慢してもらう）」に分類する

・業務（準備・記録など）を徹底的に効率化し、顧客と接するサービスへ注力できる時間を 増やす

・行政書類などは100％の完成度を目指さず、実地指導に耐えうるレベルにとどめて、

効率的に実施する

完璧なサービスを目指さない（選択と集中）

解決の方向性
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③高稼働率の実現

・ブランド価値を上げることで、効率的に集客する

・営業活動を、効率的に継続する

（できる範囲でおこなうが、絶対に手を休めない）

・顧客をFANする（リピーターを増やす）

地域一番のサービスをつくる

認知していただくために

解決の方向性
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第二講座

株式会社スターコンサルティンググループ
経営コンサルタント 近藤 麻耶

自施設を″ブランド化“する！



今回のテーマ

１．「ブランド」とは何か？

２．「ブランド」と呼ばれるには？

25



今回、皆さんにお伝えしたい共通点は２つ！

圧倒的な商品力（くらげ、たまごサンド）がある

万人受けする商品ではない＝特定の人に愛されている

共通点１

共通点２

ブランドとは・・・

「ブランド」とは
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先ほどの洋食屋を分析すると・・・

サンドイッチ

玉子サンド
洋食

高級料理 B級グルメ

和食

中華

「高級料理」を食べたい人は、来店しない

「和食」を食べたい人は、来店しない

「野菜サンド」を食べたい人は、来店しない

「ブランド」とは
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介護施設に当てはめると・・・

リハビリ

言語のリハビリ
重度者

入居系施設 在宅系施設

軽度者

家から通って、言語のリハビリを受けたい人は

「要介護１の方から５の方まで、幅広く利用できる施設」と

「言語のリハビリに特化した施設」の

どちらに通いたいと思うでしょうか？

医療特化型

レクリエーション

「ブランド」とは
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洋食屋を分析すると・・・

品
揃
え

調
理
人

店
構
え

営
業
時
間

立
地
条
件

価
格

玉
子
サ
ン
ド

お客さんの
意思決定ライン

一点突破！

買いたい！

「ブランド」とは

29



皆さんは、どちらの介護施設を利用したいですか？

食
事

リ
ハ
ビ
リ

設
備

接
遇

レ
ク

認
知
症
予
防

入
浴

お客さんの
意思決定ライン

利用したい！

「ブランド」とは
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介護事業の運営

☐定員が決まっている

☐同じ定員なら、売上の上限が決まっている

☐限られたスタッフ数で運営せざるを得ない

同じ規模の施設が割けるマンパワーやコストは同じ

入浴

設備

食事

リハ

レク

入浴

設備

食事 レク

リハ

「ブランド」とは
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つまり、大人気店は「誰に」「何を」提供するか絞っている！

何を
×

特定の人に愛される 圧倒的な商品力

誰に

ただし、熱い想いがあることは大前提！
お客様（利用者）の共感なしには商売は成り立ちません！

「ブランド」とは
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それを実現するために
日々の仕事で何をするのか

サービスを提供した結果
お客様にどうなってほしいのか

具体的なルール
具体化

法人理念

行動指針

マニュアル
人事考課

想い

「ブランド」と呼ばれるには
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機能訓練 おもてなし

施設の方針によっては、サービスの内容が真逆になることも！

or

“法人理念”は、現場ではイメージしづらい…

法人や施設のスタッフとしての「正しいやり方・あり方」を
マニュアルや評価制度に反映している

「ブランド」と呼ばれるには
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皆さんの施設で言うと・・・？
皆さんの法人や施設の理念は
スラスラと書けますか？

それを実現するために、
日々の仕事で何をするのか

サービスを提供した結果、
お客様にどうなってほしい
のか

具体的なルール
（マニュアルや評価項目）

想い

具体化

法人
理念

行動
指針

マニュアル
評価制度

施設の理念や行動指針に、スタッフ・入所者様・地域の方が共感していることが
前提となります。

「ブランド」と呼ばれるには
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理想的な利用者像を考える 認
知
症

ADL

重
度

軽
度

家族構成：娘夫婦と同居

世帯収入：２２０万円

介護度：４

女性

年齢：８３才

悩み・希望：
脳梗塞を患い、
左片麻痺が
残った。
退院をしたが、
娘夫婦では介
護が難しい。

●磨き上げた「商品」は、誰に提供しますか？

●具体的な利用者像とニーズを考えてみましょう

●さらに、どうなってほしいかを考えましょう

認知症やADL、医療依存度を
図に描くとわかりやすい→

その人物にどう
なってほしいか
がポイント！

重度軽度

「ブランド」と呼ばれるには

36



☆ 現在のサービスで一番得意とする顧客層は？

☆ 入所者様の「悩み」「希望」「介護度・ADLの状況」「他施設への不満」は？

☆「こんなお客様にオススメ」という情報が、職員に浸透していますか？

家族構成：

年齢： 性別：

認
知
症

AD
L

重
度

軽
度

どうなって
もらいたいか

悩んでいること
希望すること

世帯年収：

介護度：

既往歴：

☆医療ニーズ
☆リハビリ
☆認知症ケア

がポイント！

趣味・楽しみ：

「ブランド」と呼ばれるには
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入浴の
一番化

見た目

季節感
地域感

温泉

匂い

イベント
衣装など現地取り寄せ

色

小道具・備品

草津温泉、有馬温泉など

運び湯

見た目

日本・世界各地の名所

衣装など現地取り寄せ

採掘

花・葉 植物湯

ゆず・オレンジの皮 食物湯

館内
演出

季節の湯

地域の湯

飾りつけ（庭園風など）

音楽（小川のせせらぎなど）

温泉・ひのき

入浴サービスを「細分化」すると・・・

それがあるという理由だけで
利用を決定するレベル
まで磨きこむ！（ただし、
日常的に提供できること）

「ブランド」と呼ばれるには
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食事の
一番化

見た目

味

メニュー

栄養

個別
対応

バイキング

キャラクター化

プロフィール

ソフト食

メニュー数

作り手

選択食

品数

ネーミング

食器

盛り付け

館内
演出

食材

調理法

飾りつけ

音楽

栄養価

食事サービスを「細分化」すると・・・

それがあるという理由だけで
利用を決定するレベル
まで磨きこむ！（ただし、
日常的に提供できること）

「ブランド」と呼ばれるには
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そもそも「人気がある」（＝集客力が高い）状態とは？

☑稼働率が高い

☑見学などの問い合わせが多い

☑新規の利用者が多く、空きが出てもすぐに定員が埋まる

（待機者がいる）

☑デイサービスのキャンセル率が低い（休まない）

利用者やご家族様、利用者候補の人たちが、
皆さんの施設に魅力を感じることによって

どのように
伝えるかがポイント！

知ってもらうために

「ブランド」と呼ばれるには
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特に、介護事業者は「何を」の部分ばかりに注力しがち！

＋

× ×

マーケティング３原則

想い

ターゲットは？
どんな悩み？

どんな商品？
どんなサービス？

どうやって伝える？

「ブランド」と呼ばれるには
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☑ブランドとは、圧倒的な商品力により、特定の人に愛されるもの

☑一点突破をするには「誰に」「何を」を絞り込む！

☑ただし、お客様（利用者）から共感される「想い」があることが大前提

☑どんなに魅力的なサービスでも、知られていなければ意味がない！

☑マーケティング３原則「誰に」「何を」「どのように」

第二講座まとめ
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株式会社スターコンサルティンググループ
介護経営コンサルタント 伊谷俊宜

ブランディングの具体的手法

第三講座



１．ブランディングの具体的な考え方

★これからは所謂「団塊の世代」の方々がお客様になる時代です

原則

皆さんの中にある「エイジズム（年齢差別）」を払拭する

「新しい高齢者像」をスタッフと共有する

落とし穴

「高齢者に対するイメージ」が相当古い状態にとどまっている施設様を数多く目にします。
しかしながら、既に現象としてそれが変化してきていることは実感しているのではないでしょうか？

例えば
・魚より肉を望む利用者が増えてきた
・戦争の体験がない方が利用者となり始めた
・海外旅行の経験がある方が増えてきた
・多趣味な方が多い
・スマホ、パソコンを使いこなす方が増えてきた
などです。

「お年寄りだからこのくらいで・・・」といった甘い考えでは、この先選ばれる施設には
到底なりえません！
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エイジズムとは？

世の中にある差別にはどんなものがありますか？

エイジズム（年齢差別）とは

「年をとっているという理由で高齢者たちを
組織的に一つの型にはめ差別すること」
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エイジズムとは？

高齢者と車の運転について考えてみましょう
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誰に 何を どのように× ×

特定の悩み（希望）を
持つターゲット

独自性 品質 認知度 集客力

マーケティング3原則

想い ＋

１．ブランディングの具体的な考え方
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想い

・お客様に具体的にどのようになっていただくための施設なのかを明確に
し、全職員がそれを共感・認識し、コンセプトに基づいたサービスを提
供する必要がある

・上記のサービスに共感してくださるお客様（ファン）をつくる

ターゲット

・コンセプトにベストマッチする顧客がどんな方なのかを認識しておく必
要がある

・対象とするお客様のニーズや身体状況などが合致している

・対象となるお客様像を、職員や外部のケアマネに伝えなければならない

１．ブランディングの具体的な考え方

誰に
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１．ブランディングの具体的な考え方

独自性

・これは地域一番と誇れるサービス（武器）をつくりこむ

・同じエリアにはない、オリジナルのサービス（武器）がある

・特殊ではなく、特別で、共感されるサービスにする

・認知していただくため、ネーミングにもこだわり、聞いた瞬間に

連想できるものにする

品質

・顧客が利用を決定する動機となるレベルまで磨き上げる

・全スタッフに、武器となるサービスを認識してもらう

・サービスの質を保つために、継続的に顧客の満足度を把握する

何を
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認知度

・サービス（武器）を利用者、家族に良いものであると認識して

いただく必要がある

・近隣住民、タクシードライバーにどんな施設か認識してもらう

・商圏内のケアマネと信頼関係を築き、ファンになっていただく

集客力

・全社員が稼働率（利益を獲得する）重要性を理解し、稼働率の

向上を絶えず意識し続ける必要がある

・効率的な営業スタイルを確立する必要がある

・営業ツールが整備され、尚且つ完成度・訴求力が高いものである

必要がある

１．ブランディングの具体的な考え方

どのように
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２．二つのサービス（武器）を理解する

２種の（武器）サービス

介護保険
サービス

接遇

食事

設備マッサージ

内装

レク

「中心サービス」と「付加サービス
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２．二つのサービス（武器）を理解する

☆顧客の本質的ニーズに応える「中心サービス」 ※介護保険で求められているサービス

☆顧客の居心地の良さ、滞在性を強化する「付加サービス」

本質的ニーズ 提供するサービス

心身機能を回復（維持）したい リハビリテーション（心身機能）

一人でお風呂に入りたい リハビリテーション（活動）

旅行に行きたい
リハビリテーション（参加）
旅行の企画・実践

体を拭くだけではなく、湯船に入りたい
身体介助（特浴・機械浴・訪問入浴）
入浴介助技術の向上

部屋を片付け、掃除をしてほしい 生活援助

内容例

挨拶・言葉遣い・マナーなど接遇の強化

食事のこだわり（食材・食器・味・作り手の演出など）

温泉や充実した入浴設備

清潔感のあるオシャレな内装

気持ちの良いマッサージ
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２．二つのサービス（武器）を理解する

１）「中心サービス」と「付加サービス」どちらを強化するべきか？

【平成30年の制度改正後】

◇介護保険サービス利用対象者の厳格化

◇加算算定要件も厳しくなっている

◇報酬単価が下がっている

だからこそ、中心サービス（介護保険サービス）を

更に強化する必要がある！！

皆さんが「何屋さん」なのかを再確認しましょう！
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２．二つのサービス（武器）を理解する

２）「中心サービス」強化の３ステップ

ステップ① ニーズの絞り込み

ステップ② 専門性（エビデンス・専門人材・独自プログラム）の強化

ステップ③ 実績の記録と外部への訴求

限られた経営資源（スタッフ数など）で、全ての強化は不可能！

中心サービスを強化するために最も重要なのは、「絞りこむ」こと！
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２．二つのサービス（武器）を理解する

２）「中心サービス」強化の３ステップ

ステップ① ニーズの絞り込み

☆ 現在のサービスで一番得意とする顧客層を特定する

⇒ターゲットとなる顧客を抽出する

☆ お客様の「悩み」や「希望」、「他施設への不満」を詳しく書き出す

⇒詳細なニーズを把握する

例：【得意とする顧客層】

⇒「一人暮らしで、リハビリ意欲の高い方」

【悩みや希望】

⇒「日々の買い物がしんどくなってきているが、人の手を借りずに生活したい。

そのためにリハビリを行いたいが、『楽しく継続できるもの』や『自宅でも

実践できるもの』を行いたい。以前に行っていた施設の幼稚な内容には辟易

している・・・」
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２．二つのサービス（武器）を理解する

２）「中心サービス」強化の３ステップ

☆ エビデンス（医学的根拠）を明確にする

⇒例：その運動が筋肉にもたらす具体的な効果

⇒例：認知機能への効果を明記

☆ 専門人材を育成する

⇒例：PT・OT・STの採用強化

⇒例：認知症のスペシャリスト育成

⇒例：○○トレーナーなどネーミングを工夫し、介護スタッフに対し、

専門人材としてのポジションを用意する

☆ 競合他社にはない独自プログラムを開発する

⇒例：「モバイルセラピスト（通所リハと訪問リハの複合モデル）」

ステップ② 専門性（エビデンス・専門人材・独自プログラム）の強化
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２．二つのサービス（武器）を理解する

２）「中心サービス」強化の３ステップ

☆ 顧客の変化（改善）の状況を観察し、記録する（評価する）

⇒例：階段昇降リハビリの回数が2往復⇒3往復になった

⇒例：「○○〜」など、会話の量が増えている

⇒例：自宅のお風呂に一人で入れるようになった

☆ 外部（地域・居宅・MSW等）へ成果を発信する

⇒例：実績報告の際に、写真付きの成果報告書も添付する

⇒例：パンフレットなどに、改善事例を載せる

⇒例：ホームページやブログなどで発信する

ステップ③ 実績の記録と外部への訴求
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３．新サービス開発２つのアプローチ

１）マーケットイン ⇒ 顧客のニーズを実際に汲み上げて、商品化する方法

□ アンケート
□ ヒアリングなど

顧客の声をひろって、
新しい商品を作り上げる
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２）プロダクトアウト ⇒ 顧客の潜在的ニーズを予測し、作り手思考で商品化する方法

お客様はこんな商品を
望んでいるんじゃないか？

求められていると推察
される商品を提供する

３．新サービス開発２つのアプローチ
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サービスづくりには２つの手法があります

１）マーケットイン⇒顧客のニーズを実際に汲み上げて、商品化する方法

２）プロダクトアウト⇒顧客の潜在的ニーズを予測し、作り手思考で商品化する方法

介護事業でサービス開発をする場合、どちらの手法が良いでしょうか？

３．新サービス開発２つのアプローチ
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Q.皆さんのお客さまは、具体的なサービス（自分自身のニーズ）を
思い描けていますか？

例）どんなリハビリをしたい？

例）どんな食事をしたい？

例）どこに行きたい？

例）何を飲みたい？

例）施設に期待するものは？

果たしてアンケートをとって、普段施設で提供していない内容が、
どんどんお客様の声としてあがってくるでしょうか？

３．新サービス開発２つのアプローチ
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伝える対象の優先順位

社員
顧客

（利用者）
家族

ケアマネ
MSW

地域

まずは、自法人・施設内社員にブランドを伝える必要がある

内 外

４．ブランドを伝えるためのツール

うちは○○では絶対どこにも負けない！と

全スタッフが共通の認識をしていることが重要！
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４．ブランドを伝えるためのツール

顧客に伝えるツール

プロフィールボード

①写真を載せる！

②趣味・特技など、ある程度
パーソナルな情報も盛り込む！

③メッセージを添える！

④見やすく大きな文字で！

⑤コンセプトに沿ったデザインで！

スタッフ名 施設ロゴ

スタッフ写真

職種
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☐家族会（運営懇談会）

☐家族参加型イベント

①夏祭り

②ビアガーデン（焼き芋）

③家族の特技（歌など）を披露

④家族見学会

⑤外出

※ムービーなどで、普段みられない

利用者の顔を見せることはとても

効果的

☐広報誌

アクティビティーを改革中です！

おもしろ荘通信 Vol.5

レクの写真
（カラオケなど）

おもしろ荘では、現在レクリエー
ションプログラムを強化中です！

身体レク、認知症予防レク等、目
的別に、ひとつひとつ職員がオリジ
ナルで作っています。

その数は100種類を目標にしてお
ります！

また、レクリエーションは「選択
制」となっており、利用者様1人一
人の目的に合わせて、数や種類を自
由に組み合わせていただくことが可
能です！

現行のレクリエーションでは、カラオケ
が人気のプログラムとなっております。
専用の機械を導入しており、利用者様に
定評があります！

今月の
イベント

写真

○○

本文

（イベントの
様子）

写真

写真 写真

広報誌タイトル

イベント内容（写真と文章）

４．ブランドを伝えるためのツール

家族に伝えるツール（手段）

64



☐ Zの法則
・人の視線は、無意識のうちにZを描くように動く

５．チラシづくりのポイント

① ②

③ ④
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☐ 袋文字の活用

オススメの袋文字

老人保健施設

５．チラシづくりのポイント



☐三分の一の法則（三分割法）
・紙面（画面）を三分割し視覚的なアクセントが三分の一の境界にあたる位置に
来るようにレイアウトすること

５．チラシづくりのポイント

見出し

本論
詳細

各論

イベント名

日時

イベント
写真

スタッフ
写真
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イベントの参加率を上げるチラシのポイント

①イベント写真がある

②メリットが分かる

③プログラムの事例を交えて示す

④見やすい

⑤ワクワク感がある

⑥連絡先がわかりやすい

⑦対象者がわかりやすい

⑧ごちゃごちゃしていない

イベント日時

対象者
〜な方におススメ

プログラム事例

施設連絡先
担当者氏名

参加のメリット

イベント
タイトル

担当者
写真

５．チラシづくりのポイント

日時

地図
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第三講座まとめ

☑ 団塊の世代が今後、顧客の中心となることを意識する！

☑ まずは中心サービスを作りこんでいくことが重要

☑ サービスづくりは、プロダクトアウトでおこなう

☑ 地域一番のサービスをつくり、共感していただく

☑ 想いは内から外へ伝える

☑ そのために、ます職員に同じ話を熱く語り続ける！

☑ 伝えるための具体的な手段を、対象別に考える

☑ Zの法則など、テクニックを駆使し、「興味をもっていただける」ツール

を作成する
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先日の講座では、「ブランド化」は、マーケティング３原則～「誰に」・「何を」・「どのように」に基づいておこ
なうことが重要であるというお話をさせていただきました。（テキスト参照）
今回の宿題は、以下の3ステップを、皆様に実践していただきたいと思います。

以下、宿題の内容です。

STEP１ 皆さんの施設ではサービスを、どのような方（理想の顧客像）に提供していくのか？
STEP２ その方を対象に、どのようなサービスに注力していくのか？
STEP３ 考えた内容をもとに、行動にうつす！

「 STEP１」については、施設のスタッフさんと一緒に「理想の顧客像」を考えていただきたいと思います。ポイン
トは、「どのような悩みや要望をもっている方なのか」です。

「 STEP２」では、テキストの「独自性」「品質」についてのページをご参照ください。
１つのサービスについて、とことんこだわっていただきたいと思います。なにも新たなものを、ゼロから作り上げるこ
とはありません。皆さんの施設で、何か強みになりそうなものはないでしょうか。実は皆さんが気づいていないだけで
、更に強力な商品になりえるような何かが、あるかもしれません。

そして、最も重要なのは、それを実践に移すこと（ STEP３）です。ただ「考える」だけでは現場は変わりません。始
めは小さなことでも構いませんので、何かを実践してみましょう。宿題では、「具体的にこのようなことに取り組む」
といった行動計画で構いません。もちろん、実践していただいたことがあれば、ぜひ発表してください！

宿題の内容

宿題の提出方法 会員サイトTOPページよりアップロードをお願いします。



次回管理者養成コースは

11/10 13:00~17:00 11/5

振り返り提出のお願い
●本日の振り返りを会員サイトよりアップロードしてください
●箇条書きでも、どのような形式でもOK！
●振り返りは７２時間以内にお願いします

次回講義５日前までに
●宿題のアップロードをお願いします

提出
期限

１

２


