
社内変革チーム推進支援サービス


クロスリード
プロのビジネストレーナーが社内チームに併走し

トップの想いをsv汲んで変革を共にリードします。

お問合せ　＞

御社の生産性向上への第一歩！

無料コンサルティング実施中！

お問合せはこちら

社長が思い立てば、直ぐに変革に着手できる



現リーダーが率いるチームの生産性が劇的に高まる



次世代リーダーが実践を通じて育つ

採用の苦労と雇用リスクなく優秀な人材をコスパよく確保できる



必要な時に必要なだけ、課題に合わせて優秀な人材を活用できる

こんなお悩みはありませんか？

このままでは将来会社や事業がダメになる...

そんな危機感を持つ経営トップの方へ

・売上の過半、利益の大半を占める既存事業の縮小が見込まれる。



・現状のコスト構造、生産性のままでは、将来赤字に転落する可能性が高い。



・社長の危機感が社員に伝わらず本当に一部の社員しかついて来れない。



・理念を刷新したり社員研修を試みたが効果がみられない。

01.事業や企業の存続に強い危機感を覚えているが社員にその想いが伝わらない

・事業変革や新規事業を社内で推進しようとしても社員がついてこれない。



・現リーダーがトップの意図を咀嚼できないまま矮小化してアクションしてしまう。



・現リーダーを育成するために研修に費用をかけているが、なかなか変わらない。



・優秀な若手ほど上司に業務を丸投げされ疲弊し、上司に提案が通らず諦めて辞めてし
まう。



・社内で変革を任せられるリーダーを輩出したいが育成までには時間を要する。



・優秀な人材を採用しようにも市場で取り合いになっており確保が難しい。



・外部採用を試みるも、能力や価値観のミスマッチで長く続かない。

02.事業変革や新規事業進出を担う人材の確保が難しい

・成果が出るかどうか分からないのに、月額数百万もの予算を投入するのは難しい。



・高いお金で戦略コンサルを雇っても、絵にかいた餅で終わってしまう懸念がある。



・特定の専門家に依頼しても、対症療法で本質的課題に手をつけずに失敗してしま
う。



・コンサルに任せて上手く行っても、社員が依存する状況になるのは不健全である。

03.外部のコンサルを雇うことには躊躇してしまう

社内変革の課題と解決策

＜よくある課題＞

社内で変革を推進したいトップの想い

多くの経営トップが口を揃えていうことは、

・なるべく早く変革を推進しゴールを達成したい。

・できる限り変革は社内のリーダーに託したい。

ということです。



トップが純粋にそう思えば思うほど、社員に期待をかけ社内で変
革を推し進める。そして、前述の通り変革であるが故に社内だけ
では上手く進まず、結局ゴール達成できない状況に陥ってしまいま
す。

そもそも、変革とは、トップの描くゴールを実現するために、自社
にとって未到なチャレンジを推し進めていくことです。



そのため、貴社の現時点の社内リソースだけで変革を成し遂げるこ
とは極めて難しく、非生産的になってしまう構造があります。

変革とは、自社で未踏のチャレンジをすること

金メダルをめざすアスリートは、各分野のプロをトレー
ナーにつけて、二人三脚でそのゴールを目指します。そ
れは、自分の今のやり方では到達し得ない高いゴールを
掲げているからこそ、プロを活用することを理解してい
るからです。

♦二人三脚でゴールを目指す

ビジネスにおいても、高いゴールを掲げ社内で変革を推
進するにあたり、社内には足りない知見を有するプロを
ビジネストレーナーとしてチームに付けることは極めて
有効です。

♦社内には足りない知見を持つプロが伴走

クロスリードは、プロのビジネストレーナーが社内チームに併走し

トップの想いを汲んで変革を共にリードするサービスです。

ビジネストレーナーをつけるという選択

■私達がご提供できる価値

私たちは、現リーダーと次世代リーダーで編成したトップ配下の社内変革チームに、トップの
想いを汲んだ変革トレーナーをつける事で変革推進と人材育成を共に実現していきます。

1

想いと変革のストーリー策定

トップの想いを汲み込んでいきながら、解像度の高い
ゴールを描き、その実現に至るストーリーをつくりあげ
ます。具体的には、トップと共に、パーパス・MVV、中
期経営計画、ブランディングを手掛けます。

実践型チーム学習支援

変革を実践していく中で得られた成功・失敗体験こそが
地肉となって現場に浸透していきます。その知見の集約
と言語化によって、更なる仕組み化を進めると共に、次
世代リーダーの育成を図ります。

3

変革トレーナー併走支援

御社の現リーダーに、トップの想いを汲んだ変革トレー
ナーをつけることで変革に向けて適切な意思決定と行動
を促すと共に、課題に適した変革トレーナーの知見を適
宜活用しながら新たな仕組みを構築していきます。

2

サービス概要

第一次ITブームの最中、1996年創業のITシステム開発・コンサルティング会社。
京都大学など有名国立大学の業務システム開発や不動産システムに開発に留まら
ず、自社サービスも多数手掛けており、システム開発からウェブマーケティング
まで、Web上で叶う全てに対応出来る「提案型企業」です。

メディアマックスジャパン株式会社

IT・ウェブ分野のプロフェッショナル

★Brief history

・社会人になってから一貫して事業戦略、マーケティング、新規事業開発、DXプロジェクトなどの変革プロジェクトを手がける。

・並行して、教育・福祉・環境系のソーシャルベンチャーの経営支援を行なっている。

・ビジネススクールの講師としてクリティカルシンキングやビジネスアナリティクスを担当。

・最先端の認知科学をベースとした変革に特化したコーチングスクールのプロコーチとなる



★Message

ビジネス界でパーパスやSDGsが昨今流行っていますが、本当の意味で社会課題に向き合うとはどういうことか？を考えきれている会社は少ない様に思います。美辞麗句で抽象度
の高いパーパスやDXという名のボヤけた戦略を掲げるだけでは変革はなしえません。



一方で、トップが強い想いを持って変革に取り組んでいるものの、思うように事が進まない状況に直面している組織も多く、もどかしく思います。



私は、これまで、戦略コンサル、ビジネススクール講師、ソーシャルベンチャー経営、プロコーチをしてきました。それらのノウハウを結集し、トップの想いを汲んだ変革ト
レーナーとして、将来の経営を担うリーダーと共に、多様な関係者を巻き込みながら、変革を推し進めていくことにコミットします。

かなえワークス株式会社 代表取締役


小田るい　RUI ODA


グロービス パートナーファカルティ

マインドセットコーチングスクール プロコーチ

京都大学工学部情報学科卒

ワンダーグラフィックスは、新たな発見・驚きを生み出すクリエイティブを創る
会社です。2010年創業以来、2,000以上のクリエイティブを企画・制作してきま
した。本質的な価値をクリエイティブ制作に落とし込むための「型作り」に定評
がしたあり、コスパのよいクリエイティブ制作に加え、クライアント企業に対す
るクリエイティブディレクション内製化や人材育成まで手がけています。

株式会社ワンダーグラフィクス

クリエイティブのプロフェッショナル

■変革を支える各分野のプロフェッショナル

トップが変革を推進していく道程で生じる様々な課題の解決のために、各分野のプロフェッショナルを必要に応じてご紹介しています。

担い手の紹介

社内変革を成功に導く【クロスリード】の５つの価値

社長が思い立った想いは、現場の社員には未来の話過ぎたり抽象度が高すぎて理解されないケースがほ
とんどです。



社員がその想いを理解し咀嚼して腑落ちするためには、その想い、未来像をいかに解像度高く具体的に
示せるかどうかが鍵となります。



具体的なゴール、マイルストン、戦略、キーとなる施策、アクションを左脳的に整理しつつ、未来像を
ビジュアル化し共感を呼ぶことではじめて、社員は朧げな未来へアクセスすることができる様になりま
す。それでも咀嚼には一定の時間を要しますが、日々未来像に触れることによって社員一人ひとりに浸
透していきます。



私たちは、社長の想いを論理と情熱の両側面で汲み取りながら、MVV（ミッション・ビジョン・バ
リュー）やパーパス策定、中期経営計画策定、ブランディングを手がけます。そして、社内チームが変
革に着手できるスタートラインを整えます。

Value.01　社長が思い立てばすぐに変革に着手できる

Value.02　現リーダーが率いるチームの生産性が劇的に高まる

新規事業や事業変革など不確実な状況に直面した時、既存事業領域で実績のあるリーダーほど適応でき
ず、パフォーマンスが大幅に低下します。

それは、リーダー１人だけでなく、率いる10～30人規模のチーム（人件費で5000万円～3億円ほど）の
生産性に大きな影響を及ぼします。



これは、既存事業が成長している間に通用した、施策の改善を優先する思考や、丁寧に調整する事で
チームの生産性が高められる成功体験に縛られているからです。例えば、こんな事が起こり得ます。



・目的や課題を捉えないまま施策を考え無駄打ちになる

・短期的にできない理由を並べ、変革に否定的になる

・トップの想いを汲み取れず矮小化して解釈した状態で意思決定するためズレる

・意味を理解できないまま若手に下ろすことで若手に負荷がかかる

・若者の革新的アイデアも既存のフィルターを通すことで却下されトップの目に留まらない



変革期においてチームを機能させるためには、既存の価値観に拘らずに、ゴール達成に向けた適切な意
思決定と行動をしていくことです。



私たちは、トップの想いを汲んだビジネストレーナーを現リーダーにつけて、チームが視野狭窄になら
ない様併走しながら、課題と対応策の具体化、業務設計と運営構築、専門スタッフによる業務代行、社
員の実践と育成、業務の内製化までステップにあわせて支援します。



そうすることで、チームのパフォーマンスは最大化し、変革が推進されます。

Value.03　社内の次世代リーダーが実践を通じて育つ

次世代を担う優秀な若手は、いずれ自分たちが責任ある立場になるからこそ、トップの危機感を自分ご
ととして捉えている傾向が高いです。



ですが、多忙な仕事の合間を縫って自分なりに頑張って考えた提案が、組織の中で何度も通らないこと
を繰り返す中で、閉塞感を感じ、やる気を削がれ、諦めてしまいます。最悪、疲弊して体調を崩した
り、会社を辞めるに至ることもあります。



再三お伝えしている通り、変革を進める上で、現状の会社や事業の枠組みで考える限界がある以上、そ
の期待に応えられる若手は、仮に優秀であってもほとんどいません。



「若手には育ってほしいし、自分で考えられるようになってほしい」と言って若手に任せるというのは
魅惑的な考えですが、トップの責任の放棄であり甘えですらあります。



まずは、優秀な若手を変革チームにアサインし、適切に意思決定し速やかに実行に移せる環境を整え
る。そして、実際に変革を推進していく中で、若手を実践の中で鍛えあげることが大切です。



私たちは、ゴールから逆算して一貫性のあるマイルストンや戦略を描き、その遂行のための年度計画、
施策の具体化、業務の型や判断基準を若手が理解できるレベルまで落とし込みます。そして、実践の中
で得られた新たな知見を更なる仕組み化とチームの学びへ還元していく学びのコミュニティの運営を支
援します。



そうすることで、次世代リーダー育成と変革の推進の両方の果実を得られるようになります。

Value.04　採用の苦労と雇用リスクなしで、優秀な人材を確保できる

変革を推進できる人材、デジタルを組織に適用する人材など高度なスキルをもつ人材は、日本のマー
ケットでは希少価値が高いです。その中で、競合と獲得競争しながら、自社の組織文化や報酬体系に
合った人材を採用するのは至難の業です。

更に採用できたとしても、求めていた条件とのミスマッチや、報酬面で折り合わなかったり、組織文化
に馴染まないなどの理由で1年ほどで辞めるリスクもあります。



優秀な人財ほど



・その仕事が社会課題につながるか

・自身の才能を発揮できるか

・仕事の裁量は高いか

・自身の人生やキャリアに寄与するか

・報酬は高くないまでも妥当か



をシビアに見極めます。



私たちの提案する解決策は、プロフェッショナル人財のビジネストレーナーとしての複業的活用です。
それによって、変革に必要な特定分野の高い知見を持つ人財をコスパよく活用する事ができます。



これによって、社内だけでは実現し得ない変革を推進する事ができる様になります。

変革を実現し未来のゴールを達成するには、適切な方針、ステップ、手順を踏んでいかなければ失敗に
つながります。



・大きなゴールを掲げるが故に方針が散漫になり経営資源が分散化して成果が出ない

・着実に稼ぐことよりも変革に傾きすぎることで収益が大幅に悪化する

・危機感があるが故に思いつきで新規事業にトライし時間とお金を無駄にしてしまう

・未来を早く実現したいが故に、現場に強い負荷がかかり崩壊する

・組織の制度やデジタル基盤が旧来のもの過ぎて、基本からスタートしないと始まらない



変革において外部リソース活用が成功の鍵になりますが、正しいタイミングで適切に専門家を活用する
こと自体が難しいのが現実です。



実際、高いお金をコンサルに払っても、戦略だけの絵にかいた餅で終わったり、特定の専門家に依頼し
ても対症療法で本質的課題に手をつけずに失敗するケースが多々あります。



私たちは、そうならないように、経営理念、中期経営計画、経営部門・事業部門のマネジメントや各部
門の業務代行など、上流から下流まで一気通貫でサポートします。そして、状況に応じて様々な分野の
プロ人材（コンサル、クリエーター、マーケター）を適切なタイミングで必要なだけシェアリングして
活用することを提案します。

Value.05　必要な時に必要なだけ、課題に合わせて優秀な人材を活用できる

まずは無料コンサルティングをお試しください

\  60分無料相談受付中！  /

「トップの想いを汲んでもらえそうか？」

「変革を併走するに資するかどうか？」



最初のご依頼に当たりご不安が多いかと思い、1時間の無
料セッションを行っています。まずは、そこで真偽を確か
めてみてください。



Zoom等のオンラインミーティングやお電話、御社へのご
訪問等、ご希望の方法でご相談を承ります。お話をお伺い
した後、サービスプランをご提案致します。

無料コンサルティングお申込み　＞

まずは無料コンサルティングをお試しください

\  60分無料相談受付中！  /

「トップの想いを汲んでもらえそうか？」

「変革を併走するに資するかどうか？」



最初のご依頼に当たりご不安が多いかと思い、1時間の無
料セッションを行っています。まずは、そこで真偽を確か
めてみてください。



Zoom等のオンラインミーティングやお電話、御社へのご
訪問等、ご希望の方法でご相談を承ります。お話をお伺い
した後、サービスプランをご提案致します。

無料コンサルティングお申込み　＞

特徴②　底上げにしかならない研修ではなく「プロの変革トレーナー」がつく

従来の研修は、必要とされるスキルを着実に底上げする効
果はありますが、変革を担う人材を座学で育てあげる事は
できません。また、本業の業務を止めて研修の時間を取る
事による機会損失、社員のモチベーション低下も生じま
す。



私たちのサービスは、本業の活動の中で実践しながら学ぶ
ので、本業の業務を止める必要もなく、参加するリーダー
のマインド変容とスキル向上の両面に効き成果をダイレク
トに出すことができます。

社内育成のコストとリスク （例：四半期に1回、半日の集合研修をする場合）

コスト

200万円〜800万円／年

※1人当たり5万～10万円 × 10人～20人 ×年4回 

研修

年200万円〜800万円

※1人当たり5万～10万円 × 10
人～20人 ×年4回 

リスク

・営業機会損失（1人当たり数万円×10人〜20
人×年4回）

・効果が少ない

特徴③　高コストの「コンサルに依存」ではなく「プロの変革トレーナー」がつく

コンサルは、単価設定が高くトータルで莫大な費用がかかり
ます。そして、高いお金を払い続けても実行フェーズに入る
と単価が見合わず続ける事が難しくなります。



そもそも、コンサル会社は高単価な業務を請負うことがビジ
ネスの儲け所です。そのため、クライアントの人材を育成す
ることは儲けから遠ざかることになるため敬遠します。



私たちのサービスは、知見の提供を行うコンサルの役割はあ
るものの、変革後のクライアントの自走を最終ゴールとし、
制度・業務への組み込みと実践を通じた社員のスキル獲得・
定着を図ることをめざしています。

コンサルティング会社に依頼するコストとリスク

コスト

高い（月300万円～600万円 3ヶ月〜12ヶ月）

コンサルティング

年3600万円～7200万円

月300～600万 3ヶ月〜12ヶ月

リスク

・構想だけで実行につながらない

・コンサルに依存し人材が育たない

類似サービスとはここが違う！3つの特徴

プロのトレーナーと共に推進できる

伴走型企業変革
ストーリー

策定

リーダーを

伴走支援

実践型

チーム学習

リーダーのマインド変容＋社内変革＋人材育成を実現します！

※税別

育成プログラム（3hx四半期）

＋個別フォロー(1hx4回/月)


＋アーカイブ動画

育成プログラム（3hx四半期）

＋グループセッション(1.5hx毎月)


＋アーカイブ動画

3か月

40万円/月

（120万円）

60万円/月

（180万円）

６か月

30万円/月

（180万円）

50万円/月

（300万円）

12か月

25万円/月

（300万円）

40万円/月

(480万円)

作業工数及び契約期間別月額フィー（期間合算）

Step.04　実践型チーム学習支援

変革が進み組織に型がつくられた後は、事業遂行に当たり社内の
人財が実行できる様に育成を進めていく事になります。



毎月のフォローセッションで、社員の新たな挑戦で生じる課題を都
度解決していき成果を生み出すこと。

四半期の育成プログラムで、変革の成功事例をシェアすることで、
学びと意欲を組織に伝播していくことを狙っています。



なお、どこまで手厚くフォローをするかと契約期間で単価と予算が
変わります。

隔週の定例(1hx2)

+別途フォロー時間(最大8h)

月次定例(1hx1)

+別途フォロー時間(最大4h)

3か月

40万円/月

（120万円）

60万円/月

（180万円）

６か月

30万円/月

（180万円）

50万円/月

（300万円）

12か月

25万円/月

（300万円）

40万円/月

(480万円)

作業工数及び契約期間別月額フィー（期間合算）

※税別

中経・年度計画策定支援

月額25万円〜 ※税別

中経の原案を基に、ゴールやマイルストーン、各事業・
部門のミッション、戦略、キーとなる課題・施策の具体
化を図ります。



その上で、次年度の組織体制や配置や各事業・部門の年
度計画、個人目標の指針を示し、各事業・部門のリー
ダーが主体となって変革目標を立案するご支援をしま
す。

変革遂行支援

変革プロジェクトのテーマとしては、事業・サービス変
革、コト売り（ジョブ型・課題解決型営業）、バリュー
チェーン変革など様々なプロジェクトがあります。いず
れの変革プロジェクトには大きく３つのフェーズがあり
ます。



まず、大きくプロジェクトメンバーとして併走して変革
を進めていくフェーズ。その後は、成功パターンを「型
作り」するフェーズ。最後に型をつかって自律化を支援
するフェーズです。



初動の介入度は比較的高いですが、徐々にアドバイザ
リーとしての立ち位置にシフトしていきます。



※必要に応じて課題解決に必要となるパートナーを中間
マージンなしでご紹介します。

Step.03　変革トレーナーによる併走支援

Step.02　想いと変革のストーリー策定

トップの想いをベースにパーパス、MVV、中経原案を作成します。その後、変革メンバーと共に原案を磨き込み、会社として具体化・精緻化
を図る事で、変革の実現の第一歩まで踏み出せるようにします。

トップとの1DAYセッション

まずは、経営トップの想いをプランとして具体化してい
きます。事前のヒアリング後に、２回のセッションで想
いを描き、パーパス・MVV（ミッション・ビジョン・バ
リュー）及び中期経営計画の原案を創り上げていきま
す。

チーム合宿2DAYセッション

180万円 ※税別

変革を担う社内チームに社長の描いたパーパス・MVV及
び中経の原案を伝えます。チームメンバーのそれぞれの
想いを共有しながら、その想いを原案に組み込む事で、
変革メンバーのコミットメントを高めると共に、原案そ
のものをブラッシュアップしていきます。チーム合宿を
終えた後は、トップの想いを理解し共感した社内の変革
推進チームが立ちあがります。　



※オプションでリブランディングのためのクリエイティ
ブ制作（ロゴ・社名変更、コーポレートアイデンティ
ティ刷新）も承っております。

Step.01　初回無料コンサルティング（1時間）

「トップの想いを汲んでもらえそうか？」

「変革を併走するに資するかどうか？」



最初のご依頼に当たりご不安が多いかと思い、1時間の無料セッ
ションを行っています。まずは、そこで真偽を確かめてみてくださ
い。



Zoom等のオンラインミーティングやお電話、御社へのご訪問等、
ご希望の方法でご相談を承ります。お話をお伺いした後、サービス
プランをご提案致します。

サービスプラン

まずは無料コンサルティングをお試しください

\  60分無料相談受付中！  /

「トップの想いを汲んでもらえそうか？」

「変革を併走するに資するかどうか？」



最初のご依頼に当たりご不安が多いかと思い、1時間の無
料セッションを行っています。まずは、そこで真偽を確か
めてみてください。



Zoom等のオンラインミーティングやお電話、御社へのご
訪問等、ご希望の方法でご相談を承ります。お話をお伺い
した後、サービスプランをご提案致します。

無料コンサルティングお申込み　＞

お問合せ

まずはお問合せフォームからご連絡ください。担当者から折り返しご連絡させていただきま
す。

STEP01

無料コンサルティング

御社の課題と目指したい方向性、プロジェクトの進め方などについて、1時間無料でご相談頂
けます。

STEP02

プランのご提案

御社の現状に合った企業変革プランをご提案させて頂きます。

STEP03

ご契約STEP04

内容にご納得頂けましたらご契約となります。

プロジェクト開始STEP05
最適なプロ人材が、トレーナーとして御社で活動を開始します。　

ご利用までの流れ

よくある質問と答え

Q．契約期間は？

3か月、6か月、1年のプランをご用意しています。契約期間が長いほどお得になっています。



契約は原則更新となります。契約期間1ヶ月前までに解約のお申し出を頂ければ契約満了でサービスを止める事
ができます。

Q．契約の形態はどうなりますか？

特定業務の遂行を目的とした「準委任契約」になります。会計上は、外注費等で全額損金となります。（社会
保険等は不要です）

Q．追加の費用がかかる可能性はありますか？

原則、ご提示している予算をベースに動きます。弊社から一方的に追加予算を依頼することはございません。



貴社要望の際、別途協議の上追加予算を頂き支援を拡大することはございます。



なお、コンサルティングサービスを貴社サービスに組み込む成果報酬型協業モデルもございます。

費用を払うのではなく、紹介による継続的な手数料収入を得られる機会にもなります。



別途ご提案する事も可能ですので、気軽にご相談ください。

Q．リアルで打ち合わせは可能ですか？

はい。ただし、移動時間もフォロー時間に含まれますので、できる限りオンライン対応をオススメしていま
す。

Q．交通費や宿泊費はどちら持ち？

当日移動で一都三県であれば弊社負担します。それ以外の交通費及び宿泊費用は貴社負担となります。

Q．どのような体制で支援してくれますか？

基本的には変革トレーナー1名がプロジェクトを併走します。毎月定期的にオンラインで進捗ミーティング
を実施します。それ以外のフォローについては、電話やメール、社内SNS、追加ミーティングも含め、総時
間内であればどんな形でも対応します。



なお、必要に応じて、特定分野の専門人材を追加でアサインすることも可能です。その場合は、別途新たな
支援としてご提案します。


Q．これまでの支援実績を教えてください

業界問わず様々な相談がありますが、サービストランスフォーメーションをテーマにした案件が多いです。例
えば、



・特定の会社に収益依存していた体制から新規顧客開拓を目指すために組織的に課題解決提案できる様に全社
的に取り組んだケース。



・特定の専門技術やサービスに強みがあり、企業に提案する上でコンサルする力をつけたいケース。



などがあります。


まずは無料コンサルティングをお試しください

\  60分無料相談受付中！  /

「トップの想いを汲んでもらえそうか？」

「変革を併走するに資するかどうか？」



最初のご依頼に当たりご不安が多いかと思い、1時間の無
料セッションを行っています。まずは、そこで真偽を確か
めてみてください。



Zoom等のオンラインミーティングやお電話、御社へのご
訪問等、ご希望の方法でご相談を承ります。お話をお伺い
した後、サービスプランをご提案致します。

会社名

お名前

メールアドレス

電話番号	

無料相談を ●　希望する　　　〇　希望しない

連絡事項（ご質問等）

送信する　＞

無料コンサルティングのご依頼、お問合せはこちらから

ご不明点や不安な点はメールフォームよりご相談ください。

２営業日以内に担当者より返信いたします。ささいな事でもお気軽にお問合せください。

会社名 かなえワークス株式会社

設立年月 2020年4月

資本金 800万円

代表者名 小田累

住所 〒112-0002　東京都文京区小石川５丁目１３番６－１０２号

TEL	 050-5809-7783

WEB	 https://www.kanae.works/

事業内容 企業向けコーチングやソーシャルベンチャーの経営支援

主要取引先
グロービス株式会社

東急保険コンサルティング株式会社

取引銀行 三井住友銀行

会社概要

Copyrights 2022 Kanae Works All rights reserved.

特徴①　難易度もリスクも高い人材採用ではなく「プロの変革トレーナー」がつく

人材採用は、求人媒体への掲載費用や人材紹介会社への
成功報酬が非常に高額です。また、直接雇用の場合、優
秀な人材を十分確保できないか、入ってもすぐに辞めて
しまうというリスクもあります。



私たちのサービスは、採用コストをかけることなく、直
ぐにプロの変革リーダーを活用できます。必要がなくな
れば契約を終了できますし、意図しないタイミングで退
職されてしまうリスクもありません。

優秀な人材採用のコストとリスク

コスト

1600万円

※年収1000万円（社会保険込で1300万円）＋
採用費 300万円（年収の30%）

リスク

・いつやめてしまうか分からない。

・退職されると知見が残らない。

必要年間予算

成果の出やすさ

変革のスピード

変革後の定着

雇用リスク

当サービス

★★

★★★

★★★

★★★

★★★

コンサルティング

★

★★★

★★★

★

★★★

研修

★★★

★

★

★★

★★★

採用

★

★★

★

★★

★

■サービス比較表

人材採用

1600万円

※社会保険込年収1300万円＋採
用費 300万円（年収の30%）

■コスト比較

クロスリードなら月25万円〜（税別）、


しかも低リスクで同等以上の成果を追求できます。

他のサービスを利用するとこんなにコストがかかってしまいますが

変革事
例

設立　　　　2001年11月

資本金　　　4億500万円

社員数　　　172名(2022年3月末現在)

事業内容　　・損害保険代理業・少額短期保険代理業

　　　　　　・生命保険の募集に関する業務

　　　　　　・保険に関するリスクマネジメントのコンサルティング業

　　　　　　・経営、会計および財務に関するコンサルティング業務

　　　　　　・金融商品仲介業

　　　　　　・相続対策コンサルティング・相続手続支援業務

東急保険コンサルティング株式会社　様

弊社が2021年から企業変革のお手伝いをさせて頂いている東急保険コンサルティング株式会社の西澤祐司取締役 専務
執行役員に、今までのお取り組み内容についてお話をお伺いしました。

ーInterviewー

　　まず事業内容と変革ストーリー策定の経緯を教えていただけますか？

東急保険コンサルティングは、東急グループに属する企業代理店です。 お客様がグループ企業もしくはグループのお客様という形で法人から個人に至るまで対応して
損害保険会社が12社、生命保険会社が17社取り扱っています。加えて、投資信託や相続などファイナンシャルプランニングもやっており、顧客ニーズに適した金融
サービスを総合的に提供しています。



当時、グループ企業が主要顧客で事業は安定しているものの、更なる成長をどこで実現していくか、明確な戦略が描けていない中で、社員達がもがいてる状態でし
た。丁度そのタイミングで、グループ全体の中期計画再構築の話があり、ブレークスルーするきっかけになると考えました。

西澤
様：

▶▶▶きっかけは中期経営計画の再構築

当初、経営層やマネジメントの中上位層は「このままではいけないな」っていう認識を持ちながらも、「ここを目指そう！」という目的意識が持ちきれていません
でした。経営者やマネジメントはそれぞれ想いはあり、共通点も多かったのですが、言語化されてないことで社員にきちんと浸透させきれていない状態でした。



社員の一人一人は「保険のプロフェッショナルとして自分達が最善のものを提案する」っていう意識の高さや誇りはありました。そこを活かしながら、世の中から
求められるもの、その先を行くようなバリューを提供できる体制にしていきたいと想っていました。

西澤
様：

▶▶▶同床異夢なトップ層

　　社内のどこに課題があると感じられていましたか？

最初に「まず一番の最上流部分を作るべし」ということでスタートしましたけど、ワーディング（注：文章を書くときに表現や言葉遣い、言い回しを統一すること）
一つとっても、いろんな意見が出てきました。



例えば、ゴルフでこんなに小さいボールを広い大地に向かって打つわけですが、ほんの何ミリかズレただけで思いっきり違う方向に飛んで行ってしまいますよね。戦
略立案をしていても、「ちょっとした言葉の違い」もしくは「議論のボタンの掛け違い」で皆が全然違うことを喋っていることになるので、そこをうまく軌道修正し
ながら「最終的にど真ん中に持ってくための意思の強さ」は必要になってきます。



大企業出身の私が関連会社等の中小企業のサイズの会社にいて一番感じるのは、ある意味担当みたいな仕事もたくさんやらなければならないので、ややもするとマイ
クロマネジメントに陥ってくるんです。



そうすると大きな話でいろいろと議論をしようと思ったんだけども、ふと気づくと、「やっぱり日常の作業の一角をどうするんだ」みたいな議論に落ちていくってい
う傾向があったりして。



（かなえワークスさんには）「役員だぞ」とか「部門長だぞ」っていうのを再認識させるようなテーマの出し方を工夫していただいたのもあって、中期経営計画策定
をリードして頂きました。

西澤
様：

▶▶▶想いを共にする大切さ

　　変革を進める上で意識されたたことは何ですか？

ミッションで定めた「VBI（バリュー・ビヨンド・インシュランス）」（注：保険を超える価値）だと思っています。



社名にあるように、保険コンサルティングですから、主力は保険商品であることは間違いないんですけど、「お客様が望んでいるのは保険そのものではないんだ」っ
ていうことをきちんと理解をして、かつ「我々は保険だけを提供価値で持ってるわけじゃない」っていう意識を言語化することで、それ自体はかなり社員に植え込め
た、というか浸透したなっていう印象があります。



「真のお客様って誰なのか？」「それに対してちゃんと前を向いているのか？」「日頃から話ができる関係を築いているのか？」といったところにスポットを当てら
れたかなと思います。



単に「数字を上げていきますよ」だけではなくて、その背景には、「真のお客様に対する提供価値って何だ？っていうことを意識して描かないと、自分の目標設定が
できないんだな」っていう感覚になってきているところは、まさにミッションがきちんと明確化されたからだと思います。



もう１つ、我々にはグループという非常にありがたい顧客基盤があります。それが故に、ゼロからお客様を探す苦労や経験が乏しい背景があり、「そこに甘えていい
のか？」という課題意識はありました。



ところが、最近では、クロスセル（注：顧客が購入しようとしている商品とは別の商品を提案すること）とかアップセル（注：顧客単価を向上させる取り組み）の
話がすごく出るようになってきています。保険商品は専門性が高いため、縦割りになりやすいのが実情です。そこを超えて「顧客のためにチームワークをより一層意
識しないといけない」という空気が出てきてるっていうのはすごくいいことだなと感じます。



私は詭弁を言うつもりもないので、最終的には利益だと思ってます。でも今年の利益だけでいいわけじゃなく、中長期的な利益を考えていこうと思うと、顧客を裏
切っちゃいけないですし、会社としての価値を出すことに注力しなければならないと思っています。

西澤
様：

▶▶▶保険だけを提供価値として持っているわけではないという意識の徹底

　　中期経営計画を策定した効果や意義
は？

最近もよく口に出しているんですが「それをどうやって社員に浸透させようか？」とか、「どうやって会社の方向感をみんなに理解してもらおうか？」っていう初め
の一歩は対話です。



（一般的には）わかりやすく「説明会を開きます」とか、それに基づいて少し研修に組み込むことをやるわけです。それで往々にしてあるのは、「聞きました」「一
応頭には入りました」と言って、次の日から「それに伴った行動は別にしてません」というパターンです。



「研修で学んでるんです」っていう状態から脱却して、保険の募集のロールプレイングで学んでるのと同じように、「これを学んだらすぐに活動に使ってみよう」と
いう流れになるような、実践を通じた育成をするべきかなと思っています。



セオリーと実践が絶えず行ったり来たりしてないと身に付かないっていうことだと思っているので、何でも場当たり的に実践しちゃうとどんぶり勘定になってしまい
ます。一方で、整理ばっかりだと頭でっかちになって何も実行できてないってことになるので、トライアンドエラーを繰り返しながら「学んでやってみました」「う
まくいきました」「失敗しました」「何が悪かったんだろう？」っていうのPDCAも含めて、取り組みのサイクルを回していかないと身につかないんだろうなと思い
ます。

西澤
様：

▶▶▶実践からしか変革は進まない

　　変革を推し進める中で、どんなことを感じられましたか？

「改革のためにここが大事だ」というセオリーをきちんと理解できているわけではないことと、 役員を含めて日々の業務まではいつくばってやる中で、近視眼的に
なることだと思います。



これらを解決する上で、「当社の外にいるけれど当社のことをよく知って頂いているプロフェッショナル」が一連の流れを見てくれることは有難いです。



かなえワークスさんは、別に私が言ったことが全てではなくて、きちんとした反論も言ってくれるし、実践を交えたコンサルテーションという意味では、本当に私
が希望している流れを作ってくださります。

西澤
様：

▶▶▶マイクロマネジメントからの脱却

　　内部で変革が進まない理由と、トレーナーが必要な理由は何だと思われますか？

西澤
様：

「仕組み作り」だけではなくて、「実践に向かっていく上での定着化」のお手伝いを頂きたいです。これから新しい課題も出てきます。「営業そのものに対してどう
取り組んでいくか？」ということとか、あとは本当にこれからまさに私の仕事にもなるんですけど、「もっと実践していくための適切な組織とはどういう組織
か？」とかですね。もっと細かく言うと、そこに対する人材配置というところまで、思考をするお手伝いをしていただけるとありがたいと思っています。



今一緒に取り組ませていただいて、お願いしている部分も含めて、この道のりのどこが終わりなのか？って正直わからないんですよ。うん。ゴールっていう意味では
一つ一つのフェーズは刻んでるので、一つ一つのゴールがあるんですけど、もっと先のゴールはわからない。具体的に「このミッション・ビジョン・バリューがど
うなったら実現できているのか？」は、実は意外と曖昧模糊としているなと思っています。それでも別に今の段階で全てを明らかにするつもりはなくて、今後移りゆ
く中で中期経営計画上のゴールは一旦ありますけど、またその先を描く作業はずっと継続していくわけです。



それについて考えなきゃいけないのは毎日頭に思い浮かぶんですが、一定程度考えるタイミングはまた来ると思うので、その時も良きパートナーでいてほしいなと
思います。せっかく長年このグループで仕事をしてきて、この会社にいるわけですから、自分なりに培ってきたものは全て吐き出すというか、そこできちんと表現し
ていきたいなとは思っています。その上で足りないところは多々ありますから、そこを本当にお手伝いいただくというか、逆に引き出していただくっていうことが
できればなと思います。

▶▶▶仕組み作りから、実践への定着化、人材配置まで

　　最後に、変革トレーナーにはどんな事を期待されていますか？


