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「永続するブランドをどう育てる」

2022年8月
片平秀貴

丸の内ブランドフォーラム



Dream or die 2

生まれ:東京の下町
大阪に８年、英国に３年、米国に２年

大学に29年、ビジネスに18年

【好きなもの】
「変」
おいしいもの・お酒

【嫌いなもの】
偉そうな人
暑さ

片平秀貴（ほたかさん）、自己紹介
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どこの自治体?
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1
ブランドは生態系

Dream or die
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ブランドという生態系

ブランドは、人々の脳細胞を「土壌」としてその上に育

つ「樹木」のようなもの

樹木が自らに合った土壌に群生するように、ブランド

も時代時代の生活者との相性に応じて群生する

Dream or die
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例:Twitterとファンを共有するブランド群:「ブランドの森」から
■【BS2022】 「ブランドの森」の歩き方 「Twitter」 1.0.pptx (mbforum.jp)
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「ブランド」

人間の脳内預金口座

感動で残高が増えて、落胆で減る

感動のもとは、「驚き」と「心地よさ」と「そのブランドの思い」

Dream or die
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ブランドオーナーの心構え

狙うな 寄せろ （丸山茂樹）

定番＋驚き （茂木健一郎）

夢・革新・一貫性 （片平秀貴）

Dream or die
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脳内預金口座を覗く

42歳、東京都在住の既婚の女性は・・・

（写真はフェイクです）

Dream or die
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無印良品

IKEA

ニトリ

カルディ

吉祥寺

???なメディア

・

・

が好きなブランド
Dream or die
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シンプル

お手頃価格

ポイント・クーポン

健康・無添加

・

・

・

が好きな理由

Dream or die
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同じ42歳、東京都在住の既婚の女性でも・・・
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27歳、東京都在住の独身男性は・・・
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22歳、京都在住の女子学生は・・・
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同じ「ニトリ」のファンでも

他領域の好みは様々

Dream or die



コロナ禍で変わる生活態度＝生態系

ワード 2020年1月 2020年11月

 安い 1868 ＜ 2331
 価格・値段 1449 ＜ 1810
 信頼 408 ＜ 731
 信用 47 ＜ 114
 安心 781 ＜ 1227
 品質 887 ＜ 1284
 ⾧持ち 80 ＜ 149
 丈夫 122 ＜ 161
 壊れない 11 ＜ 43

 かっこいい 503 ＞ 467
 可愛い 737 ＞ 639
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個々の好みは様々

でも

全体で見ると、共通した流れが

Dream or die
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2
ブランドはこう育つ

Dream or die
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体験

哲学への共感
安心・信頼↑

Dopamine
しあわせ

“優しさ”
“心地よさ”

「強化」

【偶有性】

定番 + 驚き

「ありがとう!」
の発信

記憶・好感↑

お客様・世間

Dream or die
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挑戦意欲↑
学習↑

ブランド組織

Dopamine
しあわせ

「ありがとう!」
の受信

「強化」

■定番 ＋新しい挑戦

■笑顔の応対

「芯」
ブランドの人格↑

プライド・自信

組織愛↑

Dream or die

この議論が通常のブラン
ド論/マーケティング論
では完全に欠落している



■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。
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たねやグループCEO 山本昌仁氏
https://toyokeizai.net/articles/-/417853



コロナ対応で「賞賛されるライフ」と「スルーされるセブン」、明暗が分かれた理由
窪田順生:ノンフィクションライター https://diamond.jp/articles/-/234795

首都圏や近畿に275店舗を展開するスーパー「ライフ」を運営するライフコーポレーションが、パートや
アルバイトを含めた全従業員約4万人に対して支給した、総額約3億円の「緊急特別感謝金」に対して、
ＳＮＳで称賛の声が溢れている。
（中略）
平時に比べて、仕事量が格段に増えていて肉体的にきついところへ、近い距離で不特定多数の人たち

を接客せねばならぬということで、感染の不安も高まっている。もちろん、「ライフ」ではレジ前のビニールシー
ト設置や、アルコール消毒などを行っているが、それだけで従業員の心的ストレスは解消されない。
そこで会社としては、「厳しい条件で業務に取り組む人たちへのお礼」（広報）として感謝金を出すこと

にしたというのだが、実はこの施策、本来の目的以外の「副産物」も生んでいる。それは企業イメージのアッ
プだ。
冒頭でも触れたように、この「3億円でありがとう」というニュースはメディアでも多く取り上げられ、ＳＮ

Ｓなどでも非常に好意的に捉えられている。中には「会社の帰りに寄って応援したい」という“ファン”も
生まれている。
このイメージアップが、採用にもいい影響を及ぼすことは言うまでもない。コロナ禍が⾧期化すれば、労働

環境の改善のためにも、スーパーにはもっと多くの人材が必要となる。その時、「どうせスーパーで働くなら、
給料をちゃんと払ってくれそうなライフにしよう」と、他社よりも多くの人材が集まってくる可能性もある。 24

ネット上の称賛が従業員に元気を
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3

「心地よい」ということ

Dream or die
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「君たちは売らなくていいんですよ。お客様

に気持ちよく帰っていただきなさい」

（元松屋社⾧・会⾧ 山中鏆さん）

～伊東屋元会⾧伊藤高之さんから教わった話

Dream or die
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 お店に入ってから出るまで、気持ちがいいか

オンラインでも気持ちがいいか

思い出して気持ちがいいか

Dream or die
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感
動

トイレが汚い

スペアタイヤの横に軍手

全体体験

落
胆

売買体験

「売る」

電話がずっと話し中

おしぼりが紙

安筆記具でサイン

RR 社⾧がQueen’s English

伊東屋:広尾⇒銀座の切符
SNSネタ@さくらラウンジ

Dream or die
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感
動

トイレが汚い

スペアタイヤの横に軍手

全体体験

落
胆

売買体験

「売る」

電話がずっと話し中

おしぼりが紙

安筆記具でサイン

RR 社⾧がQueen’s English

伊東屋:広尾⇒銀座の切符
SNSネタ@さくらラウンジ

これが
「落とし穴」

完璧な顧客体験:本来の商品体験のすぐ外側に落とし穴あり

Dream or die
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２００年以上前に「落とし穴」を指摘していた
虎屋の「掟書」（１８０４年）

御用此方江御出之御方々様者不及申、対町御得意様江総而不応答麁末之様常々心付
合可申候、
尚途中ニ而茂丁寧ニ挨拶可仕候也
但、出入方之衆中一家中同様之事
并、御使ニ御出之御人体ニより世間之御噂被成候共、此方より世上取沙汰抔申出シ
候事無用……云々。

御用のために来られたお役人に対してはいうまでもないが、町のお
客様に対しても受け答えしなかったり、いい加減な扱いをすること
のないよう、いつも気をつけること。
また外出の折には途中で出会ったお客様にも丁寧にご挨拶すること。
出入りの業者の人たちにも家の中の者と同様に心得ること。
またお使いとして来られた方によっては世間の噂話をすることもあ
るだろうが、世の中の評判などを決してこちらの方から話をしては
ならない。

Dream or die
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誰でも無料で健康相談できます:
無印良品直江津店

https://ryohin-keikaku.jp/news/2021_0712.html
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誰でも自由に使える/休めるスペース:
Open MUJI＠無印良品直江津店

https://www.muji.com/jp/ja/store/articles/staff-blog/news/539536
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紙袋は無料:銀座松屋
2022年8月現在
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参考:大 50円;小 30円



35Dream or die

ヨドバシ・ドット・コム
購入額に関係なく送料無料

細かいことですが
ポイントの端数切り上げ
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ポイント

「離見の見」:観客側から自分を見よ
世阿弥『花鏡』

 損して得取れ

 急がば回れ

Dream or die
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4

「人を先に」

Dream or die



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

38Dream or die



「世間もよし」

1. 本心 Authentic
2. 「人を先に」の実践
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

39
Dream or die
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石巻市立大川小学校:2001年の卒業制作

41Dream or die



おれたちはみな農民である ずゐぶん忙がしく仕事もつらい

もっと明るく生き生きと生活をする道を見付けたい・・・・・

世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない

自我の意識は個人から集団社会宇宙へと次第に進化する

この方向は古い聖者の踏みまた教えた道ではないか

新たな時代は世界が一の意識になり生物となる方向にある

正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこれに応じて行くことである。

われらは世界のまことの幸福を索ねよう 求道すでに道である

ー『農民芸術概論概要』より

42Dream or die



「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

43
Dream or die



「自利利他円満」
川野 泰周かわの・たいしゅう

臨済宗建⾧寺派林香寺住職

これは大乗仏教の根幹たる精神を示す言葉とされますが、とてもシンプルで明

解なスタン スを表現しています。自利とは自らを利すること、 利他とは他者

を利することを意味します。自利と利他は本来共にあるべきものであり、自

らを大切にすることは、すなわち他者を大切にすることにつながる。それこそ

が円満な人生の秘訣であるというメッセージを、私はこの言葉から読み取って

います。 自分にとっての幸福とは、他者に幸福を与える ことと表裏一体であっ

て、それらが満たされてこそ、人生は幸せに満ちてゆくのだということです。
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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

45Dream or die
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【ごく一部ですが、こんな言葉も】

 「自分のことだけじゃなく、人間のことも考えられるようになってきた」（39歳 男性）

 「萎縮したり批判したりではなく、人類として前向きに生きたい」（38歳 男性）

 「健康で日々笑えることを大切にする世の中であってほしいです」（20歳 女性）

 「コロナ禍で大変な想いをされている方々が少しでも希望が持てる社会になるよう、

個人レベルで小さなことから優しさの種を蒔いていたいと思います」（51歳 女性）

ブランド生態調査2021 自由コメント
「コロナ禍の中で感じたこと」
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多くの著名ブランドは

「人を先に」

を謳って＋実行していた
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ソニー

【井深大】

■自分の幸福を考えるとともに、他人の幸福を考える。そうした生きる姿勢が、自分の職場

生活をより楽しく豊かなものにし、家庭生活をもうるおいあるものにする。そして、ひいては豊か

な社会を作っていくことにつながると言える

■世の中に尽くすとか、他人のために何かするということは、お金ができてから、名声を得て

からすることだと、考えるのはまちがいだと思います。あなたの周りを見渡せば、身近なとこ

ろに誰にでもやれることが、いくらでもあるからです

https://youtu.be/8cb0zH5yXjk
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この動画の視聴はこちら:https://youtu.be/8cb0zH5yXjk

ソニー
創業者 井深大氏が自ら語る貴重な動画



50

【ソニー】
10代向けの音楽ワークショップ
パーヴォ・ヤルヴィも登場 ベートーヴェンの唯一のオペラ『フィデリオ』を様々な角度から体験
Re-ランドセル
アフガニスタンの子どもたちに想い出のランドセルを贈るプロジェクト
Sony Student Project Abroad
海外の高校生と学習プログラム、ホームステイを通して交流を図るプログラム
ユース・オン・アサインメント (YoA) プロジェクト
写真や映像を学ぶ未来のプロフェッショナルに、現場での撮影機会を提供するプロジェクト
生物多様性を守る
国際環境NGO、コンサベーション・インターナショナルとともに取り組む、
地球上の生物多少性の保全活動
そらべあ基金
再生可能エネルギー普及や、子供たちへの環境教育支援
Dream Goal
ソニーのサッカーを通じた社会貢献プログラム
EYESEE: ソニーが支援するユニセフ子ども写真プロジェクト
子どもたちの視点で捉えた身近な社会問題を、デジタルカメラ撮影を通して発信するプログラム

Dream or die
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たねや:たねやグループCEO 山本昌仁氏

■次の世代、その次の世代の子どもたちが「近江八幡に住みたい、働きたい」と思える場所になるよ

う、私は生きている間にできる精いっぱいのことを、この近江八幡でやりたいと考えています。どの地方

にも受け継がれている歴史や文化があり、その上での商いがあると思います。地域に根差した企業であ

ればあるほど、経営者も従業員も、もっと地域を知り、好きになることが、地方企業存続のひとつの鍵に

なると、私は考えます。

目先の利益ではなく未来を見据えた行動を愚直に重ねていけば、きっと、その地域になくてはならな

い存在になるはず。今日のたねやが存在するのは、そうした行動を重ねた先代のおかげであり、私たちを

生かしてくれている地域の方、近江八幡、そして自然のおかげであると思っています。



たねや:“自然と楽しく”の取り組み（抜粋）http://taneya.jp/group/sdgs/torikumi/shizen.html

■琵琶湖水草の循環利用
琵琶湖での悪臭の発生、景観の悪化、浄水障害、航行障害等の原因となっている水草を堆肥化した「琵琶湖水草
堆肥」をラ コリーナの森づくりに循環利用しています。
■豊かなヨシの芽吹きのために
琵琶湖岸辺に群生するヨシは、ヨシズなどの素材となるほか水質浄化作用を持っています。春に新しいヨシが芽吹く準
備にもなる
■鎮守の森のプロジェクトで植樹祭を開催
私たち一人ひとりの手で次世代の木を植え、ともに考える「鎮守の森のプロジェクト」をラ コリーナ近江八幡で開催。約
200名が参加し、31種類1600本の木の苗を植えました。
■自分たちの手で一からお米を作り育てる
滋賀県のラ コリーナ近江八幡には敷地の中心に田んぼがあります。土づくりから田植え、収穫までを通して素材をより
深く知り学ぶ場です。2016年から無農薬のお米づくりを続けています。
■50年、100年後の美しい森づくりプロジェクト

地元の山でどんぐりを拾い集め、苗に育て植樹する。2009年からラ コリーナ近江八幡で始まった「どんぐりプロジェクト」
。目標の10万本の植樹に向け、さまざまな団体や人の協力を得て進めています。
■地域の清掃活動にも参加
滋賀県のラ コリーナ近江八幡からほど近い北之庄沢は水郷めぐりの観光名所。国の重要文化的景観にも指定される
美しい風景を守るため地域団体が主催する清掃活動に参加しています。
■工場からきれいな水を琵琶湖へ
たねや愛知川工場では餡炊きや洗浄に使った水を工場内で処理しています。水中の有機物をバクテリアが食べる「活
性ろ過システム」により、琵琶湖条例の定める規定値よりさらにきれいな水にして、排水しています。
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人口約4000人、2人に1人が65歳以上という高齢化が進む高知県大豊町。過疎化によって商店も少なくなり、
商店のない集落ではタクシーで中心部まで出かけ、買い物をする高齢者もいました。日常の買い物さえ難しくなる
中、始まったのが「おおとよ宅配サービス」です。
地元の商店に午前11時までに電話かFAXで注文すると、ヤマト運輸が当日の夕方までに商品を自宅にお届け。
配達の際、もしお客さまの健康状態に不安を感じれば、すぐに役場に連絡します。このサービスは行政、商工
会、地元商店と連携することで実現しました。また町の商店を利用することで、地域活性化につなげています。

「ヤマト運輸」＠高知県大豊町
https://www.yamato-hd.co.jp/csr/higlights/2016highlights02.html

Dream or die
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https://www.yamato-hd.co.jp/csr/higlights/2015highlights02.html
動画:https://youtu.be/K3-PD8BMIfY

「ヤマト運輸」＠青森県深浦町

Dream or die
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無印良品

【公式サイトから:https://careers.muji.com/jp/recruit/about/culture/】

■良品計画と言えば「無印良品」のイメージが強いですが、それ以外にもたくさんの取り組みをしています。

店舗はもちろんですが、店舗以外の場所でも「役に立つ」方法を考え続けています。例えば千葉県鴨

川市の棚田での取り組み。「高齢者と後継者不在のためこのままでは棚田が消えてしまう。助けてもらえ

ませんか。」という１通のメールをきっかけに、「鴨川里山トラスト」という農業体験イベントを企画しました。

東京近郊に住んでいる無印良品のお客様にお声がけをし、田植えや田の草取り、稲刈り、収穫祭に参

加いただく場を提供することで、良品計画なりの「役に立つ」を実現しました。その他にも、中山間地の

買い物支援として直江津（新潟県）や酒田（山形県）ではじめた移動販売バス、団地コミュニティ

の再生（光が丘ゆりの木商店街/東京都板橋区）、廃校跡地を活用した産業振興・地域コミュニティ

活性化の取り組み（千葉県大多喜町）など、「役に立つ」を合言葉にわたしたちは様々なことに取り

組んでいます。「役に立つ」に答えはありません。だからこそ、人や社会に対して、何ができるのか、自

分たちの頭を使って考えて続けているのです。
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山間地のお年寄りに届ける移動スーパー:無印良品直江津店
https://www.muji.com/jp/ja/store/articles/staff-blog/news/539536
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https://www.nikkei.com
/article/DGXZQOFK233
FV0T20C21A3000000/



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（営利事業）:「先義後利」

■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

58Dream or die



自信
誇り

礼節
誠実

大切なこと:
自信過剰を避けて常に謙虚に
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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

“Mazda Heroes”
Christie Purviance

推薦者:推薦理由

Dream or die

コロナと闘う人たちに
ロードスターを贈る
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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

Dream or die

ネットでマツダを称賛する
口コミが沸騰
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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.

Dream or die

BMW、ポルシェを抜いて首位に
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5

「ブランドの人格」
どう育てる?

Dream or die
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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!

Dream or die
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【ブランドの人格】

Dream or die

https://ryohin-
keikaku.jp/corporate/visi
on-archive.html
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優しい組織人格、どうつくる?

「人格」をつくるメンバーは毎年変動がある;上が抜けて下が入る

一旦出来上がった「人格」は自動的に維持されるわけではない

時間を超えて一貫した「人格」を維持するほぼ唯一の方法

⇒ 入口（新人の採用）を厳格にコントロールする:

1. 「自利自利」人を採っていないか

2. 美意識の一致を厳しく問うているか

3. 社員・社風が、入って欲しい人に好かれるようになっているか

Dream or die
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良品計画
https://careers.muji.com/jp/recruit/crosstalk/

「働いている人の魅力というのは大きいですよね。私がアルバイトをし
ていた店舗の店⾧は話をしやすいだけでなく、みんなをまとめる力を
持っていた方で、「もし社員になれたら、こういう店⾧になりたい」と感じ
ていました。」

自分の中でも、良品計画で働く人の魅力は大きかったです。就職活
動中、社員の方々に話を伺ったとき、真摯に話を聞いてくださったり、
時間を割いて丁寧に対応してくださったりする姿に「こんな人たちがいる
会社で自分も働きたい」と思いました。

面接という短い時間の中でも、就活生である私たち一人ひとりを、ちゃ
んと一人の人間として見てくれているのが感じられましたよね。無印良
品の商品や店舗の雰囲気が好きというのが最初のきっかけだったもの
の、最終的には働いている人たちに惹かれて入社を決めたというのが、
正直なところです。

Dream or die
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永続するための「組織人格」:3要素

1. 美意識:哲学:どんな喜びを届ける?

2. 品格:自利/利他;礼節;思いやり;明朗

3. 氣:行動力;統率力;挑戦心

Dream or die
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おわりに

1. ブランドは「脳内預金口座」

2. 口座残高を増やすのは「驚き」（今回は省略）と「心地よさ」

3. 「お客様に気持ちよく帰っていただきなさい」（山中鏆）

4. 「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得な

い」（宮沢賢治）

5. 優しい組織人格を育てる

Dream or die
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【冒頭のスライド】
「良品計画 中期経営計画」からの抜粋、でした

https://ryohin-keikaku.jp/balance/pdf/210721_management_plan.pdf
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