
 

PERSONAL 
MARKETING



   

MARKETING

PLANM

Mission

Customer

個人・会社の 
存在意義を設計

顧客・従業員の 
マネジメント設計

見えない未来を 
予測する

われわれは「結果にコミットする」マネジメント会社です。

われわれがご提供するのは
   

INNOVATION

  

SSING

Value

Achievement

自力・他力・釈迦力から 
生涯価値を設計

独創・共創・公創から 
成果基準を設計

見えない未来を 
創造する

世界最高峰のマーケティング・イノベーションで支援します。

５つのプロセスになります



マーケティングの理想は、 

販売を不要にすることである。



  

Business Communication

Business Plan

Business Philosophy

パーパス 
【天命】

STEP②【Doing】 
顧客に最大の焦点を当て、  
マーケティングを最重視する

STEP①【Being】 
企業・組織・個人の存在意義とは?

STEP③【Having】 
科学的、分析的、統計的なデータに基づき 

テストと計測を行う

ビジョン 
【指針】

バリュー 
【価値】

ターゲット 
【顧客】

プロ 
ポジショニング 
【唯一無二】

ミッション 
【使命】

プラクティス 
アップデート 
【運命】

マーケティング 
イノベーション 
【創造】

マーケティング 
リサーチ 
【欲求】

ORIGINAL　BUSINESS　FLAME10

株式会社PersonalMarketingは「人と社会」を変えるための 
マネジメントの支援をさせて頂いております。結果が出るまで寄り添います。 
クライアントのPurposeを中心に置きながら、基本と原理から、Businessを 
一緒に組み立てさせて頂きます。一人一人、一社一社と向き合っていくため、 
ひとつとして同じサービスは生まれません。唯一無二のプログラムです。

われわれが提供する「Business Process10」は 
唯一無二のプログラムです。

 

２年間かけて、経営哲学・情報技術を血肉化して頂きます。 
基本と原則は、廃れることがないため、一生涯の知的財産となります。 
またジョイントベンチャーを核とした、ビジネスプランの策定の 
ノウハウを伝えているのは、日本では当社しか存在しません。 

世界最高峰のマーケティング戦略として、知られている経営技術です。

自力・他力・釈迦力を重ねる「JointVenture」は  
Society 5.0 for SDGsも重ねております。

ORIGINAL  JOINTVENTUER　FLAME



  MANAGEMENT 　PROGRAM
マネジメントの支援を受けるには、条件と審査がございます。

＜３つの条件＞
１）当社と過去取引・面識があること。 
２）創業２年以上は経過していること。 
３）売上高が10億円以上であること。

＜支援までの流れ＞

  書類の選考・・・面談前に書類選考をさせていただきます。I
  面談の審査・・・選考通過者は２社間で支援内容を協議します。II
  合否の連絡・・・お互いに一緒に仕事するべきか評価します。III
  入金手続き・・・会員種別の決定後、一括で前金をお願いします。Ⅳ
  契約手続き・・・支援内容・期間を定め、契約書を締結します。Ⅴ

※上記３つが、マネジメント支援を行うための絶対条件となります。 
　尚、共同事業者として協業する場合のみ除きます。

※当社は、少数制でマネジメントを行なっているため、書類選考・面接は大変厳しくなっております。 
　また成果保証型としているため、様々なデータを提示して頂くことが条件となりますのでご了承下さい。

 
こんな人には、当社のマネジメントを導入して頂くことをお勧めしております。

RECOMMEND　 TARGET

会社の構造、機能、戦略に関して転換期に突入し、 
変わらざる基本と原則を学び経営を立て直したい人

今、われわれが直面している脅威を事業機会に捉え
て、未来へ向けて新規事業を新たに創造したい人

政府に対する幻滅、社会の問題を解決する能力への
不信感が強まる中、自らが変革を起こしたい人

これからは、多くのことより、小さなことに時間と
愛を注ぎ、同志と一緒に仕事をしていきたい人

自国だけでなく世界を相手にし、人間だけを相手に
せず地球を相手にした顧客創造に興味がある人

＜お勧め事項＞
１）会社の経営者・役員であること。 
２）以下より３つ以上当てはまっていること。



  
パーソナルマネジメントの内容となります。

PERSONAL 　MENU

会員 Standard member Earth member Space member

初期費用 100万円 200万円 300万円

月額費用 30万円 50万円 60万円

契約期間 2年間 2年間 2年間

月間時間 ４時間 7時間 10時間

会員条件 年商:10億円以上 年商:50億円以上 年商:100億円以上

指標例 1年目：指針書の策定 
2年目：プランの実行

前期：プランの策定 
後期：広報PRの戦略

前期：社内研修 
後期：JV先の紹介

使用例
・月２時間×１回の定例 
・MTG＋分析・調査時間

・週１回の定例会 
・業務提携先の紹介

・週１回の定例会 
・月１回社内研修の実施

保証 売上保証：2000万円以上 売上保証：5000万円以上 売上保証：1億円以上

支払い 一括前金 前期/後期　２回入金 前期/後期　２回入金

※独自の審査基準により保証することが難しいと判断した場合はお断りさせて頂きます。

 
グループマネジメントの内容となります。

GROUP 　MENU

会員 Morning member Lunch member Group member

初期費用 100万円 100万円 100万円

月額費用 10万円 10万円 20万円

契約期間 2年間 2年間 2年間

月間時間 ４時間 7時間 10時間

会員条件 年商:1億円以上 年商:1億円以上 年商:1億円以上

実施日 火曜日：8時 ～ 10時 火曜日：12時 ～ 14時 火曜日：15時～17時

回数 月２回 月２回 週１

保証 売上保証：1000万円以上 売上保証：1000万円以上 売上保証：2000万円以上

支払い 一括前金 前期/後期　２回入金 前期/後期　２回入金

※１回グループセッションにつき、3 - 4名での実施とさせて頂いております。



  
５つのプロセスの概要となります。

BUSINESS PROCESS５

※当社は知的創造者であり、労働集約型で成果をあげる企業ではありません。 
「どれだけ、われわれに時間を費やしてくれたのか？」で価値判断をするのではなく 
「どれだけ、われわれに飛躍させる知恵をくれたのか？」で価値判断をして下さい。

Mission

Customer

まず個人・企業のPurposeを明確にし、一人一人、一社一社の 
「特有の使命」が人と社会に影響を処理するとともに、社会の
問題について貢献しているのかを、現在・未来から確認します。

「顧客とは誰か？」を再確認し、選んだ市場でリーダーとなる
べき要素が足りているか、足りていないかを確認していきます。
その視点から、企業が行うべき目的を再定義していきます。

Value
「顧客が感じる価値は何か？」を組織の内からだけではなく、
組織の外から考えていきます。価値創造も、独創できる分野だけ
でなく、他社と共創、社会と公創することまで共に考えます。

Achieve 
ment

「成果とは何か？」を直接的な顧客の視点からだけではなく、
自国、経済、政治、産業などの視点も加えて評価していきます。 
これからは、自力・他力・釈迦力を重ねた企業が成功します。

Planing
顧客創造に必要なMarketing、Innovationの2つだけの視点から
事業・商品・サービスの設計をしていきます。より良い成果を促
すために、「教養＋行動」で事業計画を共に考えていきます。

   

われわれが提供するサービスは、思考を変え、運命を変えることを念頭において 
設計してます。当社が行なっているカリキュラムは、全て無料 or 割引価格で参加
することができますので、必ずご参加下さい。卒業後も割引価格は適用されます。

思考 言葉 行動 習慣 性格 運命

インサイドアウト

アウトサイドイン

運命を変えるためには、思考・言葉・行動・習慣・性格を変える必要があります。 
知的創造から、物的創造が創られるように、マネジメントを健全化させていくとこ
ろから始めます。自らの国、経済、産業、事業が今直面している課題は何か？問題
は何か？行うべき意思決定は何か？そしてそれらの課題、問題、意思決定に適用す
べき基本と原則は何かを徹底的に考えてから自らの機会と挑戦を明らかにします。

＜インサイドアウト＞

われわれは人間は、一般的には怠惰で仕事を嫌うという「X理論」から、運命を変
える行動を後押しします。どんなに優れた者でも命令と指揮を支持します。一流ス
ポーツ選手がコーチをつけているように一流の経営者こそ、己の弱さを理解し、あ
らゆるトレーナーを近くに置いているのが現実です。課題・宿題はもちろん、勉強
会・読書会・経営合宿など、無気力を気力に変えるプログラムを用意いたします。

＜アウトサイドイン＞

BUSINESS APPROACH
双方向からアプローチします。



  

株式会社PersonalMarketingは、 
会社の創業以来、揺るがない「経営理念・行動指針」があります。 

経営理念 
みんなと幸せをつなぐ 

行動指針 
・家族になる 
・懸命になる 
・結果になる 
・約束になる 
・笑顔になる 

上記の言葉にもある通り、われわれと、 
クライアント様が契約締結した瞬間に、 
契約時に、両社で取り決めた結果を保証することにしております。

MESSAGE   

それは、どんな敵が相手でも立ち向かう国民的ヒーローに 
われわれが憧れているから、そのような約束を掲げております。 

もし結果が思わしくないと、クライアント様が 
ご判断した場合、どんな理由であっても、 

・全額返金の手続き 
・無償契約延長 

をさせて頂いております。 
どうぞご安心して下さい。 

もしかしたら、マネジメント費用が 
一見高額に見えるかも知れませんが、 
一生使える「経営ノウハウ」の習慣と知識が身につき、 
結果まで保証されていると考えれば、費用対効果は抜群です。 

また授かった費用は、 
責任持って三方良しで活用させて頂きます。 

１）社会貢献活動（４割） 
２）マネジメント原価（４割） 
３）当社の継続利益（２割） 

誰も、お金も、時間も、無駄にしない。 
これが、当社が大切にしている考え方です。 
是非、みなさまの人生・仕事の飛躍を心からお祈りしております。 
何卒、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

株式会社Personal Marketing 代表取締役　小磯卓也



  


