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特集

『販促支援メモランダム』は、販促支援業務「も」や
る商工会議所など支援団体の担当者様、販促以外の
領域で活躍されている専門家・士業様、見映えだけ
ではなく売上向上にコミットしたいと考えるデザイ
ナー等各種クリエイティブ系業者様向けにつくられ
ています。
販促物制作やコンサルティングなど総合的に売上向
上の支援をする「しかけづくり」ならではな、幅広
さを特徴にした販促支援に役立つ冊子です。

費用や時間 、ノウハウ面で検討する
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販促物内製化の

メリット・デメリット
やり慣れない業務を急にやり出すのは、中々踏ん切
りが付かず、
「できない理由」を探してしまいがち。
新年度・元号が変わるタイミングなど、キッカケは
なんでもかまいません。まずはリスクの少ない範囲
で、見よう見まねではじめてみませんか？
今回のテーマは「販促物制作の内製化」
。知り合いの
デザイナーに丸投げしていたチラシ制作やサイトの
更新など、自社でできるようになると販促の可能性
が広がります。
もちろんメリットだけではなく内製化によるデメ
リットも合わせて解説し、支援先企業に向けた新た
な取り組みの提案材料としてご活用ください。

コスト以外にも内製化のメリットが

デメリットとその解決方法

販促物内製化のメリットでまず思い浮かぶの
は「コスト削減」ですが、それ以外にも下記

一方、内製化に踏み切れない要因として、

のようなメリットがあります。

なかでも「販促活動に慣れる」ことが重要で、
日常業務に明け暮れると見落としがちな

【もっと売れるようにするにはどうしたらい
いか？】を考える習慣がつき、次第にノウハ
ウがたまってきます。

いざプロに発注する際もこの習慣があると、
より具体的に注文ができ、また業者選定の目
利きも可能になります。
コスト削減以外に考えられる内製化のメリット
・販促ノウハウの蓄積
・マーケティング的な発想の定着
・マンネリ感の解消
・人材活用の新たな切り口
・販促の質・量面での向上→売上向上
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・作業時間／人員の捻出が困難
・売り方の固定化（制作の必要性を感じない）
・そもそもどう売ればいいか分からない
などがありますが、これら要因についてヒア
リング〜課題整理をすることで、それぞれ
・IT 化／フロー見直しによる業務改善
・営業／販促戦略策定、新規販路開拓
・研修／会議運営方法見直し
といった解決法の提案が可能になります。
お一人でアドバイスやコンサルティングをす
るのもいいかとは思いますが、各分野の専門
家と協働で推進していくのも１つです。

力量や「相性」など、組む相手として適切か
を確かめるキッカケとしても活用でき、支援
業務の幅と奥行きを拡げることができます。

販促物内製化推進をする上での３つの切り口
企業様によっては前例のない販促物の内製化、
当然ながら「肚落ち」しなければ先に進みません。
ここでは内製化を提案する上で、参考になるであろう３つの切り口をご紹介します。

最初から満点・完璧を狙わない
【営業・販促ツールの整備】
同じチラシでも、キャッチコ
ピーやちょっとした見せ方を

一点豪華主義より
【ローコスト販促】

販促施策を組合せ・繰り返す
【コンボ営業】

販促には正解はありません。 「単純接触効果（≒ザイオンス

なので様々なことを試して、 効果：繰り返し接すると好意
変えるだけでも大きな差が出 自社なりに取り組みやすいも 度 や 印 象 が 高 ま る と い う 効
ます。最初から完璧を狙わず、 のを探す必要があります。場 果）
」を活用して、こつこつと
効果検証や微調整を繰り返す 数を優先し不必要にコストを した日常的な販促の継続が重
のがオススメです。
かけない工夫が必要です。
要になります。

このようなワークショップの開催も効果があります！（宣伝）
座学や「お勉強」ではなく、定期的に 5-6 名定員くら
いで集まってゆるやかに
・様々な販売手法について話を聞いたり

・どうしたらもっと売れるか？を話しあったり

・パソコン操作部分も含めて販促の相談ができたり
する場と現場感のある講師兼ファシリテーターを用

意して、30-40 分ほどのミニセミナーと併せて実施。
３月に八潮市商工会様にてテスト開催し、
「セミナー・
ワークそのものも良かったが、その前後にする Web

周りの話や個別のちょっとした相談ができるのがい
い」とのご感想をいただいています。

著名な先生による「話を聞いただけでおしまい」の
セミナーもいいですが、同様の謝金で数回にわたっ
て実践に繋がる場をつくり、継続的な伴走型支援の
キッカケとして活用する方が、支援のしがいがある
のでは？との思いで企画しました。

カスタマイズ可能ですので、実施ご検討・お問合せ
ください。
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活動報告・ニュース

「販促関連の専門家」の活動や専門領域は千差万別です。ここではしか
けづくり（山崎）の活動状況をお伝えし、何ができ・どの局面で活用
すればいいかなどの判断材料としてご利用いただけます。

セミナー実施報告
埼玉県中小企業診断協会３月定例会にて、
「セミナー・研修事務局のアタ
マの中 〜講演・運営業務にも活かせる隠れたヒント〜 」というテーマ
で講演しました。
埼玉県・大阪市の中小企業支援機関でセミナー担当としての経験談をベー
スに企画・人選・告知・運営の話をし、そこを踏まえてどうすれば依頼
が増えるのか？またバックエンドのコンサル・研修等につなげるために、
どのようにセミナーを活用・運営していくのか？についてお話しました。
【その他の開催セミナー／研修】
・ラクに作れてムリなく続く スマホ・タブレットだけでできる販促のポイント（3/12：加須市商工会）
・いい感じの自社 PR とキャッチコピーを考える（3/19：八潮市商工会）

専門家登録しました
この度しかけづくりは、さいたま商工会議所・川
越商工会議所の会員になりました。またそれぞれ
の会議所で販促の専門家としても登録しています。

専門家登録一覧
ミラサポ登録専門家

さらに、中小企業庁の「ミラサポ」の専門家にも
同じタイミングで登録しました。

埼玉県商工会連合会登録専門家

今まで以上に国や会議所の制度や仕組みを活用し
たサポートも対応可能になりましたので、ご活用
ください。

川越商工会議所登録専門家

【事例】専門家派遣

さいたま商工会議所登録専門家

さいたま市産業創造財団登録専門家

( 株 ) フジカ工業さま（鳩ヶ谷商工会）

新たに裁断機を導入したタイミングで、なにかしら
の販促につなげたいという相談から、外回りや展示
会の際に話のキッカケになるようなチラシ制作を提
案、サンプルの作成をしました。
裁断機を導入して変わった部分や可能になったこと、
作ったチラシを誰にどのように渡すのかなどをヒア
リングし、打ち出しの方向性を決めました。またた
たき台からの意見出しを全員で行い、販売促進につ
いて考えるキッカケになりました。
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【指導員・士業の方々向け】内製チラシ添削サービス（無料）
専門家に依頼をしたり、コラボレーションしようとする際
に、その腕前がどれほどのものか分からないという悩みに
お応えしつつ、内製チラシのクオリティー向上も合わせて
やってしまうサービスです。
チラシ・DM は販促物の一種です。デザイン面のアドバイ
スだけでなく、
より「的確に伝わり」
「人が集まり」
「売れる」
ようにするためには？といった販売促進の視点でお話しい
たします。
※お問合せ／お申込みは しかけづくり：080-5860-2626( 山崎 ) まで

セミナー新ネタ、できました
消費増税・新元号、さらには各種コインレス決済･･･と様々
な外部環境の変化がおこるこのタイミングをむしろチャン
スととらえていただき、
「売り方や課金方法」を見つめ直し、
納得感のある値上げをしませんか？という主旨の【値上げ
上手になる】ためのセミナーです。
消費増税にちなんだセミナーと同時開催するもよし、ブレ
ストなどを行ってワークショップ風に進めるのもよしと、
カスタマイズ可能になっています。
※お問合せ／お申込みは しかけづくり：080-5860-2626( 山崎 ) まで

しかけづくりって、ナニモノ？
「売上昨対比 120% の実現」を共に目指すパー
トナーというスタンスで、
【営業・販促プロセス
の最適化】や【営業・販促ツールの整備】など
の面で、
主に BtoB 企業様に向けてコンサルティ

ングや販促ツール制作などを行う、さいたま市
（大宮）の個人でやっている「売上アップの総合
専門店」です。

特に業種にこだわらず、お客様に合った「売り
方（販促プロセス）
」を提案し、併走しています。
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販促支援の小ネタ

お客様との会話に使えるちょっとした販促支援の小ネタをお送りします。

一押しマーケティング入門本
４ P や STP など、販促支援をするならば頻繁
に目にするキーワードを、実例込みで分かりや

すく解説している本。これからしっかり系統立
てて学びたい方や何から手をつけていいか分か
らないお客様にとっては参考文献が豊富なのが
○なポイントになります。

著者は、日頃マーケティング関連のシステム（顧
客管理・イベント管理などの「マーケティング
オートメーション」な統合システム）を扱って
いる『シンフォニーマーケティング株式会社』
の代表取締役。

『サラサラ読めるのにジワッとしみる
「マーケティング」
のきほん』
庭山一郎

翔泳社

同社の Web コンテンツ「マーケティングキャ
ンパス」も、BtoB な企業ならば見ておくとい
いかもしれません。

「かどまる PRO」で１ランク上の資料作り
ちょっとした一手間でコスト以上の高級感とい
うのがオススメポイントです。ちなみに私も名
刺や大人数ではないセミナー・勉強会の資料な
どにコレを使ってます。安っぽい「手作り感」
が不思議となくなるんです。

角丸にするだけならば 100 均にも同様のツー
ルがあるんですが、S・M・L の３種類の角丸
処理ができるの市販商品は、
『サンスター文具
コーナーカッター かどまる PRO』
一択です。
一社に一台、日頃のチラシや
会社案内などにもオススメ
ですよ。
※しかけづくりFacebookページより
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海外無料素材サイトの活用法
非デザイナーがササッとそこそこいい感じのデ
ザインをするためのポイントの１つとなってい
る【素材・画像】
。ありきたりな無料素材集だと
既視感が･･･という時にオススメなのが海外の無
料素材集です。

なかでも私の一押しは Unsplash。サイトだけ
でなく、スマホアプリでも検索できるのに加え、
とにかく画像がおしゃれ。
※[Relaxation]での検索結果
IT系のサイトやブ
ログでよく見るこ
の手の画像もたく
さん出てきます。

https://unsplash.com/
英語で検索しないといけないのが面倒ではあり

ますが、Google で「○○ 英語」で検索する
とちゃんとスペルも分かるのでそちらと合わせ
て。まずは「business」辺りで検索して、ど
のような素材があるか確かめてみてください。

街ネタ：スマホ・QR 決済と隠れ値上げ
スマホ決済・電子マネー・QR 決済など、
「ホン
モノのお金」以外で買い物をする人が増えてい
ます。
便利で私もよく使うんですが、かかる金額をあ
まり気にしなくなったりしていませんか？
実は最近になってよく買うアイスが 100 円

じゃなくて 130 円になっていたことに気付き、
「いつの間に･･･」とびっくりしたことがありま
した。
逆に販売店・メーカー側目線で考えた時、
「コイ
ンレス決済」の普及ってさりげなく値上げしや
すいチャンスなのかもしれませんね。
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承認された経営革新計画を
現実のものにするための
伴走支援がむしろ大変。
「実践フェーズの販促支援」をお手伝いいたします
無茶をせずに昨対比 120% の売上を、
【売り方の最適化・販促ツールの
整備・ローコストで日常的な販促活動の繰り返し】でサポートします。

無理のない売上拡大のコツ①
【営業・販促プロセスの最適化】

無理のない売上拡大のコツ②
【営業・販促ツールの整備】

支援機関出身なので･･･気持ちは分かります。
「経営革新の件数」も重要ではありますが、
やっ
ぱり実行に移して業績を上げてもらってこそ
の経営支援だと考えています。
忙しい皆さまの黒子としてご活用ください。
代表・販促プロセスコーディネーター

山 崎 浩 司 （やまざき こうじ）
koji.yamazaki.98
ミラサポ登録専門家
埼玉県商工会連合会登録専門家
さいたま商工会議所登録専門家
川越商工会議所登録専門家
さいたま市産業創造財団登録専門家
Adobe Illustrator 講座講師
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一点豪華主義より
【ローコスト販促】

販促施策を組合せ・繰り返す
【コンボ営業】

主な経歴
公益財団法人 埼玉県産業振興公社

・創業希望者／経営者を対象としたセミナー／研修等の企画〜運営〜フォロー
・メルマガ／ Facebook ページ運営担当
・部署サイトリニューアルディレクション（CMS・業者選定、仕様策定）

公益財団法人 大阪市都市型産業振興センター

・創業希望者／経営者を対象としたセミナー等の企画〜運営〜フォロー
・担当セミナーの広報・宣伝
・DVD 教材製作
（撮影・編集）
、販売

アップルコンピュータ株式会社（当時：現在社名変更しています）

・銀座／心斎橋の直営店にてデモンストレーション・プレゼンテーション
・販促／ブランド PR のための各種イベントのブッキング／企画（心斎橋）
・各種アプリケーションの研修講師

カノープス株式会社（当時：現在社名変更しています）

・ショールーム内での接客／製品デモンストレーション／動画編集講座講師
・広告等制作ディレクション（製品パッケージ・雑誌広告・店頭 POP）
・展示会運営

フリーター・フリーランス（雑誌編集／ Web デザイン・講師）

【企画・編集・制作・発行】

事業所概要
（約1.7MB）

担当：山崎

