
イラスト思考
ＭＡＳＴＥＲＹ

絵で伝える技術で、あなたの
市場価値と影響力を高める！

90日間プログラム



●イラスト思考開発者・まんが教育家
●内閣府支援 まんが教育プロジェクト 代表
●桃山学院大学 客員教授
●早稲田大ビジネススクール 講師
●一般社団法人 国際まんが教育協会 代表理事

日本発のビジュアルシンキングメソッド「イラスト思考」
の開発者であり、見える化コミュニケーションの専門家。
内閣府支援「まんが教育プロジェクト」代表を務める。
大学在学中に角川書店よりまんが家デビュー。
その後、トヨタ自動車・三菱商事などの企業連携でのコン
テンツ制作や『7つの習慣』のまんが講座企画も担当する。
国内外の多くの企業に「イラスト思考」をはじめとしたク
リエイティブな能力開発プログラムを提供する一方で、教
育分野での活動にも精力的に取り組み、全国で60校を超え
る小学校~大学をはじめ、アメリカ・シンガポールにまで活
動を展開する。
また在家禅者として、学生時代から円覚寺派の臨済禅道場
(人間禅)で約25年間、禅の修行を続けている。号は大愚。

▼講師紹介

株式会社 ⽉笛クリエイションズ
代表取締役 松⽥ 純



コンテンツ制作の実績
• トヨタ⾃動⾞「環境⼤使プリウスちゃん」
• 三菱商事 ⼩学校副教材「世界をつなぐ産業と貿易」
• 「７つの習慣」親⼦講座まんが教材
• 東⽇本国際⼤学「建学の精神」（儒学）
• MI理論多元的知性をまんがで学ぶ！
• まんがで学ぶ！⼋王⼦歴史物語
• 夢を勝⼿に叶える⾃⼰洗脳 三宅裕之⽒コラボ共著
マガジンハウス社



イラスト思考

神田昌典氏推薦！日本発のビジュアルシンキングメソッド。

「イラスト思考」はあなたの表現力・伝える力を劇的に高めてくれるだろう！



伝わらない→伝わる！。見えない→見える！。
分からない→分かる！。複雑→シンプル！。



知識や情報、価値あるメッセージを
①見える化・②構造化・③キャラ化・④ストーリー化
することで、読者目線で圧倒的に伝わるコンテンツに！



５つの意識レベルを「見える化」することで
個人と組織のコミュニケーションが変容する。



イラストで
思考を見える化。

心を伝える技術。
心でつながる技術。

国内の企業・⼤学・⼩中学
校ですでに8000⼈以上が
体験！

海外３カ国でも企業研修や
授業に導⼊。
⾔葉や⽂化を超えて、⼈と
⼈をつなぐ⽇本発のコミュ
ニケーション技術に。



ビジネスリーダーが
イラストを描くべき７つの理由

•① 考えやアイデアを分かりやすく整理できる
•② 達成したい未来のイメージを明確化できる
•③ 情報共有がスピーディー＆効果的にできる
•④ 発想がクリエイティブになる
•⑤ 顧客の感情への共感力・理解力が深まる
•⑥ ストーリーで伝える力が身に付く
•⑦ 本質（コンセプト）をシンプルに表現できる



絵に苦手意識を
持っている人にもお勧め！
これは強い武器になります。

• 前⽥ 出 ⽒
新・家元制度/協会ビジネス 提唱者
⼀般社団法⼈ ⽣涯学習認定機構代表理事
神⼾⼭⼿⼤学 現代社会学部客員教授
苦⼿なことが2つあります。絵を書く事と、英語です。
今⽇、⼀つの苦⼿意識が消えました。
「絵をうまく書こうと思わないでください。楽しみなが
ら書くコツを教えます。才能ではなく、スキルです。」

• 絵を書くにしても、英語をしゃべるにしても、上⼿く
⾒せようという意識が働くので、格好つけてしまい苦⼿
意識を持っていました・・・。
9時間。朝からビッシリ、絵を書きまくりました。
マインドブロックが、ドンドンはがれていきます。
「もっと書きたいな。」「これはどのように表現すれば
伝わるだろう？」

• ⼀⽇で、絵を書く事が好きになりました。とても、楽
しい9時間でした。絵に苦⼿意識を持っている⼈にもお
勧めです。得意な⼈はこれは強い武器になりますよ。



日本発のビジュアルシンキングメソッド
「イラスト思考」は、あなたの表現力・伝える力を
劇的に高めてくれるだろう！ 神田昌典氏
• 神⽥昌典 ⽒
⽇本を代表するトップマーケター・作家・経営コンサルタント。⽇本最⼤級の読書会であ
る、⼀般社団法⼈リードフォーアクション代表理事を務める。著作は350万部を超える。



「対話」の場で
頼りになるのは「イメージ」の力。
イラストが力強く、
あなたの対話をガイドします！

• 野村恭彦 氏
株式会社フューチャーセッションズ 代表取締役社長 博士（工学）。K.I.T.虎ノ門大学院教授、国際大学GLOCOM主
幹研究員を併任。「知識創造型組織づくり」の専門家として、ワークスタイル変革、知識創造の場の設計、社会イノ
ベーション、フューチャーセンターなどを通して「ダイナミックな知の生態系」をデザインする。

絵を描くと、どうしてみんな、こんなに笑顔になるのでしょうか。
自信のない人もみんな、「描けると楽しい！」となってしまう。
どんなモノでも、描こうかなと思うと、スマホを取り出し、デッサンするように
なります。1日でうまくなります、と聞くと「うっそー」と思うでしょう。でも、
うまくなります。なぜなら、描くことが好きになるからです。
好きになると、対話をしていても「サササ」って描いている自分に、気づくで
しょう。イラスト思考を受ける前に比べて、10倍も100倍も、イラストを描く機
会が増えるでしょう。だから、うまくなるに決まっているんです。
イノベーション・ファシリテーターは、対話の場をつくることで、会社や自体体
などの組織変革や、社会の課題解決を行います。対話の場には、組織を越えて、
セクターを越えて、世代を越えて、様々な人を招き入れます。
価値観や前提の異なる、多様な人たちが集うと、頼りになるのは、イメージです。
イラストが、対話を強力にガイドします。 みんなが漠然と描いている未来像を
ファシリテーターが、パッとイラストで目に見えるようにするシーンを想像して
ください。なんてエキサイティングなのでしょうか！



イラストの活用は、感情を動かし、
学習の記憶の定着に役立ちます！

• 望⽉俊孝 ⽒ 夢を叶える「宝地図」提唱者・著者
セミナーの板書や配布資料にもイラストを活⽤することで、受講者さんのアイスブレイクや、学習の記憶への
定着に⼀役買ってくれています。また、ストーリーマップを意識しながらセミナーや講演の構成を考えること
で、受講⽣の感情をより深く動かすコンテンツにブラッシュアップできそうです。



見える化コーチング＆
オンラインセールスで
月275万円の売上を達成！
• まつだりえ様
イラスト⾃⼰分析プログラム主催
• イラストを使った⾒える化コーチング
のスキルでお客さまとの個別相談を
実施したところ、10名中９名のお申し
込みが決まり、⽉商275万円の最⾼額
を達成することができました。
• イラストで可視化することで、お客さ
まの悩みや課題をイメージ通りに理解
することができ、信頼関係をスムーズ
に築けました。
• イラストで⾒える化する効果に驚いて
います！



社内会議でイラストを描いたら
女子社員が笑顔に！
社員の発言も活発に。

• イラストを上達する為の習慣として、ポイントは3つあります。
1つめは、昼休みや夜寝る前などちょっとした時間で毎⽇続けられ
る。２つめは、動画の前半がイラストを描く順番と流れ、後半が
イラストのパーツの解説になっていて、とても分かりやすい。３
つめは、イラスト単語帳を続けていると、⼈前でどうしてもイラ
ストを描きたくなります(笑)。
「伝わらない」が「伝わる！」に、少しずつ変わってきていると
感じます。真⾯⽬な会議の場で、「今⽇はいったいどんなイラス
トを描くのだろう」と注⽬されるようになりました。
社内の会議でイラストを多⽤することで、社内コミュニケーショ
ンが円滑になりました。例えば、⼥性社員は会議中に笑顔を⾒せ
てくれたり、⽂章が苦⼿な社員は理解度が⾼まったり、会議での
発⾔が活発になりました。



単なるイラスト講座じゃない！
これはとても深い！
「やり方」だけではなく、「在り方」を
教えてくれる講座でした。
• ●佐藤克紀さま 社会保険労務⼠ コンサルタント
松⽥先⽣の伝えること、伝え⽅は、素晴らしいですね。
僕みたいに、「イラストやまんがに縁遠いと思っていた⼈間」に
とって誰から最初に指導いただくかということは重要です。
松⽥先⽣の講座は、「やり⽅」だけではなく「在り⽅」を教えて
くれる講座ですね！「What（作品）」や「How（⽅法）」で⼈
は戦いますから、やり⽅でもめているようなもんです。
コンサルティングしていてそれを強く感じています。やっぱり根
本の「在り⽅」が⼤切ですね！イラストを描くだけでなく、深い
領域の楽しいお話も良かったです。イラストを通じで根本を伝え
られている松⽥先⽣は素晴らしいと思いました。



イラスト思考
ＭＡＳＴＥＲＹ
９０日間プログラム

とは？



▶ Ｍission （理念）
メンバー全員の市場価値を、絵で伝える⼒で最⼤化する。

▶ Ｖision （ビジョン）

新時代の価値ある企業活動と教育を⽀援し、社会に広め、
共に新しい世界をつくる。

▶ Ｖalue （価値観）
結果：共に結果にコミットし、最⾼を追求する。
⾏動：⼀貫した集中⼒と習慣が最善の結果をつくる。
成⻑：⼈間的な成⻑が、最⼤の喜びと報酬である。
信頼：プロとしての⼈格と能⼒を常に⾼め続ける。
貢献：先に与えることで、共に豊かになる。



誰でも、楽しく、カンタンに。
イラスト思考をビジネスや教育に導入できる！



「描く」 ことは、「楽しい！」

•描くことで、脳全体が活性化する！（だから楽しい！）
•クリエティブ・フローの状態を作る（右脳と左脳の相乗効果）
•描く時間は、あなたの思考を開放し、創造的にする！
•新しいアイデアや価値を生み出すための貴重な時間
•描くことで「全体像」が見える化できる
•大局的な戦略やストーリーが描きやすくなる



絵を描くことへの「苦手意識」が
たったの30分で消滅します！

•絵を描く能力は、
才能ではなくスキル！

•○△□の組み合わせで、
全てのイラストは描ける！

•「型」を学べば、
どんな絵でも描ける！

•上手く描くより、
楽しく描くことで上達する！



テンプレートがあるから、
誰でも、楽しく、簡単に、
描くだけで
イラストが身に付く！

8000人が描けた！成功体験を実現した
安心テンプレートとカリキュラムで、
「絵心が無いです！（汗）」という
初心者の方でも、楽しく、カンタンに、
イラスト思考で伝える技術が習得できま
す。



イラスト思考があなたにもたらす
３つのビジネスインパクトとは？

•Ⅰ：顧客感情の見える化
•Ⅱ：ストーリーの見える化
•Ⅲ：情報の構造化とシンプル化

…次のページでご紹介しましょう！



Ⅰ：顧客の「感情」を見える化する
５つのメリットとは？

•①顧客の悩み・課題・痛みを可視化できる。
•②顧客の感情に、共感・理解が深まる。
•③顧客の望む成功・喜び・幸せを明確に描ける。
•④顧客成功のストーリーを視覚的に描き、

社内チームで共有・設計できる。
•⑤顧客目線でマーケティング戦略が構築できる。



Ⅱ：ストーリーを見える化する
４つのメリットとは？

•① 顧客に提供する BEFORE→AFTER で
あなたと商品の価値が一瞬で伝わる。

•② 顧客の感情を動かす共感ストーリーで、
あなたのファンをスムーズに増やせる。

•③ 自分のビジネスストーリーやミッションを
シンプルに整理して明確化できる。

•④ 自社の経営理念・価値観・世界観を伝え、
顧客との力強い「絆」を築ける。



Ⅲ：情報の構造化・シンプル化の
４つのメリットとは？

•① 思考の整理がスピーディになり、
決断と行動が早くなる。

•② 図解することで圧倒的に伝わりやすく、
コミュニケーションのロスが減る。

•③ 要点や全体像が見ただけで分かり、
言いたいことが一瞬で伝わる。

•④ 複雑な情報をシンプルにできて、
効率的な「時短」が進む。



オンライン×イラスト思考の活用法

•オンライン＞リアルコミュニケーションが主流の時代
•知識や情報を可視化・構造化し、
感情や物語を見える化・共有化できる技術
•記録術 （情報の構造化・シンプル化）
•思考法 （右脳と左脳を相乗効果）
•対話ツール（立体的なコミュニケーション）
•クリエイティブな課題解決がスピーディに！
•ＡＩでは代替し難い付加価値に集中できる。
（ヒューマンスキル・クリエイティブ）



初心者でも安心！
個別指導学習 •チャットワークで

個別指導！
•赤ペン先生方式
フィードバック！
•動画でのアドバイス
&個別解説
•あなたの個性や進捗
に合わせてゴールへ
と伴走
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「描きたい…」 を

「描ける！」 に。

あなたの

成功を実現する

１２ステップとは？



イラスト思考MASTERY 90日間プログラム
１２のステップ

• ０：イントロダクション ※付録：iPadイラスト術 MASTER編
• １：イラスト自己紹介 （自分のプロフィールを視覚化する）
• ２：お客さまの感情をイラスト化する （自分と顧客をキャラクター化する）
• ３：BEFORE →AFTER を絵で表現する（ストーリーの思考法を習得する）
• ４：ビジネスの課題解決・目標達成を視覚化する！（4マス思考チャート活用法）
• ５：図解の７パターンと情報の構造化 （複雑をシンプルに変換する「型」）
• ６：5コマで伝わるプレゼンテーション （ストーリーで相手に伝える技術）
• ７：ヒアリング×見える化の技術 （描きながら情報を引き出すスキル)
• ８：3年後のビジョンと事業計画を描く （一枚のキャンバスにゴールを明確化）
• ９：クレドの視覚化 （ミッション＆ビジョン＆バリュー）
• 10 ：あなたのライフストーリーを物語に！（登場人物の4つの役割）
• 11 ：あなたのビジネスを9コマストーリーに！（集客モデルの設計）
• 12 ：オンラインファシリテーションの技術 （対話×見える化）



⓪ イトロダクション
＋iPadイラスト術MASTER編

・あなたの絵に対する苦手意識を
たったの30分間で無くします！

・iPadイラスト術MASTER編
・オンライン×イラスト思考で
世界中があなたのビジネス市場になる。
・絵を描く能力は才能ではなくスキル。
型を学べば、誰でも一瞬で描ける！



① イラスト自己紹介

・あなたのビジネスプロフィール
（仕事・実績・好み・価値観など）を
イラストで分かりやすく表現することで、
一瞬で相手に伝わる形に！

・手描きのイラストにすることで、あなた
の人柄や温かさも同時に伝わる。

・一枚のシートにイラストで情報を整理
することで、説明もスムーズになる。



② お客さまの「感情」を
イラスト化する技術

•お客さまの「感情」をイラストにする技術を
学びます。
•○△□のカンタンな組み合わせで、喜怒哀楽
の感情が表現できます。
•イラスト化することで「感情移入」すること
ができます。



③ BEFORE → AFTER を
イラストで見える化する

• 見える化することで「変化」を可視化して伝
えることができます。
• 顧客のBEFORE → AFTER をシンプルなイ
ラストや図形・セリフで描きます。
• 自社のサービスを使うことで顧客がどんなメ
リットを受け取れるか？を可視化できます。
• プレゼンテーション・セールス・カウンセリ
ングなどで、即使えるスキルです。



④ ビジネスの課題解決・
目標達成を可視化す

る。

•４マス思考チャートを使って、ビジネス
上の課題解決や目標達成を、ビジュアル
に可視化します。
•一枚のシートに、現在の悩み・理想の未
来・行動計画・考え方やルール、を見え
る化して、チームで共有できます。
•思考と感情がシンプルに整理できるので、
コーチングやカウンセリングにも活用で
きます。



⑤ 図解の７パターンと
情報の構造化

•難しい内容を分かりやすく一瞬で伝え
る、図解の技術を学びます。
•型を学びトレースすることで、楽しく簡
単に構造化のスキルが学べます。
•複雑な情報をシンプルに構造化する、デ
ザインセンスが身につきます。
•全体と部分、抽象性と具体性、を自由に
つなげる７つのフレームワークを習得し
ます。



⑥ ５コマで伝わる！
イラストプレゼンテーション

•自分の伝えたいことを、相手目線
で伝わるストーリーにする構成力
が身につきます。
•５コマストーリーを描くことで、
相手に感情移入してもらい相互理
解を深める技術です。
•動画制作での絵コンテを描くスキ
ルも習得できます。



⑦ ヒアリング×
見える化の技術

・相⼿の話を聞きながら、その場で
「⾒える化」するスキルを習得しま
す。
・リアルタイムで対話を可視化するこ
とで、⼀気に信頼関係を構築できま
す。
・コーチング・セールス・カウンセリ
ングなどで絶⼤な効果を発揮します。



⑧ ３年後のビジョンと
事業計画を描く

• イメージを描く技術を使って、３年後の
ビジョンと事業計画をワクワクしながら
描けるようになります。
• 頭で考えたものでは無い、⼼の底から溢
れる使命感や⾃分軸が明らかになります。
• ⼀枚のシートに可視化していくので、ビ
ジョンや戦略・⾏動計画をチームや組織
で共有しやすくなります。
• ⽬の前の⾏動（実務）と、内⾯の想い
（使命感や価値観）を統合できるように
なります。



⑨ 「クレド」 を
視覚化しよう！

•⾃分（⾃社）のミッション・ビジョン・
バリューをイラストで表現できるように
なります。
•経営理念が視覚化されて、直感的に相⼿
に伝わりやすくなります。
•価値観やルールを⾒える化して、チーム
や組織で共有しやすくなります。
•⼤切な価値観を、感情に訴えるストー
リーで伝えることができるようになりま
す。



⑩ あなたのストーリーを
イラストで表現しよう！

• あなた⾃⾝のライフストーリーをイラストで可視
化して、あなたの想いや使命感を、シンプルに相
⼿に伝えられるようになります。
• ⾃分を知ることで、⾃⼰理解が深まり、⾃⼰肯定
感が⾼まります。
• 断⽚的だった経験が、⼀本の線でつながり、⼈⽣
のストーリーに秘められたテーマが⾒えてきます。
• 挫折や失敗の経験の意味が理解でき、⾃分の⼈⽣
の⼤切な役割に気づけます。



11 あなたのビジネスを
９コマストーリーに！

• お客さまの悩みを解決するために、あなたが
どんな価値を提供できるのか？をシンプルな
９コマストーリーで、⼀瞬で伝えられるよう
になります。
• あなたの才能や価値を、相⼿⽬線で分かりや
すく伝えられるようになります。
• お客さまの悩みや課題に寄り添って、感情移
⼊して頂くためのストーリー設計の⽅法が分
かります。
• あなたの情報発信とコンテンツの価値が、圧
倒的に⾼まります。



12：イラストコミュニケーション

•視覚化・感情・ストーリーを使った情報共
有・チームビルディングができます。
•きながら伝える・繋がる・分かち合うため
の、ファシリテーション技術を習得します。
•右脳と左脳を活⽤して描くことで、潜在意
識を可視化するクリエイティブな思考法を
学びます。
•描きながら伝え合うことで、意識の５つの
レベルを共有する体験をマスターします。



★結果を出すための、
新しい学びの仕組みとは？

⼈間はそもそも続かない⽣き物…。でも？



５つの壁を超える。

画期的な学習法

① 知識の壁 知らない → 知っている

② 行動の壁 行動しない → 行動する

③ 気付きの壁 分からない → 分かる

④ 技術の壁 できない → できる

⑤ 習慣の壁 続かない → 継続できる



反転学習の４つのステップ

①知識を学ぶ ②応⽤する

③実践する
④フィードバッ
クを受ける



1：知識を学ぶ
• 動画プログラム基礎講座を
繰り返し観る
• 考え方（マインドセット）
やり方（スキルセット）
を徹底的にインストール
する。

• 動画プログラム基礎講座
• １２ステップカリキュラム
• １DAYグループコンサル
（講義）



2：自分視点で応用する •動画プログラム受講
後に、ワークに取り
組む。期限を決めて
集中する。
•行動計画をまとめる

•動画プログラム基礎
講座
•１DAYグループコン
サル（ワーク）



3：実践し行動する •計画を実践・行動
する。
•行動の結果を計測
する

•イラストPDCA
週間計画
• PDCA日報



4：フィードバック
を受け改善する。

•講師からのフィード
バックを受ける
•改善策を考え、行動
計画に反映させる

• 個別コンサルティング
• 月１回１DAY講座
（グルコン）
• 隔週 ZOOMグルコン
（コンサル）



初心者でも安心！
個別指導学習 •チャットワークで

個別指導！
•赤ペン先生方式
フィードバック！
•動画でのアドバイス
&個別解説
•あなたの個性や進捗
に合わせてゴールへ
と伴走



反転学習の４つのステップ

①知識を学ぶ ②応⽤する

③実践する
④フィードバッ
クを受ける



「続かない」を解決して、

あなたの望む
成功と成長を手に入れる

学習システム



結果コミット型
の目標達成
システム
６ステップ

１ オンライン基礎講座
２ イラスト思考のフルメソッド公開
３ 個別コンサルティング（３回）
４ メール顧問
５ ZOOMグルコン（隔週/月曜夜）
６ メイン講座＆グルコン（月１回）



１：オンライン
基礎講座

１２ステップの基礎
講座を動画で繰り返
し学んで頂きます。

知識やスキルを繰り返し学
び、実践しながら、フィー
ドバックを受ける事で、自
分の血や肉として定着させ
る事ができます。



２：イラスト思考のフルメソッド公開＆共有

• イラスト思考のコンテンツ・プロ
グラムの各種パッケージの全てを
公開・共有します。
また最新のアップデートプログラ
ムは、その成果と共にアップしま
す。

• 会員の方々の成功・実践事例を共
有致します。

• イラスト思考のコンテンツ・プロ
グラムをご自身の仕事で活用頂く
ことができます。

※イラスト思考のコンテンツを有料で教える場合
には、別途コンテンツ使⽤許諾契約とコンテンツ
使⽤料（ロイヤリティ30％）が発⽣します。



３：個別コンサルティング
（基本３回） • 動画での基礎講座を受講い

ただく中で、重要な３回の
ポイントでの個別コンサル
ティングを、松⽥純が直接
ご提供します。
基本的には毎⽉１回のペース
です。

１２ステップの各課題について
は、松⽥講師の合格を受けること
で、次のステップに進むことがで
きます。



４：メール顧問 （無制限） • メール・グループチャッ
トでのご相談ご質問は、
90⽇間の期間内であれば
いつでも無制限で⼤丈夫
です。
• ワークを進めている途中
で、悩みや課題が出たら、
⾃分で抱え込まずに、す
ぐにポイントを整理して
メールで相談してくださ
い。
• ３営業⽇以内にお返し致
します。



７：WEEKLY（隔週１回）
ZOOMグループコンサル

週１回（⽊曜⽇の20:00〜21:30頃まで）
ZOOMを使ってのグループコンサルティングに
ご参加頂けます。
⼀週間の取り組みで浮かんだ疑問・質問を
お寄せください。その場で解決致します。



８：毎月１回 メイン１DAY
グループコンサル（ZOOM）

毎⽉１回（頃まで）
主にZOOMを使った、１DAY講座に
ご参加頂けます。
毎⽉の特別講座ワーク、質疑応答、
⽉間PDCA、コンサルを実践します。



あなたはどんな
夢を実現したい
ですか？



決めた
未来しか
実現しな
い。

• ⼼からの「ワクワク」と、
そこからの「決断」が未来を作る。
• ノウハウは考えなくても良い。
• ノウハウはできている⼈に教われば
OK。



短期的に得られる結果

• 考えやアイデアを分かりやすく整理できる
• 達成したい未来のイメージを明確化できる
• 情報共有がスピーディー＆効果的にできる
• 発想がクリエイティブになる
• 顧客の感情への共感力・理解力が深まる
• ストーリーで伝える力が身に付く
• 本質（コンセプト）をシンプルに表現できる
• 顧客の悩み・課題・痛みを可視化できる。
• 顧客の感情に、共感・理解が深まる。
• 顧客の望む成功・喜び・幸せを明確に描ける。
• 顧客成功のストーリーを視覚的に描き、
社内チームで共有・設計できる。

• 顧客目線でマーケティング戦略が構築できる。



長期的に得られる結果

• 顧客の感情を動かす共感ストーリーで、
あなたのファンをスムーズに増やせる。

• 自分のビジネスストーリーやミッションを
シンプルに整理して明確化できる。

• 自社の経営理念・価値観・世界観を伝え、
顧客との力強い「絆」を築ける。

• 思考の整理がスピーディになり、
決断と行動が早くなる。

• 図解することで圧倒的に伝わりやすく、
コミュニケーションのロスが減る。

• 要点や全体像が見ただけで分かり、
言いたいことが一瞬で伝わる。

• 複雑な情報をシンプルにできて、
効率的な「時短」が進む。


