
出社から退社まで、オフィスのあらゆるタッチポイントを
インターナル・コミュニケーションの“メディア”として生かす。

社内報だけでは、「社内のコミュニケーションが活性化しきらない」と
感じている方のための

インターナル・コミュニケーション
実践講座

【オンデマンド配信】 申込後７日間 終日視聴可能

働き方改革 など、社会の価値観が
大きく変わる今

●経営企画
●広報
●総務 の方向け

画像提供：123RF

ダイバーシティ フラット化する組織 働き方改革

これまではトップダウンの
メッセージでよかったものが、

タテ・ヨコ・ナナメからも発信しなければ、
社員にすら届かないと感じる。

「働き方改革」や「生産性向上」に、
「ダイバーシティ」…

従業員の理解度を上げ、コミットしたくさせる
コミュニケーション戦略を見直したい。 オフィス・エントランスに始まり、

執務スペース、カフェテリアに洗面所まで…
ありきたりな張り紙でなく、

オフィス空間の特徴を活かして社員が
気にかけるコミュニケーションがしたい。

「従業員のモチベーションアップ」や
「イノベーションの加速」など、

経営企画と人事、広報が上手く連携できる
適切なKGIとKPIを設定して、
成功パターンをつくりたい。

価値観の多様な社員たちに、
誰ひとり誤解なく、無視されず、

しっかり伝わる表現の仕方が知りたい。

［在宅で受講可能・オンライン開催］



今、「企業のコア事業の変更」や、「単一事業から
横断的な総合ソリューション企業への進化」、「製
造業がサービス業化し、BtoB企業がBtoBtoC企
業になる」など、企業経営に大きな変化が起きて
います。こうした中で、自社が目指す未来の企業
像や、社会での存在意義、いわゆる『パーパス』を
再定義しなくてはなりません。そして、その変化を、
最も身内のステークホルダーである従業員に、腹
落ちしてもらうコミュニケーションが不可欠になっ
ています。

「ワンメッセージの社内報」では、社員に伝わりきらない
社内を“メディア”と捉えると、全てのコミュニケーションが変わる

「企業の変化」は「社員の変化」に
かかっている

会社の目指す姿や方向性が変化すると、これま
でコミットしてきた社員ほど、変わることに対して
「自分のこれまでの貢献が認められるのではな
く、否定されている」「これまで頑張ってきたのは
一体何だったのか」と、反発や分裂に繋がってし
まうということが起こりがちです。しかしこの問題
は、インターナル・コミュニケーションのメッセージ
と伝え方を工夫することで、回避することができ
ます。そのため本講座では、社会と企業が大きく
変わる今求められる、新しいインターナル・コミュ
ニケーションのノウハウを学びます。

過度な反発、分裂を防ぎ
一丸となれる環境をつくる

こうしたことをお感じではありませんか？

▶１つの表現で伝わるはずがない
▶大抵の言葉は、解像度が低い
▶日本はハイコンテクスト
　しかし人材の多様化が進むと、
　ローコンテクストになる
▶映像などのビジュアル活用も重要

社員の価値観が多様であることを
前提としたコミュニケーション

Point 1

▶ファクト思考の人もいれば、
　エモーション思考の人もいる

▶全員が違う価値観を持つ従業員が
　無視できない、心地よい表現を用意
　する

主旨は変えずに、理解度が
高まるように表現を複数用意

Point 2

▶「頻度」×「インパクト」
　社員食堂
　会社のエントランス
　など、すべて使い機会損失を無くす

社内報以外のあらゆる場を
コミュニケーション・メディア化

Point 3

講座のポイント

多様な社員に共感、活躍してもらうために
社内報だけではないインターナル・コミュニケーションのノウハウを学ぶ

従来の社内広報のス
ピードでは、社員に伝わ
る速度が、自社の
変化に追いつか
なくなってきた
気がする...

ダイバーシティと言いつ
つ、従業員へのメッセー
ジが1種類しか
ないことには少し、
矛盾を感じる...

労働時間を規制するだ
けの働き方改革では、従
業員のモチベーションが
下がる。よりポジティブ
に受け入れられる
工夫がしたい。

経営企画と広報、人
事。互いの役割の間に
ある課題にこそ、チャン
スがあると感じるが、
その課題への具体
的なアプローチ方法
が見出しにくい...



Step 1 インターナル・コミュニケーションの転換

これまではトップダウンの「ヒエラルキー型」の組織が
主流でした。しかし、これからは、フラットで階層の少な
い「ティール型」の組織に変化していくことが必要で
す。なぜなら、自社の成長のために従業員に求める
要素が、「画一的な業務による生産性向上」から、
「成長領域そのものの創造」などに変化しているから
です。そのためには、社員一人ひとりの価値観や長
所などの個性を発揮させることが欠かせません。講義
では、組織の型の変化から、これからのインターナル・
コミュニケーション戦略に不可欠な要素を学びます。

Step 2 あらゆる従業員が共感する「表現の高解像度化と多様化」

フラット化した組織では、例外を除き、従業員一人ひ
とりの価値観を肯定する必要があります。つまり、
コーポレートの立場で発信するあらゆるメッセージが、
これまでの「紋切り型」のワンメッセージから、コアメッ
セージは変えずに「多様な表現」をしなくてはなりませ
ん。そのため講義では、メッセージのコアな部分を尊
重しながら、多様な表現開発をするための考え方を、
言葉の力で組織を前進させるクリエイティブ・ディレク
ターに学びます。

Step 3 メディア発想のインターナル・コミュニケーションの実践

社内の全ての場を「メディア」と捉えると、これまで見
落としていた、オフィスの新しい活用法に気付きま
す。そして、タッチポイントごとでのコミュニケーション
も変化します。講義では、右図のように、出社から退
社までのオフィスの全てがメディアであると発想する
ことで、従業員のモチベーション・アップはもちろん、
経営目標の達成に寄与するインターナル・コミュニ
ケーションの実践知を、働き方の専門家から学びま
す。

□ヒエラルキーから、ティールへ転換
□KPIの共有から、ビジョンの共感へ転換
□経済報酬だけから、感情報酬も統合する

□解像度の低い言葉は、景色が見えない
□言葉の高解像度化のポイント
□表現の多様性の開発

□出社から退社までの接点は全てメディア
□無機メディアとしてのオフィスの活用
□有機メディアとしての人の活用

講座で学ぶこと

多様な生き方が肯定される時代のインターナル・コミュニケーションを学ぶ

社内の全てをコミュニケーション・メディアとして駆使する（例）

その他:店舗、ショールーム、研修施設、面接室、役員室、工場、倉庫、研究施設、データセンター、駐車場等、あらゆる場がメディアになる

ワークプレイス

ビジネス・ゴールの
リマインダー

化粧室

リラックスとリフレッシュ

ミーティングルーム

アイデアを閃きやすい場所にする
プロジェクトが進みやすくする

通路

モチベーションの向上

カフェテリア

創業DNAや、フラッグシップ商品に
ふれられるようにする

元気付ける
ブランドを感じる

エントランス

ヒエラルキー型からティール型へ、コミュニケーションを転換する

ヒエラルキー型
●上下の階層構造
●ひとつのルールが絶対
●ルール＞個性
●硬直しがちな組織

ティール型
●最小限の階層、ほぼフラット
●コアな価値感以外は個人裁量
●ルール＜個性
●進化し続ける組織

あらゆる従業員に響くように表現を再開発する（例）

危機感 期待感

個人 組織

限定 自由
etc...

高解像度化

多様化

×

解像度：低

「売上目標130%増」
「既存のお客様に130%
お買い上げいただく」

「目の前のお客様を130%の
サービスで幸せにする」

解像度：中 解像度：高



約120分

約120分

社会の価値感が大きく変わる
これからの

インターナル・コミュニケーション戦略

企業に変化を生む
インターナル・コミュニケーションの

実践

新しい価値観や、多様な価値観と向き合うためのコミュニケーションの作法／ヒエラル
キーからティールへ転換／KPIの共有から、ビジョンの共感へ転換／経済報酬だけから、感
情報酬も統合する／ケーススタディ

インナーブランディングの基本的な考え方／土壌作り、言語化／視覚化、仕組み化、習慣化
／インナーブランディングの進め方／具体的取り組み事例

時間 テーマ 講義内容 講師

加来氏

鈴木氏

※講師・カリキュラム・日時は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

カリキュラム

講師プロフィール

お申込みはWebから またはこちらまで
FAXにてお送りください ０３－3475－3033

〒

TEL

申込形態　①企業申込（請求書を発行します） 　②個人申込

お振込み先          三菱 UFJ 銀行　青山支店　普通　1145602　口座名義：株式会社宣伝会議

会社名

住所

氏名

Eメール

氏名

所属部署

所属部署

役職

役職

生年月日

生年月日

Eメール

宣伝会議からの情報　①いる　②いらない　 ③ すでに届いている

TEL：03-3475-3030  E-mail：info-educ@sendenkaigi.com   www.sendenkaigi.com/class/
株式会社宣伝会議　〒107-8550 東京都港区南青山3丁目11番13号
■お問合せ

 　  　　　 年　　   月　　  日　

  　 　　　 年　　   月　　  日　

※受講料について、開講前のご入金を原則とさせていただいております。入金が確認できませんと、ご受講いただけませんのであらかじめご了承ください。※受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。※お
申込み後のキャンセルは原則承っておりません。お席をお取りしておりますので、ご都合が悪くなってしまった場合は、代理の方によるご出席等をお願いいたします。但し、同一の講座を別々の方にご受講頂くことは禁止としておりま
す。※一旦納入された申込金・受講料は、受講前・受講途中にかかわらず、いかなる理由であっても払い戻しや次期への振り替えはできません。※天候不順によるアクシデントや講師の都合、受講者数が一定数を下回った場合等、諸事情に
より直前に開講日程が変更・中止となる場合がございます。その際、交通・宿泊費等の保証はできかねますのでご了承ください。※弊社と発注者は互いに暴力団、及びその他の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約します。万が一、
上記に反していることが判明した場合には、直ちに無条件で本契約を解除します。※弊社と同様の教育講座を開催している企業、人材紹介業、受講生への営業・勧誘等を目的とするご受講等に関しましては、審査の上、お申し込みをお断
りする場合がございます。また、お申し込みから審査までの間に、ご請求書類の発送など、決済処理の進行が行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。※本申込書により㈱宣伝会議が取得した個人情報は受講手続きや各
種連絡、講座運営、ダイレクトメールなどの方法で出版物や講座、イベントのご案内等をお送りするために利用します。プライバシーポリシー（http://www.sendenkaigi.com/privacy/）をお読みいただき、同意の上、お申し込みください。

イ
ン
タ
ー
ナ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
実
践
講
座

お
申
込
者
情
報
記
載
欄 派

遣
責
任
者
様

会
社
情
報

申
込
者
様

講座概要
●開催日程：申込後７日間 終日視聴可能　　　●講義形式：宣伝会議オンライン上での視聴
●受講料金：54,000 円（税込 59,400 円）※申込金 5,000 円（税込 5,500 円）を含みます　　　●受講定員：無し
●受講対象：経営企画、広報、総務の方。インターナル・コミュニケーションのアップデートがしたいとお感じの方

受講生の声

福岡県出身・九州大学芸術工学部卒業。2006年に株式会社セプテーニへ新卒入
社し、クリエイティブディレクターとして活躍した後、18年4月に株式会社サインコサイン
を設立し、代表を務める。「自分の言葉で語るとき、人はいい声で話す」を信念に掲げ、
会社の枠を超えた多種多様なコミュニティメンバーと共にネーミングや企業理念、ロゴ
デザインなどのブランドアイデンティティを共創することで経営者や社員の「覚悟」をデ
ザインしている。LEGO® SERIOUS PLAY® 認定ファシリテータ。

共創型の組織への変革を促す
実践的なファシリテーター

インターナルコミュニケーション
からブランディングに繋げるプロデューサー

鈴木 祐介氏
株式会社パラドックス
シニア・ブランディング・プロデューサー

慶応義塾大学法学部法律学科卒。パラドックスが社員4名のときに入社。企業の成
長の紆余曲折を実感しながら、さまざまな業界のブランディングに携わる。顧客や世の
中が共感する。社員も誇りにもてる。会社がいきいきする。だから採用力も上がる。共感
した人材が入る。また社内が活性化する。それによって、サービス（や商品開発など）が
よりよくなり、顧客がさらにファンになる。そういう成長のスパイラルの基盤となるような独
自のアイデンティティをつくり、理念（志）を中心としたブランド構築で、企業の進化のお
手伝いをする日々。BtoB、BtoC問わず、理念開発から、理念浸透（社内のモチベー
ションアップ・採用ブランディング等）、カスタマー向けの事業・商品ブランド構築など。
最近ではビジネスモデルをつくるところから関わる仕事も増えている。

社会の価値観が変わってきたことで、会社と社員の
関係が変わってきていること、それにとって、戦略を
変更しなくてはならないこと、戦略メソッド等、多くの
ことに気付かされ衝撃的だった。

（サービス 経営企画）

ミッション、ビジョン、コンセプトの概念・位置づけ、お
よび言語化する時のテクニックを学べた。明日から
使える。ずっともやもやしていたが、クオリティの高い
事例に触れ、明確に理解できました。

（IT 広報）

「オフィスがメディアになる」という発想を今まで聞いたこ
とがなかったので、新しい発見で驚きでした。国内外の
企業のオフィスの写真で様々な工夫ができることを理
解しました。社に戻って改善ポイントを話し合います。

（不動産 経営）

加来 幸樹氏
株式会社サインコサイン
代表取締役社長CEO

230413


