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広告制作技法を活⽤した営業⽤名刺のノウハウ

2012 年 2 ⽉改訂
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はじめに

マンガード代表の森内太平です。この電子書籍をお買い上げ頂き、心より御礼申し上げます。

本稿はタイトルの通り、「小零細企業の為の売れる名刺の作り方」について書いています。

特別な技法ではなく、私がコンサルタント兼デザイナーとして、培ったノウハウをお伝えす

るものです。技法の根拠は筆者自身の経験則と、マーケティング理論に基づきます。

先にネタをバラしてしまいますが、本稿では名刺を「広告・プレゼンテーションツール」と

して捉えています。つまり、広告制作の技法を名刺に投入しています。

あくまで現場で生まれたノウハウですので、全てのケースに於いて有効であるという保証は

ありません。しかしながら、小零細企業の世界では、ほとんどのシーンで有効な技法である

と自信を持っています。また、この技法は常に更新されており、執筆時点の技法は今後もバ

ージョンアップされます。今後の名刺についてのトピックは、本誌をご購入頂いた方にメー

ルにてフォローする予定です（ご希望されない方は info@mangakigyou.jpまでお知らせくだ

さい、配信リストから削除致します）

私は、中小企業の会社員を経て独立起業後、今現在も事業を育てている真っ最中です。従い

まして、大きな企業のブランド力を駆使したマーケティングは経験がありませんし、豊富な

経営資源を前提とした戦略にも縁がありません。本稿では小零細企業が「とにかく仕事を取

る」ことに注力して名刺を提案しています。

私は名刺の原版制作を３万円（税抜）で請け負っています。これを高いと言われる方は多い

ですが、これからお伝えする幾つかの事実をお読みになれば、名刺とは相応の努力と工夫で

結果を得る広告媒体であることがご理解頂けるでしょう。

このノウハウを使って、御社の名刺を改善してください。ご自身で訴求力の高い名刺を作れ

るようになりますし、デザイナーに適切な指示を出して、より完成度の高い名刺を作ること

も可能です。そして、それはあなたが収益改革の立役者として活躍することを意味します。

是非、社内一番の名刺の匠になり、御社の成長を先導してください。

ついでに、筆者のマーケティング視点についてご説明します。びっくりドッキリ的なマーケ

ティングは、すぐに陳腐化します。日々、新しいマーケティング手法が生まれては廃れてい

きます。その波に乗って儲けるのは大いに結構ですが、皆が皆、そんなマーケティング競争

に入って、殺伐とした市場になるのは健全ではないと考えています。もうちょっと素直で、
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丁寧なマーケティングでもいいじゃないですか。

さて、前置きこれくらいにして・・・あなたの名刺を改革していきましょう。御社の売上を

上げる作業を始めましょう。

＜本稿の著作権に関して＞

本著作物は著作権法により保護されています。著作者は森内太平です。

著者に無断の配布等、著作権の侵害につきましては法的対応をする場合があります。

著作権侵害の事例につきましては wikipedia「著作権侵害」にてお確かめください。

但し、購入後に組織内で学習資料として複製する場合は、ご自由に複製ください。
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＜１章＞名刺について考えてみよう

まずは名刺にまつわる、いくつかの可能性と現実を整理してみましょう。

名刺への認識を改めることで、あなたが今使っている名刺の問題点、改善点が見えてきます。

１％の確率アップが数百万の差になる

プラスの可能性を考えてみましょう。

あなたの名刺の出来によっては、大口の取引が決まるかもしれない。

あなたの名刺の出来によっては、末長く付き合えるお客様ができるかもしれない。

あなたの名刺の出来によっては、組織やあなたの人生に多大な影響を与える人格者や組織と、

関係ができるかもしれない。これから作る名刺の可能性が、名刺を使う全社員に及び、つま

り掛け算となり、数年間を経た時に得られる可能性の量は、現在の名刺の何倍でしょうか？

得られる利益額は幾らの差になるでしょうか？計測は難しいです。一つ言えるのは、１％で

も確率がアップするなら、「数百万円の差」とは控えめな表現に過ぎないということです。

マイナスの可能性を考えてみましょう。

「名刺の品質×配布する人数×年月」により生まれる様々な可能性。本来あなたの会社が得

るはずの利益が、名刺の品質が低い為に、機会損失になっているとしたら？そして、素晴ら

しい名刺を使っていた未来と、くだらない名刺を使っていた未来の差し引きの利益差は、ど

れほどでしょうか？一つ言えるのは、１％でも確率がダウンするなら、「数百万円の差」と

は控えめな表現に過ぎないということです。

「 名刺の品質 × 配布する⼈数 × 年⽉ ＝ 可能性 」
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機会損失は現在進行形で進みます。

今日営業員がお客様に渡した名刺は、将来の可能性を丁寧に潰しているかもしれません。で

もそれが普通なのです。マーケティングの執念を感じさせる名刺を作る企業は多くありませ

ん。まずはそのグループから抜け出しましょう。仕事を取るために、名刺を作りましょう。

明確な利益を求めて、名刺をデザインしましょう。今名刺に対する認識を変えることは、未

来の利益に向かって大きく舵を切ることと同じです。

⼩零細企業は、名刺で格好をつけている場合ではない

「名刺を何故渡すの？」という問いに対して、多くの人は「私のことを知ってもらう（覚え

てもらう）ため」と答えます。つまり自己紹介のツールであり、その用法は正しいです。し

かしながら、「私のことを知ってもらって、その次は？」があやふやです。少し勿体無いと

私は思います。名刺にはもう少し、価値のある仕事ができるのでは？

本稿が定義する名刺の仕事は、認知でも自己紹介でもなく「営業」です。売上に繋げたい。

そう考えると、名前と社名しか書いていない名刺に仕事をさせるのは、ちょっと酷な話です。

大手ならそれでいいのです。認知された会社のロゴ、社名、役職、名前、企業情報…。

それだけをレイアウトしてしまえば、仕事のできる名刺になります。しかし本稿を買って読

まれるほとんどの方にとって、その方法は無縁でしょう。面識がない、知名度がない、どん

な仕事か判らない、信用情報がない。現場はそんな現実の中で、ゼロベースで営業を進めて

行くわけです。格好つけている場合ではありません。まずはお客様のニーズを満たす名刺を

作る必要があります。
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⼤企業の名刺を真似してはいけない

小零細企業と大企業は事情が違いますから、真似してもロクなことになりません。かつて某

大企業の名刺を拝見した時、内心呆れてしまいました。写真の表情を指導する人材が、これ

程の大企業で居ないのか、と。真顔＆仏頂面の写真を堂々と名刺に載せて、「営業」に使っ

ているわけです。大企業はネームバリューがありますから、これでも通用します。しかし、

これをスタンダードと勘違いして小零細企業が真似すれば、目に見えない機会損失が始まり

ます。

巷に溢れている名刺のデザイン雛形の多くは、大企業のようなカッコイイ名刺を作る為のも

のです。自社名刺の企画を深く考えず、デザイン雛形に合わせて名刺を作るところから、間

違いは始まっています。これは、街の名刺屋さんに何も考えず作ってもらう時も同じです。

名刺は、お客様の⼿元に残る唯⼀の広告である

名刺は特別な権利を与えられています。お客様の懐に収まる権利です。

街を歩いていて、クーポン券やティッシュを差し出されても、受け取りを断ることがあるで

しょう。例えばティッシュは、受け取ればほぼ確実に自分の利益になるものです。しかし、

あなたは欲しいと思わなければ受け取らない。本人の許可がなければ、受け取ってもらえま

せん。

お客様のスーツ、ポケット、名刺入れ、サイフ、鞄の中…。これらは、要するに私有地です。

地主の許可が無いと入れないのです。ただ一つ名刺だけが、ほぼ無条件でこの私有地に入る

ことを許されます。無条件で相手の懐に収まり、丁寧に名刺ファイルにコレクションされま

す。一瞥されてごみ箱に入るチラシと、随分扱いが違います。

ところで、名刺と一緒にチラシ

やパンフレットをお客様から渡

された経験はありませんか？

あなたはその時、どう感じるで

しょうか？正直に言います。私

の感想は「空気読めよ」です。

例えば、収納用の鞄を持ってい

ないのに、パンフレットを渡さ
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れても困ります。しかし受け取りは断れません。これは意地悪な言い方をすれば、お客様に

より受け取りを強要されているということです。無遠慮な私有地への侵入です。私の心は天

使でもなければ愛に満ちている訳でもないので、内心の困惑を隠して、ニッコリ笑って受け

取ります。

そして人間は、最初の印象を覆すのが不得意な脳の構造になっています。あなたが天使の心

なら、相手に対してこんな印象を持つには至らないでしょう。あとは、あなたと同じく天使

の心を持つ人が多いか、私のように内心良い印象を抱かない人が多いかの話です。

名刺だけが特別です。

それも、一般的な名刺入れ、名刺入れファイルに無理なく収まる、縦 55mm×横 91mmの規格

内サイズのみが、フリーパスの情報媒体です。お客様と自分を結ぶ情報ソースが、唯一名刺

に記載されている情報です。ファーストコンタクト後、唯一お客様が手元に残すあなたの情

報が名刺です。その後のビジネスチャンスに、これ以上影響のある情報媒体があるでしょう

か？

つまるところ、名刺は広告です。プレゼンテーションの媒体です。ビジネスチャンスを広げ

るためのツールであり、自己紹介の紙切れでは無いのです。

名刺に本気で取り組みましょう。

そして、名刺に本気で取り組むということは、自己・自社のプレゼンテーションに本気で取

り組むということです。取り組み姿勢による PR力の向上は、そのままビジネスチャンスを

ものにする確率に反映されます。その可能性は、組織単位で年間でどれほどでしょうか？

名刺の裏⾯は⾒られない

名刺交換の時を思い出してみてください。

名刺交換して、挨拶して、相手が名刺をその場で引っくり返して、裏面をチェックする姿を

見ることがありますか？私は仕事柄、相手の挙動を観察しますが、大変に少ないと言わざる

を得ません。そもそも名刺交換時というのは、交換した名刺のオモテ面と、対面する相手の

顔で、視野が一杯になるものです。加えてトークもするわけで、名刺の裏面を気にかける暇

が無いのが実情です。訓練された営業マンは、裏面もチェックしてトークに織り交ぜますけ

どね。

そして名刺を懐に入れて、持ち帰って。名刺を収めるファイルは通常、裏面が見えるように

なっていません。その上、何かしらの問題解決のために、名刺ファイルをめくる時は、名刺
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のオモテ面が検索対象になります。ようするに、裏面の出番はほとんどありません。

怖いのが、名刺のウラ面に事業概要やポリシー、キャッチフレーズ等の、「相手に伝えない

ことには始まらない情報」を乗せている場合です。「情報を伝える」という点で言えば、割

と致命的な失敗です。

この失敗は、自社で名刺を自作する時に、デザインの雛形を安易に使うことで発生します。

デザインの雛形（テンプレート）は、オモテ面のデザインが格好いいんですよ。だからこそ、

見栄えを優先して、ついウラ面に重要な情報を回してしまう。「言わなければならない事を、

名刺のオモテ面で語る」目的と、「オモテ面の見栄えを良くする」という目的が、混乱して

いるのです。どちらが大事かは、ウラ面が顧みられない現実を考えれば、言うまでもありま

せん。

ちなみに次善策として、オモテ面に「裏面も見てください」と誘導を表示する手があります。

この方法でお客様の視線を裏面に誘導できますが、それでも重要な情報はオモテ面にする方

が安全でしょう。必要な情報を探す時に、名刺のオモテ面しか見ない現実は変わりませんか

ら。

従って、オモテ面に情報を集約する

必要があります。

この課題と、名刺の見栄え＆見やす

さを両立するのは、技術が要ります。

一般的なテンプレートでは、ほとん

どこの需要はサポートされていませ

ん。先の項目にも書いていますが、

大体、名刺なんてのは、紙面に載る情報量が少ないほどに、上品で格好良く作りやすいので

す。沢山の情報量を見やすく、見栄え良く配置するのは、それこそプロの仕事です。

あなたの名刺に、お客様に伝えるべき情報があり、それらの量が多いにもかかわらず、見栄

えや視認性を確保したければ、最良の選択は、プロのデザイナーに依頼することです。プロ

と素人では、たとえ素人が上質なテンプレートを使っても、実力の差は明白です。彼らは必

要とあらば、0.1mm単位で名刺の文字配置を調整します。

それではウラ面には、情報を載せる意味がないのでしょうか？

いいえ、意味はあります。あなたの仕事に強い興味を持てば、お客様は更なる情報を得るた

めにウラ面をチェックします。ですから、名刺オモテ面での営業内容を補足する情報、例え

ば実績等が適当でしょう。たとえ見られなくても、アプローチの流れを阻害しない情報であ

れば OKです。また、トークを円滑にするための仕掛けをウラ面に仕込む方法もあります。

この方法は後の制作事例で紹介します。
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あなたの名前はどうでもいい

ネームバリューのある企業ならまだしも、小零細企業、特に立ち上げたばかりの事業部や、

実績の少ない会社では、会社の名前もあなたの名前も、お客様にとって重要性が低いです。

名刺を渡す目的を、「私のコトを知ってもらう為」なんて定義をする方がいますが、甚だし

い自己中心主義と言わざるをえません。名刺は渡した瞬間にお客様の所有物です。その価値

は、所有するお客様にとって役に立つかどうかです。あなたの名前に芸能人並みの影響力が

ある、名刺交換する相手は明確な下請けである。そんなケースがほとんどならば、気にする

必要はありませんが、こちらから仕事を取りに行く為の名刺であれば、まずはお客様の役

に立つように、視点を変える必要があります。まずもって、あなたの名前は後回しです。

想像してみてください。

あなたの会社で、パソコンが壊れてしまいました。データを救出したいし、何よりもすぐに

仕事が再開出来ないと困る！あなたは解決策を考える為に、名刺ファイルをパラパラとめく

っています。その時の心理をご想像ください。あなたの頭の中には何がありますか？

きっと、「自分の抱える問題を解決する情報」以外は、色褪せて見えなくなっているはずで

す。人は歯痛になれば、歯医者と正露丸とバファリン以外、頭にありません。そんな心理で、

悩めるお客様の検索に引っかかる情報は何でしょうか？あなたの名前？いえいえ、あなたの

「仕事」です！

あなたの仕事、役割、お客様に提供できる解決手段・・・。これが、あなたの名前よりも、
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お客様にとって重要な情報です。よほど仲が良ければ別ですが、人の名前を脳内の目次から

探す時に、先に職業や肩書きが来るでしょう？デザイナーの森内さん、コンサルタントの森

内さん、という具合に。お客様に名前を覚えてもらえるのは、お客様にとってあなたの役割

が重要だからです。どうでもいい人の名前を律儀に覚える人は少ないですよ。お客様が欲し

いのは結果であり、結果に至る機能・役割なのです。

筆者が名刺のコンサルティングで話している主な内容は以上です。これらの現実に既に気づ

いていて、名刺制作に取り組んでいる方には、本稿は不要です。しかし、そうでない方は幸

運です。これから大きな改善の伸びしろがあるのですから！
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＜２章＞名刺を⼯夫してみよう

名刺にまつわる現実を整理した後は、具体的な手段を考えてみましょう。

制作時のポイントを抑えることで、デザイナーが持ってきた名刺デザインに、適切な修正指

示ができるようになります。

プレゼンテーションのように作り込む

仕事を取るためのプレゼンでは、用意周到に相手企業の事情を調査します。相手が何を欲し

がっているのか、何を提供すれば喜ぶのかを表現して、プレゼンテーションに望みます。プ

レゼンの視点から名刺を見れば、名刺を渡す相手に向けて内容をカスタマイズするのは、ご

く自然な事です。それをやらないのは単に手間…コストと費用対効果の都合に過ぎません。

名刺を１枚、これから会うお客様用に改造する手間はどれくらいでしょうか？相手が求める

キャッチフレーズ、提供できる素材、そしてデザインの変更。いくらかのお金がかかるかも

しれません。時間コストはもっと明確です。しかし、これからファーストコンタクトを取る

企業とのコニュニケーションが、名刺１枚の改良でスムーズに進むとしたらどうでしょう

か？その背後にある利益が大きなものだとしたら？

賢明なビジネスマンは費用対効果を計算

します。おそらく、丁寧に作り込むパワ

ーポイントの資料と同じレベルの視線を、

名刺に向けることになるでしょう。なぜ

なら、名刺はファーストコンタクトでお

客様に手渡しする、最初のプレゼンツー

ルだからです。大口とのファーストコン

タクトであれば、「○○株式会社様へ」と、
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名刺の頭にお客様の会社名を入れるくらいの徹し方をすることをお勧めします。これをやる

企業が少ないからこそ、やる企業は目立ちます。お客様に対して、当社が良い仕事を提供す

る存在であることをお知らせするのです。

時間コストの都合で、都度カスタマイズする折り合いが付かない場合、予め複数の業種に向

けて、名刺を用意する方法があります。この手法は制作事例で紹介します。

名刺⽤に写真を⽤意しよう

小零細企業の名刺にとって、顔写真を入れない積極的な理由が無い限り、顔写真を載せるの

は必須事項であるとお考えください。写真を入れないことについての戦略を語る人もいます

が、大抵が「単に写真を載せたくない、顔を晒したくない」という自分の願望の正当化にな

っています。お客様の信用を得るのに、遠回りな方法を選ぶ理由があるのでしょうか？

掲載する写真については、とにかく品質を高めることに注力してください。つまり、i-phone

で自分で取ったような写真を載せるのは論外だと言うことです。コンパクトデジカメでも力

不足です。撮影スタジオに行ってプロの撮影で写真を用意することをお勧めします。スーパ

ーに設置しているような証明写真撮影を使うくらいなら、ゲームセンターのプリクラの方が

良い仕事をします。仏頂面の証明写真を取る環境から、なるべく距離を置きましょう。

先ほどから証明写真を叩いていますが、免許証・パスポート・入館証等に使う ID認識用の

写真と、営業用の写真は用途が異なるからです。前者は顔を識別するためのものですから、

真顔でないと困るのです。しかし後者はお客様に安心感や良い印象を抱いてもらうためのも

のですから、お客様を安心させる笑顔が必要なのです。そして色や解像度も、求められる品

質の水準が、証明写真と営業用の写真では異なります。営業用写真は、端的に言うと雑誌等

に掲載されるレベルを求めましょう。

プロの撮影となると、随分な費用を心配される方が多いです。１点数万円の写真も確かにあ

りますから、そう思うのも無理はありません。そこは工夫次第なのです。私は自分の PR用

写真をプロの撮影で 2点 3,150円で用意しました。
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お友達価格ではなく、料金表に掲載されている正規の料金です。地場の撮影所に出向いて、

「Web用、証明写真程度の解像度で良い」とスタジオのカメラマンに伝えましょう。その一

言で、１点１万円以上の選択は除外されます。撮影スタジオの環境は、照明がしっかりして

いる、バックスクリーンがある、顔の角度や表情をカメラマンがアドバイスしてくれる等、

素人では難しいオプションが利用できます。撮影スタジオという非日常な環境も、恥ずかし

い気持ちを取り払い、あなたの魅力を引き出す手伝いをしてくれます。だって、ここは写真

を撮るための場所なんですから。

素⼈の笑顔から卒業しよう

名刺に掲載する写真の目的を改めて挙げます。お客様に安心して頂くため、好感をもって頂

くためです。しかしながら、大手企業でさえ顔認識の為の写真（真顔・能面・仏頂面）を名

刺に差し込んでいるのが実情です。このグループから抜け出しましょう。そこで重要なのが

笑顔の品質です。先に結論を申し上げると、私たちは、大げさに笑って、やっと並の笑顔

であると認識してください。

筆者は「素人の笑顔とプロの笑顔は基準が違う」と表現しています。私たちが日常テレビや

雑誌で見る笑顔は、芸能人が訓練を積んだ末に見せる「プロの笑顔」です。それを見ている

私たちの笑顔の判断基準はプロの笑顔・・・要するに目が肥えています。本人は笑っている

つもりだけども、写真で見ると別に笑っていない・・・ありがちな出来事ですが、プロの笑

顔と素人の笑顔の認識の差が、その時感じる違和感の正体です。私たち素人が「微笑んだ」

ところで、写真では真顔とほとんど見分けが付きません。確かに私達素人は、コンマ数秒の

世界では爆発的な笑顔を見せます。たまに撮れる笑顔のベストショットがそれです。しかし

意図的な写真撮影においては、爆発的な笑顔を保持する努力が必要なのです。
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顔が突っ張って筋肉痛になるくらいの笑顔で、

最低数秒間はそれを保持する努力が必要です。

それが写真になって、なおかつ名刺サイズの小

さな写真に縮小されると、やっと並の笑顔に収

まります。そのコツさえ掴めば、プリクラの写

真でも営業用として使えるようになります。

⾃分の 120％を写真に込めよう

自分の最高潮の、さらにもう少し背伸びした笑顔を写真に込める。映像でも同じことが言え

ますが、媒体に載った写真や映像が、お客様にとってあなたの全てであることに、ご注意く

ださい。この印象は、本来のあなたがどうであろうとも、関係がありません。

あなたが今、熱で寝こんでいても、面白くないことがあって落ち込んでいても、写真のあな

たは 120％の笑顔です。自分がもっとも美しく、お客様への誠意に満ちて、自信がある。そ

んな最高のあなたが、媒体の上でお客様に PRしています。頼もしいと思いませんか？

逆に、あなたが不機嫌な顔の写真を載せてしまったら？あなたの普段がどれほど自信に満ち

て愛想が良くても、お客様にとっては不機嫌な顔のあなたが全てです。そして、最初に抱い

た印象を後で覆すのは難しい。人はそういう脳構造になっています。「人は見た目が９割」

のビジネスセオリーは、写真の世界でも適用されるのです。（特にブログやホームページの

運営ではご注意ください、Web媒体ではファーストコンタクトが常に発生しています）

半端な自分を写真にして相手に見せることは、それだけで自分の価値を割引してしまう、リ

スクのある行為なのです。

お客様に向けた⾃社の強みを明確にしよう

自社の強みを明らかにしないまま名刺を作っても、焦点がボヤけたままで営業力がありませ

ん。「ウチはなんでもやります」なんてアピールは、「得意が何もありません」と白状するの

と同じなのです。後の実践編で示しますが、お客様のニーズに対して自社が何を提供できる

か。これを明記することが大切です。そのアピールは、あなたの名前や会社名よりもお客様

にとって大事な情報です。あなたは何屋さんでしょうか？長ったらしい説明は名刺に載せら

by：theDQT
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れません、一言で言えばあなたの会社は何でしょうか、なにが得意でしょうか？強みを引き

出すため思考・作業と、名刺制作は別ですが、これは前もってやっておくべきです。逆に言

えば、強みを明確にしないまま名刺をばらまいているから、機会損失を垂れ流しているので

す。有料コンサルティングを受けてでも、自社の強みを明確にすることをお勧めします。

名刺にやらせる仕事を定義しよう

あなたの作る名刺は、どんな仕事をこなしたら、あなたから褒めてもらえますか？あなたか

ら「よくやった」と言われる時を、名刺は待っています。目標が無い、達成感が無い、終わ

りが無い…クリアすべき仕事のラインが無いままに、仕事をしろと言われても、困ってしま

います。名刺には明確な仕事を定義しましょう。何をなせば、あなたの名刺はミッションコ

ンプリートとされますか？名刺の仕事は、お客様の具体的なアクションを引き出すことです。

「お客様に私を覚えてもらう」などという曖昧な目的設定は、効果の無い名刺の典型です。

問い合わせの電話、資料請求のメール、ホームページ・ブログへの訪問、メールマガジンへ

の登録、見積もりの依頼等々。お客様の反応が具体的であるからこそ、反応や効果を計測で

きます。そして、名刺に託す仕事は絞り込みましょう。名刺に込められる情報は微々たるも

のです。ただでさえ少ない情報量でありながら、目的が曖昧なら、名刺の持つ営業力はどう

なるでしょうか？力が拡散して、ゴミ同然の紙切れになってしまいます。あなたがお客様に

とって頂きたい行動は何でしょうか？集中と選択で、名刺の営業力は上がります。

相⼿が理解できる⾔葉を書こう

業界用語は NGです。名刺に載せる文言は、近所のおばちゃんが分かる言葉で書きましょう。

業界内で長く活動していると、世間では理解不能の言葉が、いつの間にか社会常識とすり替

わってしまいます。名刺を差し出して、語句の説明を求められたら失敗です。同業者にウケ

る名刺を作るのは簡単です。でも商売相手ではありません。あくまでも、名刺を渡すお客様

が基準なのです。相手に通じる語句を検討するには、実際に対象の層から感想を訊くのが一

番です。実際に調べると「これを知らないなんてありえないだろう」というレベルの語句か
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ら、通じないことが多いです。また、名刺の言語にも余裕があれば対応しておきたいところ

です。仕事柄、海外の人と合う機会があるならば、英語や中国語の名刺を用意しましょう。

読めない名刺を渡すのは、ナンセンスですよね。

QR コードを載せよう

携帯電話で読み取る QRコードは、ネット上の無料サービスで作ることができます。

携帯メールや携帯サイトをアクセス窓口にしている方は、是非名刺に載せましょう。

QRコード作成＆活用のススメ【無料でカンタン！自作 QRコード】

http://qr.quel.jp/

QRコード（二次元バーコード）作成【無料】

http://www.cman.jp/QRcode/

コードに込める文章によっては、生成した QRコードが複雑になり、携帯電話での読み取り

が困難になってしまいます。極力日本語を避け、半角英数字のみで構成すると読み取りしや

すい QRコードが生成できます。

以上、名刺の工夫について８項目を挙げました。ここまでの内容を踏まえて、名刺を作りこ

んでいくわけです。なんだか大変そうに思えるかもしれませんが、…実はこれらを抑えたテ

ンプレートがあります。筆者がコンサルで使っている雛形をシェアします。６つのポイント

を外さなければ、作れてしまうのです。

http://qr.quel.jp/
http://www.cman.jp/QRcode/
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＜３章＞名刺を作ってみよう

座学はこれくらいにして、実際に名刺を作ってみましょう。

前準備として、縦 55mm×横 91mmの用紙を、ハサミを使って切り出してみてください。自分

の手の中で、どんな情報が、どの程度お客様に手渡せるか実感できますか？

６項⽬で作る、ストーリーのある名刺

筆者は下記のテンプレートに従って名刺を作ります。お客様の事情や意向、業態により多少

変化はありますが、内容的には下記の項目を抑えています。お客様の「目に留まる順」も、

基本的に上から順番にレイアウトしていきます。

���� 1：お客様の抱える問題を指摘する

���� 2：問題の解決手段を提示する

���� 3：解決手段を持つのが我々であることを提示する

���� 4：解決の裏付け、証拠、必要な資格を提示する

���� 5：どうすれば解決方法にアクセスできるのか？

���� 6：住所等の企業情報
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1：お客様の抱える問題を指摘する

お客様の悩みを、端的に言い当てましょう。問題や悩みがあってはじめて需要は発生します。

しかし、多くのお客様は、自分が抱える問題に気付いていません。

・スポット対応できる人員が見つからない

・従業員が労働監督署に駆け込んだ！

・内容証明郵便の抗議文が届いた

・パソコンが壊れて仕事がパァになった…

このように問題そのものを書いてもいいですし、「○○でお困りではありませんか？」とい

う風にお尋ねしてもいいです。お客様の需要を刺激するのが目的なのです。

2：問題の解決⼿段を提⽰する

問題へのアンサーを提示しましょう。お客様の問題を解決する分かりやすい言葉で。

・スポット対応できる人員が見つからない → 熟練スタッフを当日派遣

・従業員が労働監督署に駆け込んだ！ → 穏便解決の交渉承ります

・内容証明郵便の抗議文が届いた → 御社に一番近くて早い対応の司法書士

・パソコンが壊れて仕事がパァになった… → 半日復旧、データも救出

3：解決⼿段を持つのが我々であることを提⽰する

この時点で自己紹介です。お客様の持つ悩みを解決するのが我々であることをアピールしま
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しょう。社名、肩書き、名前、顔写真です。社名がお客様の抱える問題と関係ない場合は、

肩書きやキャッチフレーズでフォローする必要があります。写真は 120％の笑顔を載せまし

ょう。これであなたの会社は、ただの挨拶相手・売り込んでくる面倒な相手から、悩みを解

決してくれるドクターに出世しました。

4：解決の裏付け、証拠、必要な資格を提⽰する

「私たちがやります」を後押しする、必要な資格、実績など、裏付けとなる情報があれば載

せましょう。これは項目３と混ぜて表示することが多いです。

資格など、公的なモノサシがない場合は、「創業○年」「〇〇地域一番」「日本初」「〇〇専門」

などの表現も名刺の説得力を支援します。また、地域や序列は、やり方次第で強いアピール

になりますから、頑張ってナンバーワンをでっちあげてみましょう。（嘘はダメですよ）

5：どうすれば解決⽅法にアクセスできるのか？

ここまでで、あなたはお客様の問題を解決する、ドクターの様な存在になりました。次は、

お客様が次に取るべき行動をガイドしてあげましょう。

・フリーダイヤル

・無料相談

・ホームページ検索

・資料請求・サンプル請求

・ DM 送付の許可取り付け

お客様に「具体的な行動」を起こしてもらうために、取るべき行動を「分かりやすく」提示

しましょう。

６：住所等の情報

会社所在地等の情報です。通常名刺の最下部にあります。名刺１枚で宅急便が送れるように、

郵便番号や電話番号を記載しましょう。「格好つけ」の名刺だと、郵便番号を省いている場

合がありますが、あれは単なる不親切で、お客様からのアクセスを邪魔しています。
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６項目を反映させたサンプル例です。

上段はダイレクトにお客様の抱える問題を指摘しています。

一方、下段ではお客様の欲求（売上という問題）と解決方法を同時に提示しています。

このケースでは、名刺を改良していく中で、上段から下段へと変遷しています。

名刺⽤紙とプリンタ

これらの項目を適切に反映できるデザインテンプレート（雛形）があるようでしたら、大い

に活用するべきです。格好良さと内容が両立する理想のカタチです。項目の優先順位を明確

にしてデザイナーに発注するのもお勧めです。大抵のデザイナーは、優先順位が明確なら、

上手くまとめてくれます。

また、名刺は専用用紙とプリンタがあれば、専用用紙で自前で作ることができます。エーワ

ンやコクヨなどのメーカーが専用用紙と対応のソフトを公開していますので、無料のソフト

で名刺を作ることが出来ます。当店が推奨する用紙と対応ソフト（無料で名刺制作ができる

ソフト）を紹介します。
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名刺用紙：

「エーワン クリアエッジ兼用白無地両面厚口 50入り 51862」

amazon等で購入できます。

名刺ソフト：

「エーワン ラベル屋さん HOME」

http://www.labelyasan.com/home/download/

自前出力用の名刺用紙を選ぶポイントは、

・両面印刷ができる

・ミシン目ではなく、クリアエッジタイプである

・裏写りしない厚口用紙

を抑えると良好です。さらに「光沢用紙」であれば申し分が無いのですが、筆者は 2011年
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7月現在で、その条件に合う用紙を確認していません。

※改訂版追記

エーワン株式会社が、2011年 6月より、光沢紙・クリアエッジタイプの両面印刷用紙を販

売開始しました。

＜プレスリリース＞

http://www.a-one.co.jp/product/info/new/2011/img/release_20110620.pdf

家庭用プリンタでも、光沢のある縁無し両面印刷の名刺が制作可能です。

紹介している用紙の場合、市場価格で名刺１枚あたり３～４円程度のコストです。プリンタ

のインクは一概に計算できませんが、名刺１枚に３円のインク代と仮定しても、自前で出力

すれば、名刺一枚のコストは７円程度です。印字画質等、他にも比較する点はありますが、

単純なコスト比較だと、街の名刺屋さんに 100枚 1,000円で発注する理由がなくなります。

なにより、自社出力は運用に小回りが効くので便利です。

プリンタはインクジェットを推奨します。レーザープリンタは内部構造が複雑なので、印字

位置がズレがちです。文字出力に関してはレーザープリンタは申し分ありませんから、印字

位置が正確なレーザープリンタをお持ちでしたら、検討されると良いでしょう。
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＜４章＞制作シミュレーション

実際にあった過去の案件を元に、制作をシミュレーションします。著作権及び守秘義務の都

合により、制作サンプルの内容は全て架空のものです。

パソコンの横を狙え！（パソコン訪問サポート業者）

パソコンの故障やトラブルに出張訪問して対応する事業者の名刺です。

ミーティングの結果、今回の名刺がやるべき仕事は明確で、「パソコントラブルが起きた時

に、電話してもらうこと」でした。なので、名刺ファイルに丁寧に収めてもらっては困るの

です。方針としては、パソコントラブルの緊急対応専門であること、電話を書ければ飛んで

来ること。これをお客様に認知していただき、トラブル発生に備えて、目に付きやすい場所

に貼って頂こうという方針になりました。

＜オモテ面＞

1：パソコンのトラブル発生に備えて、この名刺をパソコンの横にお貼りください！

2：突然のパソコントラブル！電話サポートだけで解決できますか？

3：電話一本で出張訪問、PCトラブル解決の専門業者

4：「株式会社 品川パソコン救急車」 代表 山田太郎 ＋ 顔写真

5：電話番号

6：会社情報

＜ウラ面＞

メニュー
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トークへの誘導を仕込む（コンサルティング＆デザイン業）

筆者の事例です。先日、名刺用紙を Amazonで 50シート（名刺 500枚分）発注したのですが、

注文を間違えてしまい、片面印刷専用シートが届いてしまいました。困りました。私の名刺

は両面印刷仕様なのに！

ウラ面が真っ白だと、デザイナーという仕事柄「自分の世話も出来ないのか」と言われそう

なので、片面を印刷した後で、手書きで仕込みを入れることにしました。

『名刺のウラ面まで、注意深く確認するビジネスマンは少ない』

そんな意味の英文を、Webの翻訳サービスを使って作成して、名刺のウラ面に手書きで書く

ことにしました。

案の定、名刺交換をしてもウラ面までチェックする人はほとんどいません。

そこで、流れをコンサルティングに持っていけそうな気配がしたら。

「あ、先程お渡しした名刺のウラ面にですね・・・」

「ん、なんですかこれ、何て書いてあるの？」

「それはですね・・・」

こうして、本稿のような名刺制作のノウハウに話を繋げることができます。状況がそぐわな

ければ、最初から話を振りませんが、話を振ればほぼ毎回、同じ様な展開に持っていけます。

名刺のウラ面が顧みられないからこそ、自分の任意のタイミングでトークへの仕込みが起動

できるのです。といっても、この手法は手書きが面倒なので、現在は用紙を買い直して、両

面印刷の名刺を出力しています。
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複数の宛先を⽤意する（電話代⾏センター）

電話代行とは、電話受付の人員を用意する余裕が無く、忙しくて電話に出る暇の内容小さな

会社向けの代わりに、会社の番号に掛けられた電話を自動転送して、代わりに応対するサー

ビスです。まず、「電話代行」という言葉が、世間で認知されていないので、名刺では「電

話秘書サービス」という文言に変更しました。

そしてヒアリングの結果、電話代行サービスを使う理由は、業種によりそれぞれ異なるので、

名刺を渡す相手に最適なアプローチを、複数の名刺を用意して使い分けようという方針にな

りました。名刺の一番上に、宛先から記載しようというわけです。

・中小企業の経営者・新規起業の経営者・デザイナー、クリエーター・ SOHO 経自営業者・

急成長中の小零細企業・宛先無し

それぞれ、電話代行サービスを使う理由は異なりますから、アプローチの文言も異なります。

例えばデザイナー、クリエーター向け名刺の場合。

＜オモテ面＞

1：デザイナー・クリエーター様

2：電話応対で、作業を中断する必要がなくなります！

3：大企業レベルの電話秘書が、代わりに電話応対します。

4：創業 30年の電話秘書サービス『浅草電話代行』チーフ 山田花子 ＋ 顔写真

5：詳細はウラ面をご覧ください（←赤文字）

6：会社情報

＜ウラ面＞

お試し電話番号、事業概要
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オモテ面に宛先を入れたため、スペースが逼迫してしまい、電話番号等のアクセス先をウラ

面に回すことにしました。ウラ面は見落とされますので、赤文字でウラ面への誘導を記載し

ました。

この場合、依頼者は最大で６種類の名刺を携帯して、相手の業種に応じた名刺を渡して営業

できるわけです。この手法をさらにピンポイントにすると、大口へのアプローチ用の名刺に

なります。つまり、プレゼンテーション資料の延長です。宛先があれば、お客様は一目見て

自社のために作られた名刺だと理解しますから、お客様の興味を引いた状態で名刺交換が進

むでしょう。

以上、載せるべき情報を、お客様の視線の流れに合わせて並べるのがコツです。このルール

を抑えていれば、自分に作るにしろ、デザイナーに作らせるにしろ、アプローチから説得、

行動までのストーリーがある名刺になります。
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＜５章＞点を線にするために

「商売は点ではなく線で考える」

ビジネスに古くからある教えで、現在でも商売の真理の一つです。この観点から考えると、

売れる名刺は「点」にあたります。本稿のノウハウは、商売の成功を支援しますが、それだ

けで成功に導くものではありません。点を線に変えるのは、あくまでも商売の当事者です。

このような名刺を使って訴求するということは、相応の期待をお客様に抱かせるということ

です。「お客様の抱える問題点を、私共が解決致します」と宣言するわけですから、お渡し

する名刺 1枚が、言わば契約書になります。

お客様との約束を違えてはいけません。

納期を守り、希望を反映させ、期待通りもしくは期待以上の品質を提供する必要があります。

立派な看板を立てて体裁を整えても、お客様の期待に応える仕事ができなければ、期待は失

望に変わり、やがては不信に変わります。広告や集客ツールは、高性能であればあるほど、

企業が失態を晒した時に寿命を縮める両刃の剣でもあります。

タフな経営者の中には、販促ツールを一笑に付す人もいます。ツールに頼り、仕事の品質が

伴わない商売が如何に脆いかを良く知っているのです。

名刺の文言に見合う、素晴らしい仕事をしましょう。写真に込めた 120％の笑顔をいつもの

笑顔にしましょう。

看板と仕事が一致した時にはじめて、あなたの商売のブランディングが始まります。
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おわりに

原則的なルールを抑えれば、説得力のある名刺を作るのはさほど難しくはありません。本稿

の名刺は広告制作の技法を名刺に落とし込んだものです。つまり本稿の方法論は、チラシや

ホームページ等の広告全般にも使えます。場合によっては、名刺よりも顕著な反応が得られ

るかもしれません。

肝心なことは、名刺を受け取るお客様の立場に立つことです。

お客様の問題を解決する手段を提供することです。

お客様の側に寄り添って、問題解決のお手伝いをすることです。

対面で交渉や駆け引きをする必要はありません。

常にお客様の味方であり、身内であり続けましょう。

その姿勢であれば、お客様は何か困りごとがあった時に、

自分の問題を解決してくれる頼れる味方が、あなたであることを思い出してくれます。

本稿の制作技法は、このようなマーケティングの考え方を形にしたものです。

また、あなたのマーケティング方針を反映させて、

よりあなたの業態にふさわしい名刺に磨き上げることもできるでしょう。

その時こそ、あなたが本当の意味で、自社の名刺マイスターになります。

あなた無しでは、御社の情報発信はありえない！

物事には設計思想があります。

名刺も広告もメディア展開も、情報を用いた構造物であり、

設計思想により結果が大きく異なります。

あなたの思想がより良い形となり、御社の利益に貢献することを願っています。

マンガード 森内太平
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著者紹介：森内太平（もりうちたいへい）

・企画デザイナー

・映像プロデューサー

1977年 6月生、呉大学卒

マンガード代表

会社員生活を経て 2010年に独立。起業家を支援する

デザイン事務所「マンガード」を設立。広告デザイン

の企画制作、映像制作、情報発信に関するコンサルテ

ィング等を扱う。

＜取り扱い業務＞

・名刺製作 ・映像制作 ・広告デザイン ・販促コンサルティング

・アメーバブログカスタマイズ ・ホームページ制作 ・企業ロゴマーク制作

＜関連サイト＞

アメーバブログ

http://ameblo.jp/designdog/

日刊メールマガジン「ビジネス戦略の基礎力」

http://www.mag2.com/m/0001177350.html

企業向けデジタルサイネージ、映像の看板「繁盛板」

http://www.digitalsignage-kure.jp

企業向け CM動画制作

http://www.mangakigyou.jp

森内の運営するコンテンツに興味のある方は、まずはアメーバブログをご覧ください。

その他のコンテンツへのリンクを集めたポータルサイトになっています。

Google、Yahoo!にて『映像 マンガード』とご検索ください。

http://ameblo.jp/designdog/
http://www.mag2.com/m/0001177350.html
http://www.digitalsignage-kure.jp
http://www.mangakigyou.jp
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＜改訂版付録＞

名刺に関するコラム集

改訂版を発行するにあたり、当電子書籍をお買い上げの皆様に配信した（2011年）、名刺に

関する記事を改訂して掲載します。本編を補足する内容になっておりますので、こちらも合

わせてご覧ください。

１、変形名刺の是非

２、検索ワード

３、QRコードの活用

４、似顔絵と写真

５、名刺は印刷に向いていない

今後の改訂でも追加コンテンツを加えていきます。

当店からのメールにて、改訂版コンテンツは本編購入者の方に無料でお届けします。
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１ 変形名刺の是非

折りたたみ式や冊子式にして、より多くの情報をお客様に手渡す変形名刺。マンガードのブ

ログでも、漫画広告と合わせて記事にしたことがあります。企業在籍時には、僕も折り畳み

名刺を作って運用したことがあります。そして、現在。「目立つし有効だろうけど、今後馴

染みにくくなるかもしれない」というのが、僕の見解です。

■ スマートフォンとの相性

iPhone等のスマートフォンで、名刺を撮影してデータベース化するツールが出ています。

撮影した名刺画像から文字を読みとって（OCR）検索対象にしてくれるわけですから、かな

り便利です。今回の名刺マニュアル（本編）制作にあたって、関係者の方に校正協力をお願

いしましたが、「iPhoneからの取り込み相性に配慮すべし」とのご意見も頂きました。そし

て、この撮影＆取り込みと、規格外の名刺は相性がよろしくない。時代の流れに合わない可

能性があります。

■ 費用対効果

変形名刺は通常の名刺の数倍（場合によっては 10倍以上）のコストがかかります。ファー

ストアプローチに力を入れるのは、決して間違いとは思いませんが、小さな企業の場合コス

トと効果のバランスを見極めた方が良いと思います。本稿では、名刺に込める情報の重要性

を主張しています。掲載する企画、情報の質、お客様に向けたアプローチはソフトウエアで

あり、変形・非変形はハードウエアの問題です。変形名刺なら売れる、という安易なセール

ストークに、僕は賛成できません。なにより、修正が必要な際に都度お金が掛かります。制

作コストを理由に本来必要な名刺の修正・改善のアクションが鈍るならば、営業効率はどう

なるのだ、という話です。

……変形名刺はアナログ的な訴求ですので、本稿の考え方を合わせて運用すれば、相応の効

果が出ると考えます。変形名刺はハードウエアの特徴であり、この入れ物にマーケティング

の意匠をどのように反映するかが重要です。これは名刺を受け取る僕自身の感想ですが、自

分語りに紙面を割いた、名刺入れに収めにくい名刺を渡されるよりは、必要な情報と要点を

抑えた普通の名刺の方が好印象です。
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２ 検索ワード

名刺からホームページへの誘導手法といえば、URL、QRコード、検索ワードの３つですが、

お客様としては、URL直打ちなんて面倒でやってられないですから、誘導の現実的な方法と

いうと、検索ワードか QRコードになります。自社のホームページに検索エンジン対策を施

している場合は意識する必要はありませんが、会社名によっては、検索ワードによる誘導が

かなり難しい場合があります。以前、ローマ字３文字の社名のクライアントで、名刺に載せ

る検索ワードを検討したのですが、クライアントの社名が、なんとマイクロソフトの頭文字

と競合してしまうのです。地名で検索ワードを絞り込んでも、検索結果で負けてしまいます。

それでもクライアントは、会社名での絞り込みを希望する。仕方ないので、地名を「かなり」

絞り込んで検索ワードを決めましたが、お客様にとっては使いづらい、長ったらしい検索ワ

ードになってしまいました。この場合気の毒ですが、社名がローマ字３文字という時点で、

検索誘導とは相性が悪いのです。

名刺に記載する検索ワードは「会社名・地名・サイトタイトル」が基本ですが、フェイスブ

ック等の SNSも台頭していますし、今後は個人名のブランド化も考慮して、より拾いやすい

検索ワードを考えてもよいと思います。
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３ QRコードの活用

本稿の知識で名刺を制作すれば、相応の効果が期待できます。しかしそれでだけでは、継続

性に疑問があります。状況や環境は変化していて、改善の課題に対処する必要があるからで

す。ウケる名刺の在り方も、社会の変化と共に変わります。本稿では、お客様の欲しい情報

を名刺のヘッドラインで提供する構造になっています。これを時代に合わせるのが大事です。

身近な例ではスマートフォンの台頭があります。全てのスマートフォンは、インターネット

と YouTube動画に対応しています。QRコードでコンテンツへの誘導が簡単になり、ネック

だった通信速度も、モバイルでの高速通信が広がりつつあります。例えば、自社のプロモー

ションビデオやあなたの映ったビデオレターに、名刺の QRコードから直接誘導することが

できるわけです。撮影や編集すら、スマートフォンで可能です。ブログや SNSを運営してい

る場合は、QRコードから WEBコンテンツに誘導できます。携帯から WEBコンテンツに誘導

するやり方は、エステやリラクゼーションサロンではおなじみの光景ですが、名刺から WEB

への誘導は、まだあまり事例を見かけません。これらの技術は年々敷居が下がっています。

殆どのブログサービス、フェイスブックやツイッターも携帯に対応しています。わざわざ携

帯専用サイトを作る必要も、既になくなりつつあるのです。
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４ 似顔絵と写真

名刺に使う写真に、こだわることをお勧めしています。が、中にはどうにも写真が苦手な方

もいますので、似顔絵イラストを描くこともあります。

イラストはイラストのメリットがあります。顔のパーツや表情が演出できます。名刺に掲載

する写真サイズといえば、縦が２～３cm程度の場合が多いですから、顔のパーツや表情を

大きく描けるのはメリットでもあります。時として、写真以上のハッピーな笑顔も演出でき

ます。

それでも僕は、名刺に関しては写真を推奨します。理由は二つ。本気の笑顔を撮れば、リア

リティの差があるので、イラストより写真の印象が上回ります。もう一つは、写真撮影を通

じて、笑顔を訓練をする機会である、と考えるからです。本編に書いているように、芸能人

の様な「プロの笑顔」を意識することをお勧めします。

似顔絵用の資料写真を見ていてると、笑顔が意識されていない実態がよく分かります。客に

見せる写真ではないからか、油断している場合が多いです。真顔、口が半開き、半目、上目

遣い、斜めに構えている、口元がにやついている。「この顔を、お客様に何かの拍子で見せ

ているんだろうな」と思うわけです。ここで油断しているなら、余所でも何かの拍子で出て

いるでしょう。

現場では意識して笑顔を作ることを、内心馬鹿にしている人もいます。撮影現場では一応笑

うものの、真剣さが感じられない。笑った顔でも笑ってません。写真を見れば、意識の高い

笑顔と、そうでない笑顔の差は明らかです。

自分の笑顔には真剣に取り組む事をお勧めします。特に起業家（起業予備軍）は、表情の未

熟はリスクであると考えても言い過ぎではありません。メディアに出るマイナスの表情リス

クを、軽く見積っている印象があります。生理的にマイナス印象を抱かれると、その後は理

屈ではありません。

ある情報商材の成功者がいます。高度な教材を作って儲けています。素晴らしい実績の方で

すが、僕は未だに胡散臭い印象を拭えません。彼の写真が鮮明さに欠け、斜めに構えてにら

むような表情だったからです。その人のメルマガに目を通していても、僕の中から未だに、

胡散臭い印象が抜けません。プラスにも、マイナスにも、印象とは理不尽な程に尾を引く要

素です。
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５ 名刺は印刷に向いていない

本稿では、名刺を成約に向けた販促物と位置づけています。成果を求めるなら、常に改善す

るのが当然です。さて御社の名刺に、致命的ではないにせよ、改善点が見つかりました。

「こうすればもっと良くなる」

……あなたは、大量に刷った名刺をすぐに破棄して、作り直しをしますか？多くの場合、今

まで刷った分を使い切ろうとするでしょう（そして、その頃には改善項目を忘れています）。

コストの問題が、より大事な改善の取り組みをを鈍らせています。名刺の目的は成約です。

印刷代をケチって安く作るのが目的ではありませんし、あなたのセンスを披露する作品でも

ありません。

印刷は、確かに名刺の出来は美しいものの、個人的にはお勧めしません。改善のプロセスを

回しにくいからです。変形名刺についても同じ事が言えます。

自分やスタッフの気付きを如何に迅速に反映するか？これを考えると名刺制作は、軽くて速

いスタイルが望ましいです。


