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MBF Lectures 第1回
「世間もよし」という新しい循環:

「モノからコト」を超えてヒトの時代へ
片平秀貴 （丸の内ブランドフォーラム）

4月13日（火）17:00-19:00



2

1
いつもの図

少し手を入れ、繋ぎました
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体験

「消費者のしあわせ」
suggested by

Dr. Mogi 哲学
安心・安全

Dopamine
しあわせ

“触れ合い”

「強化」

【偶有性】
定番 + 驚き

感謝・推薦

記憶・反復
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挑戦

「ブランド人のしあわせ」

Dopamine
しあわせ

“触れ合い”
感謝の受信

「強化」

【偶有性】
驚きの提供

哲学
礼節

プライド・自信

記憶・反復



【ブランド】 【消費者・世間】
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「人を先に」
から始まる循環



Salesforce CEO Marc Benioff Says 
“The Business Of Business Is Improving The State 
Of The World”
https://www.forbes.com/sites/danpontefract/2017/01/07/salesforce-ceo-marc-benioff-
says-the-business-of-business-is-improving-the-state-of-the-world/?sh=455c8c6f7eb0

企業の仕事は
世の中をよくすること



「世間もよし」

1. 本心 Authentic
2. 「人を先に」の信念と行動
3. 対価は「感謝」;「感謝」が自信を生む
4. 自信の横に常に礼節を
5. 「人を先に」⇒「感謝」⇒「自信」⇒「礼

節」⇒「勇気」の循環
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紀見峠は、世界的数学者・岡潔が幼少期を過ごした岡潔ゆかりの地です。紀見峠にある大阪府と和歌
山県の府県境付近に、岡潔を称えた顕彰碑が建立されています。石碑には、岡潔が祖父から受け継いだ
言葉「人を先にして自分を後にせよ」が刻まれています。
https://anaba-
wakayama.jp/entry/%E4%B8%96%E7%95%8C%E7%9A%84%E6%95%B0%E5%AD%A6%E8%80%85%E3%83%BB%E5%
B2%A1%E6%BD%94%E3%82%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%9C%B0/

本心で「人を先に」な人たち



「人を先に」の信念と行動
とは

1. 困っているヒト、コトを看過ごすことができない
2. 少し無理すれば自分で助けられるのか問う
3. 自分の生き方に反しないか問う
4. 2と3が「YES」ならすぐに行動する
5. 自分（たち）の損得は絶対に考えない
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挑戦
したらできそうなこと

「芯」
に反しないこと

社会
が困っていること

世間もよし



https://www.youtube.com/watch?v=AuVtWJPKaeU

本心で「人を先に」な人たち



https://www.youtube.com/watch?v=LtbX1bYcUk0

本心で「人を先に」な人たち



1. https://abc13.com/houston-icu-nurse-christie-purviance-new-mazda-car-working-during-
covid-19-pandemic-heroes-coronavirus/8477687/

2. https://www.khou.com/article/life/heartwarming/christie-purviance-icu-nurse-memorial-
herman-mazda-heroes/285-c9f94d39-92b0-41c0-bf3b-ff094f88d482

3. https://www.mysanantonio.com/coronavirus/article/Houston-ICU-nurse-COVID-19-new-car-
Mazda-Heroes-15776449.php

4. https://www.click2houston.com/houston-life/2020/12/02/local-icu-nurse-gets-the-surprise-of-
her-life/

本心で「人を先に」な人たち



■ジョルジオ・アルマーニは3月26日、イタリアの全生
産設備を医療用オーバーオールの生産に振り向けミラ
ノ、ローマ、トスカーナの医療従事者を守ることを発表

■ローマを本拠とするブルガリはイタリアの医療関係者
のために数十万単位の消毒用ジェルを生産すると発
表

■プラダはイタリア、ペルージャの工場で8万着の医療
用オーバーオールと11万個のマスクの生産を開始し近
日中に医療関係者に配布すると発表

https://nypost.com/2020/03/26/luxe-labels-gucci-armani-
bulgari-make-protective-gear-to-fight-coronavirus/

コロナ禍で「困った人を先に」なブランド
（拙稿から:https://www.jma2-jp.org/article/jma/k2/categories/662-bs2020-1）



■ジャガー・ランドローバーは4月2日、同社の試作品
製作事業部の技術を使って週に5000個のフェイスバ
イザー（顔全体を覆う保護バイザー）を生産し英国
の医療関係者に配布すると発表

■フランスのプジョー･シトロエン グループは3月31日、
フランスの人工呼吸器専門メーカーと協力して、自ら
の工場、労働力、技術力を提供することにより5月中
旬までに10000個の人工呼吸器を生産すると発表

■英国のスーパーカーメーカーのアストン マーティンは4
月4日、同社のクラシックカー事業部が医療関係者の
マイカーの応急修理を無償で引き受けると発表。

コロナ禍で「困った人を先に」なブランド



なぜ、「人を先に」でビジネスが成立＆永続するのか

■「人を先に」＋「後」で本業（収益事業）

■感謝と敬愛は、お金では決して買えない無形資産;経営者と

社員に自信と誇りを与える

■「人を先に」の施策から、他では得られない経験値と人脈を獲

得

■「人を先に」の実践は多くのパブリシティとSNSの発信を生み、

「優しいブランド」という評判が形成される



自信
誇り

礼節
誠実

大切なこと



Dream or die 19

ある有力ブランドのある役員の方からのある日のメール（取扱
注意）

経営者でさえ「自信がない」



https://www.facebook.com/ReactDisasterResponse/posts/3853446628036500
Re:act Disaster Response

During Covid, we’ve supported:
-73 hospitals
-20 mortuaries（霊安室）
-3 ambulance stations
Helping to ensure the NHS and critical 
services could cope with demand and 
continue to care for our sick and 
deceased when under extreme pressure.
We’re hugely proud to have served 
the people serving our communities.



KAIグループ企業理念
企業メ
企業メッセージ

さわやかな あじわいのある日々を
お客さまとともに・・・ＫＡＩのねがい

企業理念

顧客のよろこび
社員のほこり
社会のしあわせ

パートナーとともに
学びつづける企業



貝印ミニしぼり

一休み:
私が愛用する道具



https://www.kumon.ne.jp/kumonnow/obog/075_1/3/

株式会社ニューズピックス代表取締役社⾧CEO
坂本 大典 氏

大学時代に暮らしていた京都からインターンのために
東京に出てきたとき、ある違和感を覚えました。
京都では、学生が多いこともあり、電車の中で笑いながら話している人がけっこういた
のですが、東京に出てきた瞬間、満員電車で疲れた表情をした人が多いと感じたのです。
仕事を楽しそうにしていない。日本の未来を担うはずの若者も希望を持っていないよう
に見えました。それを変えたい。そんな思いがいまの仕事の原動力となっています。

そうやって多くの大先輩から学ばせていただいたなかでも一番印象に残っているのは、
自主ゼミの先生の言葉です。「経営者にとって一番大事なのは人として誠実であるこ
と。それより大切なことは何もない」しょっちゅうそう言われていました。当時の私は
「こんなに経営の勉強をしているのに、そこか」と拍子抜けしたものですが、いま、そ
の意味が本当に心にしみています。
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「人を先に」
のケース

1. たねや
2. 無印良品
3. MAZDA



ケース１
企業メ

「たねや」

創業150年、近江八幡（滋賀県）の和菓子の
名門ブランド



たねや
たねやグループCEO 山本昌仁氏

https://toyokeizai.net/articles/-/417853

■その頃、売りたくても売れなかったお菓子を病院や老人ホーム、幼稚園に
寄付されたと聞きました。

山本:私どもの会社は、昔から地元の方々のおかげで
今日があります。お世話になった方々、医療従事者の
方々などに、私たちが今できることは、お菓子を
食べてもらうことだと考え寄付を始めました。

そのことでお客様からお礼の手紙や電話をいただきました。気持ちが沈んで
いたときだったのでとても勇気づけられるとともに、お菓子には苦しいとき
も人を笑顔にできる力があるという、お菓子屋の原点を忘れていたことに気
がつきました。今までブランドを追求するあまり、手が届きにくい販売方法
をとっていたことを改めようと考え始めると、体がとても楽になりました。
https://toyokeizai.net/articles/-/417853?page=2



■今まで老舗ブランドとして百貨店のみで売られていたお菓子が、コンビニ
やスーパーの棚に並ぶことに葛藤はありませんでしたか?

山本:「店が閉まっていてお菓子を買えない」というお客さまからの声を聞
き、私たちは今、必要とされていると感じました。ブランドがどうこう
ではなく、お客さまに食べていただき「おいしい」と言ってい
ただくことに焦点を当て、百貨店以外の販売方法でも、絶対に味を落と
さないということを死守しました。
（中略）

私たちのお菓子は非常にデリケートであることを説明し、ご理解いただいた
うえで取り扱っていただきました。私たちが作れる最大限のお菓子の数を毎
日お届けするということができ、多くの方にわれわれのお菓子を食べてもら
うことができました



■インターネット通販にも本格的に取り組まれたそうですね。

山本:通販は昔からやっていましたが、お客さまは年配の方が多く、ネット
ではなく電話注文やファクス注文で受けていました。われわれもネット通販
の必要性を20年も前から考えてはいましたが、お店のほうがよく売れるため、
手つかずのままでした。コロナをきっかけにネット通販に着手でき、一気に
加速しました。

■新たに開拓した販路による売り上げの割合は、どのくらい占めていますか。

山本:50％は新しく開拓した販路による売り上げです。以前の販売方法のま
までしたら、売り上げは頑張っても前年比60％ぐらいしか回復しなかったと
思います。
「先代から引き継いだものを守り抜いていかなあかん」とこだわっていたと
ころもありますが、200年後に私どもの会社が存続するためには、今ここで
お菓子を食べてもらわないという選択肢は絶対にありません。お客さまにお
菓子を食べてもらう時間を増やすことが第一で、ここにブランドのイメージ
を保つためのプライドは一切ありません。「おいしい」こそが、「ブラン
ド」です。



ケース 番外
企業メ

東京21世紀管弦楽団
医療・保健現場の方々のためのオンラインコンサート

2020年8月23日 リアルな演奏会
2020年9月19日 標題のオンラインコンサート配信

60名から、熱いお礼のメールが・・・。以下はそのほ
んの一部



Audio-Technica社製のBlue toothイヤホンで聴きましたが素晴らしい音でし
た。指揮者の迫力ある姿に感動しました。楽団の益々の発展を期待していま
す。

仕事終わりに19:00になるのを楽しみにしていました。とても良かったです!
配信中にまた聴きにいこうと思います。今年は音楽やバレエ鑑賞を楽しめな
くなってしまったので嬉しかったです。次回があればまた参加させていただ
きたいです。"

素敵な演奏に只々感激しました 新たな気持ちで前に向かう力を授けていた
だきました(^^) ありがとうございました😊 演奏された皆様、開催に関
わった全ての皆様心から感謝申し上げます。🤗



途中からの視聴になってしまいましたが、協奏曲4、シンフォニー7いず
れも素晴らしく、特にシンフォニーは自分達の結婚式でも使用した思い
出深い曲でしたので、感慨深かったです。医療従事者向けOnline公演と
いう、素晴らしい企画をしていただきありがとうございました。明日か
らの診療に向けて鋭気が養えました。

場を共有するという日々を失い、想像を超えた痛みの日々が続いていま
す。一人でなせることは限りなく小さく、なすすべの少ないことを痛感
する日々に、「同じ時間に、万感溢れる時間」と作っていただき、あり
がとうございました。

素晴らしい企画で美しい音楽とともに温かい気持ちがしっかり伝わりま
した。ありがとうございました。そして、お疲れ様でした。



ケース２
企業メ

「良品計画 ソーシャルグッド事業部」

無印良品の新しい動き



社会によいインパクトを与える活動や商品、
サービスを示す「ソーシャルグッド」。2018
年2月、その名を冠した事業部が良品計画に誕
生した。わずか9人の小さな部署だが、事業の
在り方や社員の意識を少しずつ変え始めている。

事業部⾧の生明弘好氏は「そもそも無印良品
は、1980年にソーシャルグッドな事業として
立ち上がった」と振り返る。当時のキャッチフ
レーズは「わけあって、安い」。従来捨てられ
ていたサケの頭や尾の周りを活用したり、割れ
た干しシイタケを商品にしたりと、単に価格が
安いだけでなく、社会的コストを減らしている
ことをうたったものだ。行き過ぎた消費社会へ
のアンチテーゼとして生まれたブランドだった。

無印良品のソーシャルグッド事業部
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00258/031700009/

ソーシャルグッド事業部⾧の生明弘好氏



無駄な装飾を省き、シンプルな商品を提供するという
姿勢は今も変わらない。しかしビジネスの中身は
変わってきている。「海外で生産した商品を店舗で
売ることで、地域社会にどんな貢献ができているか。
店舗スタッフの雇用だけではないか」と生明氏は
自問する。

■例えば、18年4月に千葉県鴨川市にオープンさせた
「里のMUJI みんなみの里」は、無印の店やカフェに
加えて、地元の農産物直売所も併設。地元で取れた米
を使った日本酒の醸造など、地域の人や資源を活用した協業を進めている。
■1つは地域の特産品を販売する「なおえつ良品市場」と地域の農産物や地元の店舗のレシピを基
にしたメニューを提供する「なおえつ良品食堂」。無印には全国展開する飲食事業があるが、あえ
て取り入れずに地域と連携することに決めた。



もう1つが移動販売の「MUJI to GO」。高齢化に加え、
コロナ禍で店舗まで足を運ぶのが難しくなっているという
課題に対しての答えだ。地元スーパーの移動販売と競合し
ないように生鮮品は取り扱っていない。また車両と運行は
地元のバス会社に委託するなど、地域経済に貢献する仕組
みにしている。

いずれの取り組みも、収益性だけを考えるなら別の道があ
るだろう。生明氏は「事業として取り組んでいるので、収
益性は考えている。ただし大きくもうかるわけではないの
は事実。それでも、中心市街地への訪問客が増えたり、空
き店舗の増加に歯止めがかかったり、といった地域へのイ
ンパクトを1つの尺度として評価している」と話す。

上越市、酒田市とも、出店前の19年にソーシャルグッド
事業部のスタッフと社内公募で集まった社員約20人が現
地を訪問。地元の住民や行政と対話しながら地域の課題を
把握し、解決方法を探る「暮らしの編集学校」というワー
クショップを行っていた。移動販売はこの中で生まれたア
イデアだという。





暮らしの編集学校は18年からすでに4回開催。ソーシャルグッド事業部の人員は
9人にすぎないが、地域の課題解決に取り組む経験をした社員数は65人になってい
る。生明氏は「地域活性化という課題は日本だけでなく海外にもある。環境が似
ている東アジアでは、近いうちに事業展開できるだろう。全社員がソーシャル
グッドという考え方を持つのが目標だ」と話す。

取り組みはまだ緒に就いたばかりだが、「最終的には『ソーシャルグッド事業
部』という名前の部署がなくなればいいと思う」（生明氏）と将来を見据える。



ケース３
企業メ

北米マツダ “Mazda Heroes”
コロナと闘うローカルヒーローを称える

ほか



Apr 17, 2020,02:04pm EDT|4,562 views

Mazda Offers ‘Essential Care Program’ To Healthcare Workers During 
COVID-19
Jason FogelsonContributor
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米国で:Mazda USAは2020年4月、すべての医療関係者に車種を問
わず無料オイル交換とクリーニングを提供

Starting on April 16, Mazda dealers across the United 
States began providing free standard oil changes and 
“enhanced cleaning services” for healthcare workers. 
The program, which was developed by Mazda North 
American Operations (MNAO) and the Mazda dealer 
network, will be available for most makes and models 
of cars, crossover vehicles and SUVs – not just 
Mazda models. Mazda and its dealers will invest at 
least $5 million in this program, named “The Essential 
Care Program.” The program is scheduled to run 
through May 4, 2020.

https://www.forbes.com/sites/jasonfogelson/2020/04/17/mazda-offers-essential-care-program-
to-healthcare-workers-during-covid-19/?sh=17d8e5cabd8e
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MAZDA HEROES
Honoring the Human Spirit

ご覧いただけましたか
https://youtu.be/AF0GkSgHaEU
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1 of 50 “Mazda Heroes”
Christie Purviance
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米国マツダ

審査

決定

販売店

納車

ICUでの
献身的看護

1 of 50 “Mazda Heroes”
Christie Purviance

推薦者:推薦理由
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CASONDRA CLARK NURSING STUDENT SURPRISE, AZ MARY EASLEY PATIENT CARE TECHNICIAN CHICAGO, IL

RACHEL ELLIOT ICU NURSE NOBLESVILLE, IN LUIS VILLAFRANCA NURSE SAN FRANCISCO, CA
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https://www.youtube.com/watch?v=AF0GkSgHaEU

Mike Gloria
I love Mazda and have been a loyal owner for years, not even a wink to another brand. Thanks 
Mazda for honoring and recognizing these 50 heroes.
Mazda USA
Loyalty like yours is what keeps us driven. Honored to welcome a few more members to our family.

Andando por aí
This is an awesome campaign for awesome people. Good job Mazda, and thank you for the 
recipients for your selfless generosity.
Mazda USA
Honored to give back to those giving everything to keep their communities on track.

Ernie Peacock
Praise God!  Thank you Christie for helping to save the life of my lifelong friend and hero Maurice 
"Termite" Watkins. I am so happy for you. You are a beautiful soul that represents the best of 
humanity and your profession. Thank you and God bless you and your family!
Mazda USA
More confirmation that we made the right choice. We're honored to celebrate her sacrifice and 
service.
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【読者のコメント】
VetteGuy1307
3 December, 2020
I love what Mazda is doing. I think that It is great 
they are honoring local heroes. Great job, Mazda!

ffemt6
3 December, 2020
Mazda giving back in this manner is highly commendable. Mazda is always doing things like this, 
and they build an incredible product in all categories. When will people start rewarding them with 
the sales they truly deserve.

UnkeptFork50
2 December, 2020
Aww, that's actually a really nice thing to do. Good on you, mazda.

Mazda Honoring Local Heroes by 
Giving Them 100th-Anniversary Miatas

米国CARANDDRIVER
の記事



The Mazda cars will plug into the command structure of Team Rubicon UK and assist in 
the supply and training of PPE, running mortuaries and supporting logistics for the 
operational team. “Team Rubicon UK is standing up its capability and bringing in our 
disaster response expertise to help the UK to overcome the biggest peace-time challenge 
it has ever faced,” commented Ben Lampard, Director of Operations.
https://www.mazda.co.uk/why-mazda/news-and-events/mazda-news/articles/mazda-supplies-cars-to-team-rubicon-uk-for-covid-19-
response/

MAZDA SUPPLIES CARS TO TEAM RUBICON UK 
FOR COVID-19 RESPONSE

英国で:Mazda UKは2020年3月に対コロナに参戦
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Since March 2020, RE:ACT has distributed 10.1 million PPE items, supported and delivered 
3.1 million meals, conducted 4,400 welfare checks, cared for 2,700 deceased, facilitated 
3,700 Covid-19 tests, completed 121 live critical tasks and supported 37 counties across 
the UK. https://www.insidemazda.co.uk/2020/11/03/mazda-supports-react-during-critical-covid-19-response/

Mazda supports RE:ACT during critical Covid-19 
response with volunteers honoured by the Queen

Lizzy Stileman MBE

In total the Mazda vehicles covered almost 12,000 miles and supported 37 counties across the UK, 
with two Regional Liaison Officers, Mary Lockwood and Lizzy Stileman, making full use of the vehicles.

Mary Lockwood

調整リーダーStilemanさんには女王から勲章が
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https://www.facebook.com/ReactDisasterResponse/posts/3853446628036500
Re:act Disaster Response

During Covid, we’ve supported:
-73 hospitals
-20 mortuaries（霊安室）
-3 ambulance stations
Helping to ensure the NHS and critical 
services could cope with demand and 
continue to care for our sick and 
deceased when under extreme pressure.
We’re hugely proud to have served 
the people serving our communities.



Ed Sheeran poses with his MBE (Member of the Order of the 
British Empire) medal that was presented to him by Britain’s 
Prince Charles (Picture: REUTERS/John Stillwell/Pool)

この写真はMazda UKとは無関係です

こういうアクションを王室＝社会が賞賛する
Lizzy Stilemanさんが授与されたMBEはこんな感じ

この栄誉がMazda UKにも還流し誇りと元気が生まれるはず
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片平:「これらのストーリーは日本のマツダファンも知りたいはず!」

1. 日本のマツダファンは誰もこのことを知らない;なぜ広報
しない?

2. 同じ方向のことをなぜ日本ではやらない?（かなり遅れて非

常に小規模に広島の自治体に車両の寄付をやっていましたが）

広島のマツダ本社の上層部は私の「なぜ?」に対して、「日本は社会貢献
が「普通で自然」という文化が希薄」、「たとえやっても外には言わない
ほうが好感持たれる」とのこと。皆さんはどう思われますか。
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"絶対に発信した方がよいと思います。わたしはこのケースを知って、すごくよい施策

でMazdaに好感を持ったのですが、一方で、Mazda発信ではなく片平さんのよう

な一個人の発信から知ったため、より好感を抱きやすかったようにも思います。でも、

国から評価されるレベルのことをやっているので、自分から言ってもぜんぜんいいと思

います!わたしはペーパードライバーで車に興味はなく買う予定も特にないですが、

なんとなくそれぞれの車企業に抱いている「スポーティ」「安全」「お金持ちが乗る車」

などイメージの中に、Mazdaに対しては「社会にやさしいいい会社」「お金儲け丸出

しではない」といういいイメージが加わりました。これだけ規模の大きなすごいことを本

気で取り組んだのだから、ドヤっていいと思います。"
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"私自身、Mazda CX-8が愛車で、Mazdaが好きです。しかし、Mazda UK & 

USAのケースは、片平さんからご教示いただくまで残念なことに知りませんでした。こ

れは非常にもったいないことだなと思うと同時に、毎日乗る車であっても、「そのブラ

ンドを感じる」接点が生活の中にないからだなとも感じました。例えば、Mazdaの

LINEアカウントがあって、ユーザーの生活に寄り添ったお知らせ（もう少しで点検で

すよ など)と同時に、Mazda UK & USAのケースのお知らせなどの接点があれば、

「Mazdaっていいな」「社会に貢献してるんだな」ということが無理なく消費者の脳に

刷り込まれで感じ取れていいのでは?と感じました。毎日乗る車なのに、そのブラン

ドの「今の取り組み」を知る接点がない。「車は買ったら終わり?」という今の状況も、

今回のケースをきっかけに改善していくと「買った後も⾧く愛されるブランド」になるの

かなと感じました。"
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"私は、ブランド以外で社会貢献も広報で担当しておりますので非常に考えさせら

れるトピックスでした。 まず、感想ですが、「広報するべき」だと考えます。企業活動

にあったレピュテーションを形成されるためにも、「隠しておく美徳」は、もったいないと

思います。 情報過多の時代、生活者は自分の興味のある情報を引き出す・検索

して取捨選択していますが、そもそも情報が発信されていない場合、社会貢献に

興味のある人が、「自動車メーカー 社会貢献」と検索しても、ヒットしないのであれ

ば企業イメージを構築する点で、損失は大きいです。 私感ですが、日系企業は

「社会貢献＝ボランティア・慈善活動」という認識が根強いことも一因であるかと考

えます。弊社内でも上記の認識で、「社会貢献＝企業のフィロソフィーの体現や社

会課題の解決そのもの」という認識をしている人は極少数だと感じます。"
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"片平さんの資料にあるように、「たとえやっても外には言わないほうが好感持たれ

る」という感覚は、確かに今の日本にはまだ残っているのは感じます。ただし、若い世

代ほど、むしろ「知らせてほしい」と思っているのではないでしょうか。よく言われるよう

に、日本社会は「ハイコンテクスト」で「察する」ことが尊ばれますが、今後ますます多

文化交流が盛んになっていく中では、それはそれとして、良い意味での「ローコンテク

スト」はもっと意識されるべきだと思います。マツダのようなグローバルに評価されてい

る企業こそ、「わかりやすいコンテクスト」はもっと発信しても良いのではないでしょうか。

そしてもしもそれをネガティブに捉える層がいるとしても、もはや時代からずれつつある

人たちとして気にしなくても良いように思います。"
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米『コンシューマーレポート』自動車ブランドランキングで
初の首位

など、米国でマツダの快進撃が続く
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2021年2月
【Mazda tops Consumer Reports' car brand recommendations: Congratulations!】
おめでとうございます!
マツダ、米自動車ブランドランキングで初の首位…『コンシューマーレポート』調査
上位10ブランドの結果は以下の通り。昨年の1位はポルシェ。

1、マツダ（総合スコア80点）
2、BMW（総合スコア78点）
3、SUBARU（総合スコア76点）
4、ポルシェ（総合スコア76点）
5、ホンダ（総合スコア75点）
6、レクサス（総合スコア75点）
7、トヨタ（総合スコア74点）
8、クライスラー（総合スコア74点）
9、ビュイック（総合スコア72点）
10、ヒュンダイ（総合スコア71点）

「マツダは、前回調査の4位から順位を上げて、自動車ブランドランキングで初の首位となった。」とのこと。
https://response.jp/article/2021/02/23/343373.html

Masahiro Moro,chairman and CEO of Mazda North American Operations.
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2021年2月
【Miata Is Selling Well In North America: A Good News】
久しぶりの明るいニュースです。日本でもロードスターは2020年12月で699台、前年同月比5.6%増で悪くないで
す。オープンで「反密」だから?

「なぜか新型コロナ禍で好調なのが、MX-5 Miata（日本名ロードスター）だ。2020年の年間セー
ルスでは、前年よりも13.6％増となる8807台を販売。2021年1月もその勢いは止まらず、536台
（前年同月比＋35.4％）を販売した。・・・」

https://motor-fan.jp/article/10018176
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2020年12月
【MAZDA Is No.1 In "Who Makes the Most Reliable New Cars?" By Consumer Reports: 
Amazing! Congratulations!】
おめでとうございます!
マツダの皆さま、マツダファンの皆さま、大変だった2020年の最後にいいニュースが入ってきました。これで残念なニュー
スを吹き飛ばしましょう。MAZDAブランドが、広告を取らない公正な姿勢で米国で評価が高いCONSUMER 
REPORTSの「信頼性評価」で常勝トヨタを破ってナンバー1に輝きました。かなり⾧く詳細な
NewSphereの記事ですがマツダの皆さんにとってうれしい言葉が並んでいます。

NewSphereの記事から
「首位に君臨したのはマツダで、全ブランド中で唯一80点台をマークする好成績となった。CR誌は多くのメーカーは41
点から60点のあいだに分布するとしており、マツダがいかに高い水準をキープしているかがわかる。・・・中略
USAトゥデイ紙は、26ブランド中でトップとなったマツダの品質への取り組みの陰に、「インタラクティブな」アプローチがあ
るものと見ている。モデルのアップデートに対するマツダの姿勢は慎重そのもので、一度に多くの新技術を取り入れるよう
なリスクを極力避けている。フィードバックを得ながら徐々に改良を加えてゆくのが同社のスタイルだ。USAトゥデイ紙は
CR誌のコメントを引用し、「信頼性というものは常に、ワクワクさせるクルマ作りと信頼の置けるクルマ作りとのせめぎ合
いである」「（しかしマツダは）楽しくかつ信頼性のあるクルマ作りが可能だと示してみせた」と述べ、絶妙なバランス感
覚を評価してい」
https://newsphere.jp/to…/auto_reliability_brand_ranking_2/2/
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4

おわりに
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まだ「モノからコト」ですか?

モノ、コトを超えて

ヒトが思いを通じ合わせる時代

なのでは!
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僭越ながら、最後にもう一つ私自身の話

検索の結果
「Creema」で木の

スツールを買いました



木製スツール アンティーク ヴィンテージ風

クリエイター
Riran
木製スツール＆ペット雑貨職人
Riran
（157）
232人にフォローされています
フォロー中 質問・オーダーの相談をする

コピペできませんでしたが、157件の評価
全てが★★★★★でした（片平）



丸林 耕太郎 クリーマ代表

「音楽にしても、絵にしても、才能や努力と
周囲からの評価が一致しづらい世界だと痛感
しました。才能のある人が食べていけない世
界は誰にとっても不幸な状態です。本気で何
かに向き合う人たちが、その才能を解放でき
るようなフェアな仕組みを作れないか。その
ような考えが原点にあります」

「「我々のやるべきことは何か」を誰よりも
深く考え、誰よりも早く高い精度で実行する
ことが成⾧に繋がると考えています。小手先
で考えてできる仕事なんていうのは、中⾧期
的に考えるとうまくいかなくなることが多い。
「良いクリエイターの作品が集まっていて、
このサービスを使うと良い作品に出会える」
という本質的なことが何よりも重要なので、
そこを徹底的に突き詰める。」



取引評価一覧
kata
木製スツール アンティーク ヴィンテージ風
無事着きました。とてもいい感じです。座面に蜜蝋を塗ったらさらに風格が。
( 2021.01.14 )

無事にお届けできて安心致しました。
蜜蝋を塗ると、風合いが増していいですね。末永く可愛がって頂ければ幸いです。
この度はご購入ありがとうございました。またご縁がございましたら、よろしくお願い申し上げます。
( 2021.01.14 )

木製スツール アンティーク ヴィンテージ風
同じ商品の2回目の購入です。前回同様とてもとてもいいです。行違って差額が出て辞退したところ素晴らしい小物
をいただきました。素晴らしいモノ、そしてそのお気持ちに感謝です。
( 2021.03.23 )
ご購入ありがとうございました。
再びのご縁を頂き、とても嬉しく思います。こちらこそ、暖かいご配慮を頂き、感謝申し上げます。末永く可愛がって頂けれ
ば幸いです。
ありがとうございました。
( 2021.03.23 )
kata

生まれて初めて
オンライン取引で評価
の書き込みをしました

片平、作り手の方とナマの声の“触れ合い”を体験

二度目の購入＆評価



【ブランド】 【消費者・世間】



「人を先に」の信念と行動
とは

1. 困っているヒト、コトを見過せない
2. 少し無理すれば自分で助けられるのか問う
3. 自分の生き方に反しないか問う
4. 2と3が「YES」ならすぐに行動する
5. 自分（たち）の損得は絶対に考えない
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なぜ、「人を先に」でビジネスが成立＆永続するのか

■「人を先に」＋「後」で本業（収益事業）

■感謝と敬愛は、お金では決して買えない無形資産;経営者

と社員に自信と誇りを与える

■「人を先に」の施策から、他では得られない経験知と人脈を獲

得

■「人を先に」の実践は多くのパブリシティとSNSの発信を生み、

「優しいブランド」という評判が形成される



丸の内ブランドフォーラム 片平秀貴
〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル4F

℡03-5288-7400; Mobile: 070-5367-9192
URL: www.mbforum.jp

E-mail: katahira@mbforum.jp

お問合せ
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